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平成２８年２月～２８年５月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

１．  ２０１６．３．２９～３０ 今回も星

空が見られなくてシュン！八ヶ岳へ来て連

続５回共、曇りか雨でした。しかし！！お

楽しみはいつかやって来る…と、思う。又、

来るべー。♡春、はるー！ハルー！♡ ワク

ワクの季節が来ました。 

２． ２０１６．３．３１～４．１ ごはんお

いしかった。まんぷくダァーッ(~o~) 

３．  おかあさんとおとうさんへ ３月２日すいようび いつもいっしょにあそんでくれ

てありがとう♡ きょうはほてるでとまるの。１ぱくじゃなくて２はくがよかったな

～。きょうはおりおんざをみました。おりおんざわ、すごくきれいでした。 

４．  おかあさんおとうさんへ いつもいっしょにあそんでくれてありがとう♡ たっ

きゅうは、とってもたのしかったよね。また、たっきゅうをやりたいです。きょうは

バトミントンもやりました。バトミントンもたのしかったです。たっきゅうもたのし

かったです。 おとうさん、おかあさんへ♡☆ いつもあそんでくれてありがとうね。

またあそぼうね。 

５．  ２０１６．４．８（金）～９（土） ８（金）は満開の桜を見ながら移動し、途中、

桃の花にも感動！！ 夜は星空が近くてもうビックリ！フロントで星座早見皿（？）

を借りて、アンドロメダ、オリオン座など確認しつつ何度も見ました！今日も桜を求

めてあちこち訪ねる予定です！！天気にも恵まれ感謝です！子供たちが小さい時に何

度もお世話になり、本当に何年ぶりかで夫婦で来ました！！やっぱりいいなァ。落ち

着きます。また来ます！！ 

６．  ３/３０ 毎年、スキーをしに家族で泊まってます。いつも団体棟ですが、、今回は

この部屋になりました。テレビもあって、トイレがあって、子供たちも大喜びでした。
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卓球ができるので、ここが大好きな場所なので、また来年来ます。どうもお世話にな

りました。食事もおいしかったです。（Ａ・Ｋ 様） 

７．  日テレ人気番組４時間ＳＰなう！ｗ おもしろーいｗ 今日のよるごはんまじおい

しかった♪ 

８．  Ｈ２８ ４・９（土） １０４ 三家族でたいせいそうに来ました！私は初めてく

るので、とてもこうふんしました。まだ１日目だから残りの１日も楽しみたいです。

（Ｋ♡Ｋ 様） 

９．  ２０１６年２月２７日（土） ＴＯＷＡ きょう、スキーに、いってきたかえりに

ここにきました。おふろはすごくきもちよかったです。♥またいきたいです。ゆう

しょくは、お子さまセットで、ポテト（３ばん）オムレツ（ケチャップつき１つ）サ

ラダ（ポテトサラダ、ふつうサラダ）コロッケ（１こ）エビフライ（１ぽん）たまご

スープ（わかめ、たまご）ごはん（おかわりじゆう）カレー（オススメ！エビフライ

につけるとおいしい。ごはんにもかける）ゼリー（ももあじ１つ）ジュース（りんご

あじ）です。すごくおいしかったです。またいってみたいです。ふとんは、すごくふ

かふかです。ＭＩＵ きょうはねんがんの家族でスキーにいってきました！そしてこ

こにとまりにきました！おふろはジャグジーと、けしきはばつぐんでした。ゆかげん

もグットー！ごはんは、おいしすぎて３ばいもたべてしまいました。おくじょうの星

はすごくきれいで、ほくとしちせいがみえました！おふとんもふかふか。またきてみ

たいです！ 

１０．  ２０３号室だったよん！ごはんはまだ食べてないけど、おへやキレー☆☆ 

１１．  たいせいそうすきだからまたいきたい。（ななうみりょう 様） 

１２．  きょうはシャトレーゼのこうじょうへいきました。いろんなきかいがあって、す

ごかったです。さいごにアイスクリームをたべました。いろんなしゅるいがあってお

いしかったです。わたしはアイスクリームを４こたべました。アイスクリームはすご

くおいしかったです。 

１３．  今年は２年目なので、へやの中はだいたいわかっていました。でもさいしょの時

は、おふろも楽しみだったし、わたしはたっきゅうが好きだったので、たっきゅうが

楽しみでした。オレッチも楽しかったニャン。とくにごはんがおいしかったニャン。

大成荘のみなさん、ありがとうございました。平成２８年４月４日 

１４．  知ってる人は多いと思うけどオレッチジバニャンニャ。とつぜんだけど、大成荘
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楽しいニャン！！ご飯もうまいにゃん。オレッチの好きなチョコボーはでなかったけ

ど、いいにゃん。オレッチがとまったのは、春だからぶっちゃけあったかいニャン。

ウィスパーは、「楽しいですねー大成荘。オセロもたっきゅうもあるし。」と、言って

たニャン。ケータも楽しんでたニャン。ジャアネニャン。 

１５．  大成荘大好きです！大成荘また来ます。 

１６．  ３/１９（土） 今日はサンメドウズのスキー場に行きました。最初は雨でしたが、

晴れてよかったです♪ ３/２０（日）今日もサンメドウズに行きました。大成荘で友

達と卓球したり、トランプしたりと娘は楽しい時間を過ごせたようです。 

１７．  2016 3/26～3/27 バイキングがおいしかったです。初めて来たけど、おもしろ

いですね。スキー旅行で来たんですけど、スキーは中級者コースで最初はすごい、い

やだったんですけど、だんだんなれてきて、スキーが好きになりました。おふろで、

おんせんのジャグジー（あわ）が気持ち良かったです。安いし、ごはんもほっぺがお

ちるほど、おいしかったのです。また来たいです！後、部屋の名前が花の名前でおも

しろいです。 

１８．  今日は、ゆいちゃんたちととまりにきました。きものの量をふやしてほしい！こ

どものきものをよういしてほしい。 

１９．  4/10 おふろの数をふやしてほしい。１ぱくしかとまらなかったから、２はくとま

りたいです。すごくたのしかったです。 

２０．  2016.3.20 （日）晴れ 日野市民になって22年。3人の子供達も大きくなり、

長女は先日結納を済ませました。結婚前、最後の家族旅行です。子供達は皆、小学5

年生の移動教室で大成荘さんにお世話になりました。懐かしかろうと、今回、こちら

に伺いました。心尽くしの美味しいお食事、お部屋もキレイで大満足の旅になりまし

た。ありがとうございました。今度は孫？！と、来たいと思います！ 

２１．  2016  4/3～4/4 一泊ではおしい様な一時を過ごさせてもらいました。環境、館

内・室内の温度も程よく（寒いと思っていました）、食事もおいしく、スタッフの皆

様も快く接していただきました。帰りは雨になりましたが、リフレッシュした気分で

帰途につかさせていただきます。有難うございました。追伸お風呂もとっても良かっ

たです。 

２２．  四月九日 イトコトキマシタ。とてもたのしかったです。 いとこときて、わた

しははじめてで「どんなところなんだろー？」と思って、ついたらとてもきれいで、
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ベランダは見るとけしきがよくて、きてよかったなと思いました。よるごはんもおい

しくてあさごはんもおいしかったです。かうんたーの人がとてもやさしかったです。

あそびはタッキュウがオススメです！！ 

２３．  ３・２０（日） 僕は大学3年生です。今日は家族で大成荘に来ています。来る

途中でチェックインまでに時間がまだあるということが分かったので、車の運転の練

習をしました。僕は先月にＡＴ免許をゲットしたばかりの初運転です。この大成荘か

ら清里駅までのコースを走りました。とてもすいていて、ひまでラクです。オススメ

です。これから卓球します。半世紀生きた両親をスタミナ勝負でたおします（当方文

系）夕飯がとてもたのしみですが、僕は一昨日まで胃腸炎だったので、たらふく食べ

れるかが、心配です。昼に清里のジャージー牛乳ソフトがある所でたべたビーフカ

リーがメチャウマでした。私の妹はジャージー牛乳ソフトをジャージ姿で食べました。

夜は家族で星を見るとのことですが、とてもシュールでクールだと思います。明日は、

今日よりもっと楽しくなるといいです。サンキュー八ヶ岳。サンキュー大成荘。サン

キュークリーム。 

２４．  4月10日 卓球をして遊んだよ。とても楽しかったです。お風呂にも入りました

（2回）。大成荘サイコウ。 

２５．  本日４/１６（土）！大成荘来ました☆☆ たのしい。いごこち良い。せいけ

つー！いますぐ行きたくなる。そとの景色は最高で、うれしいことたくさん。ひゃっ

ほーい、大成荘！ 

２６．  大成荘は最高でーす！ 

２７．  ４．１６ 土 現在Ｓがあばれてます。ｂｙ Ｙ・Ａ  今日、バトミントン

now 大成荘最高です！ 今はＳにつぶされながら書いています。ごはんおいしかっ

た。また来ます！おふろはホカホカ♨ ふとんはフカフカです。 Ｉ♡大成荘 食事

も最高でした！Ｈａｐｐｙ！みんな満足しています。ふとんもふかふかでした！たっ

きゅうも！バトミントン。 

２８．  3月12日（土）～3月13日（日） 大成そう、楽しかったです！ 小海リエッ

クスに行きました！私はスノボーをやりました。とても楽しかったです！また、大成

そうに来たいです。 

２９．  3月31日たっきゅうも楽しかったし、ごはんもおいしかったです。スキーにいっ

て、じょうずになりました。 
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３０．  

３１．  3 月 19 日～3 月 21 日 まいとし、家族の冬のぎょうじは、スキーに行くことで、
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大成そうに行きます。クラスのみんなも、大成そうを利用していることをしり、びっ

くりしました。わたしは、4月で5年生になり、いどうきょう室がはじまります。そ

したら、大成そうにとまるので、楽しみにしていて下さい！ 

３２．   4月2日土曜日 今日、八ヶ岳にきました。このホテルに来たのは十回くらい

来ています。ぼくは、このホテルの夕食や朝食がとても楽しみです。いつもおいしく

つくってくれてありがとうございます。また、おいしいごはんをよろしくおねがいし

ます。 

３３．  ごはんおいしかったなぁー。これからもホテルの人がんばって！ 

３４．  スキーへＧＯ！ 楽しかった。 

３５．  兄：スキー楽しかった。大成荘での卓球などもすごく楽しみでワクワクしながら

きた。しかし、とても人気でなかなか、かりれなかった。けど、やっぱり大成荘に

もっと泊まりたいと思った。 姉：スキー楽しかったです。ごはんがおおかったです。

よるはすぐ」「ねむれました。 妹：スキー楽しかった。みんなでいっしょにまん中

のコースをすべってどんどん楽しくなってきたよ。夜ごはんは、りょうが多すぎてぜ

んぶ食べられなかったから、父母にあげたよ。今日は自分でえらべるからだいじょう

ぶ。 

３６．  平成28年3月27日（日） 健太：20年ぶりに大成荘に来ました。小学校の移

動教室以来で、とても懐かしく！☆ 浩ちゃん：草木も生い茂り始め、春を感じられ

る今日このごろ、みなさまどうお過ごしでしょうか。ぼくは元気です。気づけば３０

歳直前となり人生に迷いが生じておりましたが、大成荘でのこの２日間がぼくを前向

きにと、新たに人生を歩んでいく決心がつきました。今年は実家を出て、転職をし、

新たな自分をさがします。 ちょーちゃん：小学校ぶりに訪れて楽しかったです。ま

た、１０年後来ようね！ ごっとん：楽しかったです。ごはんがおいしかったです。

たべすぎておなかがやや痛いです。また１０年後に来たいです！チーズを食べ忘れた

…。今日は清泉寮に行きます！アイス―！ しょう：大成荘２０年ぶりですごく良

かった。移動教室（５年生）のルートも回れて、当時をなつかしめたし、次は暖かい

季節に来たいね。 杉本：程久保小学校はなくなってしまったけど、大成荘にまた皆

で来れて嬉しかったです。１０年後、今度は子供たちと一緒に来ます！みなさん、２

日間ありがとうございました。お元気です。お元気で！！（日野市立程久保小学校２

２期生 １９９９年卒業 ） 元気・本気・根気 
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３７．  たいせいそうどんな所がいいの？ タッキュウ、バトミントンがある。おへやが

広い。 

３８．  たのしかったです。ぜひ、また来たいです。ありがとうございました。これから

もよろしくお願いします。 毎年ありがとうございます。♡♡ 次来たときも、たっく

さんあそびます。３/２７ 

３９．  ４/１６～４/１７ 今年も大成荘に来ました。バトミントンもしました。とても楽

しかったです！ 私は勝つ！Ｎｏ．１だったはずが…。友が勝ったぁ～。また勝っ

たぁ～。私、やっと勝ったあー。となってしまいました。私よわいんですね。 ここ

大成荘に来たのは…、んーと、数えきれないくらいきていて、小さい頃から来てま

す！いつもお世話になっております。私が小五だったころの八ヶ岳の場所？泊まる所

は、残念ながら府中さんそうでした。～はなしを戻しまーす～ここは最高ですね。部

屋は広く、たっきゅうやバトミントンもできて、お風呂も最高でした。多目的室は広

くバドミントンもできるし、ＴＶもピアノもあり、おかげでピアノをじょうたつさせ

ることができました。ほんとうにＴｈａｎｋ Ｙｏｕ！これからも来ます。ありがと

うございました。たくさんの思い出が作れました。また来まあす！  あとがき 大

成荘さんへ ここは、とても気持ち良く過ごすことができました。図書室みたいなと

ころもあって、サイコーでした。とても清けつで広く、この短い二日間で一週間のつ

かれがいっきにとれ、最高のやすみになりました。布団もフカフカでーす！とても静

かでねる時ぐっすりとねれました。私が特に「これさいこう」と、思った事がありま

す。それはご飯の事です。食事の時にはかならず、おいしいご飯、おいしい飲み物、

おいしいお肉が出てきて、言葉で表せないくらいにおいしいです。そして、お風呂も

最高――。♡２日間ですごくたのしめました。本当にありがとうございました。あの

大成荘すごくいいよ！とにかく行ってみて。言葉であらわせないくらいすごいから

あー。 

４０．  ３．５（土） スキーがとても楽しかったです。明日はみんなが好きなバイキン

グですね。 春スキーであまり寒くなく、たくさん滑りました。来年はこども達が

もっとスキーが上手になるといいなーと、思いました！ 

４１．  ３/２０日 スキーこれからです！楽しみ～♡たっきゅう３回もやっちゃった(̂ _^)

バトミントンも楽しかった～☼ ごはんがはんぱなくめちゃくちゃおいしかったよ。

^o^ 朝ごはんけっこう食べたよ～。まんぷく、やばい♡ これからスキーヤッホーイ。
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１泊二日じゃなくて、３日がいいな～(̂ o^)また来ます！（１年１回） 

４２．  2016年3月30日水ようび おへややおふろがきれいでした。またきてみたいで

す。とてもおふとんがいい気もちでした。ゆっくりねむりがすごく気もちよくねれま

した。またここでタッキューとかバドミントンをしてたのしくあそぶのがだいすきで

す。またここにきたらたのしくあそびたいです。ありがとう♥   わたしのへやは

とてもきれいでした。おふろはひろくおんせんみたいでした。ふとんがきもちよすぎ

る～♡タッキュー、バトミントンたのしい～またきたいです。  とてもあそびがた

のしかったです。またきたいです。（山田 様） 

４３．  2016年5月3日 美しの森から見る日の出は絶景である。ここ大成荘に来た時

には必ず訪れてきた。右手に富士山、左方に甲武信岳と増して、雲、霧の具合が墨絵

を現してくれる。やがて日が昇り、黄金色に輝く様は例えようがない。丁度、この絶

景のタイミングを確保するために昇る。美しの森からの木道を昇るのには息が切れる。

苦しいながらも間に合うとホッと満足感がただよう。しかし、今回は見合わせた。体

調不良で。残念と言いたい所だが、また寄せて頂く期待に胸をトキメカスのである。

何と言っても絶景なんだから。今朝の日の出時刻は4時54分であった。素老人 

４４．  ５/４（火）今回はありがとうございました。きのうのよるごはんがおいしかった

です。あと、おふろもキモチよかったです。朝ごはんはソーセージとか、みそ汁がお

いしかったです。デザートもおいしかったです。あと、たっきゅうとバトミントンが

みんなであそんで楽しかったです。また、今度きたいと思います。（智穂 様）  

こんかいはありがとうございました。きのうのよるごはんとってもおいしかったです。

きょうのあさごはんおいしかったです。パズルやバトミントンとタッキュウたのし

かったです。またきたいとおもいます。（まほ 様）きょうはほんとう、ありがとう

ございました。  よるごはんとてもおいしかったです。（実穂 様） 

４５．  2016．5.1 どーも、日野市の第三中学校 Ｍ・Ｔです。大成荘2回目ですが、

今回は牧場に行ってきました。ほんっとアイスクリームおいしいですね～♡ でも、

ちょっと外がさむくてあまり楽しめませんでした…。馬や羊にも、さわりほうだいの

牧場は最高でしたが、なぜか私の妹（小 3）が近づくと、みんな逃げてしまうんです。

どうしてでしょうか…？まぁ楽しめてよかったです。あと、大成荘のごはん、量も多

くておいしくて、家族みんな大満足でした。夕飯も良かったですが、バイキングの朝

食はすごく最高でした。次はスキーに来てみたいと思います。（残念ながら動物は見
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れませんでした…）みなさんも楽しんで下さいね～！ 

４６．  2016 ５/７（土） 久しぶりに大成荘へ来ました。お風呂とても気もち良かった

です。夕食もとても美味しかったです！朝のバイキングに大好きな玉子焼きがなく

なってしまっていたのが、少し残念でした（泣）また食べたいです！ 

４７．  2016ＧＷ 高校1年です。部活が始まったばかりなのに、休むのはどうかなと思

いつつ来ました。思っていたより寒くて驚きです。 

４８．  2016年５/１（日）ＴＯＷＡ（女）２１３ごうしつ（すずらん） 今日はシャト

レーゼのおかしこうじょうけんがくにいって、アイスをたべました！すごくたのし

かったです。またいきたいです。それから八チほしぜん園にいきました。またいきた

いです。大せいそうのごはんも、すごくおいしかったです。それからおふろもすごく

きもちよかったです。今日は、たのしかったです。  ＭＩＵ 今日はシャトレーゼ

のおかし工場見学にいきました！そしてアイスを食べました！たいやきのアイスあん

ことアイスがまっちしてとてもおいしかったです。そして、そこにおどるげいにんの

ひとがなんとロケをしていてカメラがいたんです。すごいびっくり。八千ほ自ぜん園

にもいきました！水がきれいでした！そしてこんかいたいせいそう2回目で、だんた

いとうにはじめてとまりました！それからごはんはいつもすごくおいしいです。おふ

ろもきもちよかったです！またきたいです！ 

４９．  2016 5.5（木） 蓼科山に登って来ました。上の斜面は雪が残っていました。

降りる時にアイゼンをつけ将軍車平ではずし、降りて来ました。その帰りに大成荘に

寄らせてい頂きました。いつも、突然の予約で、申し訳ありません！昨年の9月の山

登りの時も突然の予約でした。17 時前に着きましたが、部屋から富士山がみえました。

（サトウ 様） 

５０．  2016 ５/７（土） ごはんがすごくおいしかった。とくに、からあげとしゅうま

い！ 

５１．  4/23 たいせいそうは毎年来ています！だけど何回来てもあきません。友だちと

来ました。なんか1泊2日だと、もっと泊まりたいなと思いました。1回が一しゅん

にすぎてしまいました。とてもさみしいです。もうフロントの人ともなれちゃいまし

た。 

５２．  ４/23（土） 今日はフレンドパークむかわにいきました。川にいき、足をつけた

ら、ちょー冷たかったよー↘大成荘はやっぱり楽しいねー！！何回来てもあきない
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ね！！フロントの人も優しいし、もうさいこうだね～！！ また今日もおせわになっ

たな～。みじかい文ですが、おわります！！（まちがい多すぎてすまそ）                                                                      

５３．  

５４． 

 2016．5.5（木）晴れ☼ 久しぶりだあ！！♡♡  今回で何回目でしょう…。初めて

来たのが3才の時！それから17年…。20才になって…早い！最近だと、6年前に来

た以来です。清泉寮とか滝沢牧場に行ったけなあ～。昔来た時、近く（となり）の部
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屋の子と友達になったら、家も近場で、仲良くなったの思い出す。笑 あと、スキー

とかもしたなあ～。自然豊かでゆったりできます。今までは家族と来ていましたが、

今回は相方が日野に引越してきたので「いいところだから行こう」と、つれてきまし

た。もう、日野市民20年（生まれたのも日野）だが、清里に住みたいと近頃思った

りします。（笑）日野も、もちろんいいところ！清里に別荘ほしい。初めて、歩きで

来ましたが、なかなかいい運動です！まだ明日、行き先決まってませんが、てきとう

にのんびりすごします。フロントの方のあいさつがとても元気で気持ち良かったで

す！今年の年末年始は、また家族と申し込みます！あたれ！フロントの方は1人です

か？すごく大変そうでした。そうゆう姿みると、すごくおうえんしたくなります。そ

ういえば、小5の修学旅行も大成荘！日野市民はみんなそうか！ほとんどみんな日野

市民なので、親近感がありますね。お風呂あがったら6時だったので、ごはん食べて

から、お部屋を片付けようと思って、散らして行ったら、おふとんしいてくれてて、

散らしてしまって、ほんとすみません…。笑 だらしがない…笑 （大坂上 20才 

女 様） 

５５．  2016．5.6－7 ゴールデンウィークの終盤に清里の大自然の中で過ごす事ができ

ました。今年は気温が高いので、桜の花などは、ほぼ終わったように感じましたが、

新緑の黄緑がいきいきしていました。植物や鳥の名前を沢山覚えられたらいいなあと

来るたびに思うのですが、なかなか覚えられず、残念です。どの季節も楽しく過ごす

ことができて、おいしいお食事と温かいおもてなしの大成荘さんに感謝いたします。

これからポッポ牛乳や野菜などを、どっさりとおみやげに買って帰ります。ありがと

うございました。（多摩平 Ｓ 様） 

５６．  4月23日 この大成荘が出来たのが昭和40年と部屋に置いてある当荘の案内

ファイルを見ました。昭和41年、七生中学校の林間学校で訪れていました。その時

のことが思い出されます。清泉寮へ行ったり、飯盛山の登山、美しの森キャンプファ

イヤーなつかしいです。今日はあれから50年も経過しているんですね…。今日はハ

イジ村へ…お花がとてもきれいなところです。（チューリップ・ビオラ？・桜など）

月々咲くお花が変わるようです。）明日は平山郁夫美術館へ、すごく楽しみです。本

日は大変お世話になります。従業員のみなさんやさしいですね。ほっこり…。 

５７．  Ｈ28.4．30（土） 今日は、まきば公園で羊やヤギとふれあってきました。まき

場カフェで食べた「まきバーガー」はボリュームがあって、とてもおいしかったです。
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滝沢牧場もたくさんの人が来ていて、乳しぼり体験は子供も楽しんでいました。ソフ

トクリームと牛乳、おいしかったです。大成荘ではラッキーな事に1年に1回のおは

なしの森を聞く事ができました。八ヶ岳に移住して来た方々のお話。人形劇ういろう

の口上はとても見事でした。季節もとても良くてリラックスできました。大成荘いい

ですね♡ バトミントン楽しかったです。（Ｙ・Ｉ♡ 様） 

５８．  2016年５・１ スプラトューンでもジャッジくん☆ 6年生11才  今日は～

東京から1時間くらいかけて、ココに来ました！まずぅ、犬をあずけるまえに、ハイ

ジの村に行ったんだった。そこで、なんかやって（わすれたん♪）キモって思ったら、

そこでしあい終りだ！そんで、犬をあずけたんだった！そして、ここに来た。風呂

入った！トランプした！ご飯食った！バトミントンやった！バトミントン楽しかっ

た！私のオススメはハイジの村です！ 

５９．  連休の最終日に八ヶ岳高原大成荘を利用しました。大成荘スタッフさん親切に対

応していただき、ありがとうございました。1泊でしたが、心身ともに癒すこと出来

ました。食事もおいしく、ボリュームがあり、大満足です。又、機会があれば利用し

たいと思います。お世話になりました。5月9日8:50  

６０．  2016．4月28～30日 大変お世話になりました。我々が最高齢者だと思います

が、久し振りに子供達のにぎやかな声に元気をもらいました。おいしい食事と（上げ

膳、据え膳で）細やかなスタッフの方々の心くばりに、感謝です。又、健康を維持し

元気でお邪魔できる事を願ってます。本当に3日間ありがとうございました。 


