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平成２８年１２月～２９年２月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

１． １． ２０１７・１月９日 ばんごう『２１３』 たいせいそうに

はじめてきました。メンバーは１４人。すずらんでーす。

スキー５じまですべりました。いえではやくいきたかった

です。１ぱく２日なので、きょうで１日、あと１日あります。

わたしはゆきあそびにいってきます。よるは「たっきゅう」

をしました。まけましたが、たのしかったです。かみのけ

がこおりました。５ねんせいで、やつがたけいどうきょうし

つにいきます。 

２．  あさごはんはバイキングでした。ヨーグルトにイチゴジャムをいれてたべました。２

にちめでかえるけど、たのしかったです。またきたいです。ありがとうございました。 

３．  ２０１６ １２/２４ １２/２５ クリスマスシーズンに来ました！！去年ぶりです！！ス

キーもするつもりだったのですが、なんと雪がない！！という状態で、２５日だけ人

工雪の中すべってきます。１月ごろ学校でスキー教室があるので、それまでには、

上達したいなぁ…。ちなみに今回も家族で来ましたー！！また来年も家族で来た

いナ☆ 

４．  スキーあしたはいけるといいな。きょうは雨でいけなくてショッピングモールにいっ

たよ。みんなも、ぜひスキーにいってね。 ２０１６ １２/２７ 

５．  ２０１６ １２/２８（水） 今日は午後を返上して八ヶ岳（大成荘）まで来た。車中、暇

かと思ったけど普段見ない景色に心がうばわれ続けた！今日はうれしい事に天気

は快晴！明日はスキーに行こうと思っているから、今日みたく晴れて欲しいなあ。

今回でここに来たのは二回目だけど、何度来ても都会の町では感じられない落ち

着きに心が休まる気がする。流星観測とかハイキングとかスキーとか…、来る理由

はたくさんあるけど、本当の理由は一つかも知れない。 

６．  1月 1日（日）（９才の女の子） １年ぶりに大成そうにきました。ひさしぶりで、な

つかしいとおもいました。さっきスキーに行ってきたから足がカチコチ。すぐになお



 - 2 - 

りましたけど、でもすごく楽しかったヨ。明日もいくんだけどね。やっぱりスキーはた

のしい。これから図書室？図書館？にいくよ。 

７．  H２９１月６日 昔の友人と久しぶりに再会し、スキーへきた。また昔の様に一緒に

遊んで、こんなに楽しめてることに、幸せを感じます。 

８．  １/２１(土)２０２ごうしつ 「たいせいそう」３回めです！ごはんもサイコー！おふろ

もりにゅーあるしていて、ちょーサイコーでした！ごぜんはシャトレーゼのスキー場

に行きました！また「たいせいそう」に行きます。スキーにもまた来ます。 

９．  ２０１７ １/７ テントウムシふんじゃいました。ゴメンナサイ。 夜、星がきれいでし

た。東京とは全然ちがって本当にすごくて、びっくりしました。あと、卓球もみんな

（家ぞく）でやりました。３０分がとても早く感じました。私は、ここにくるのは３回目で

す。学校でくるのと家ぞくでくるのが２回です。ごはんがやっぱりおいしいですね。

学校できたときにお世話になった人も、また会えたのでうれしかったです。ごはん

おいしかったです。ありがとうございました。 

１０．  ＜Wednesday January forth＞ 今日は２年ぶり位久しぶりにスキーに行ってき

ました！ I’m very happy もうすでに体がいたいです。お風呂も入り、のんびりし

ている時が一番気持ちいいです。 ＜スキーについて＞２年ぶりのスキーをやり、

雪になれず、最初はハの字でやっていきました。じょじょになれ、高い所へ行ったら

全然ダメで半泣きになりながらがんばりました。何度も転んだけど、すべりきった達

成感はすごく大きかったです。 ＜大成荘について＞大成荘も２年ぶり位に来てと

ても久しぶりでした。大成荘について見た時、中に入るのがとても楽しみになりまし

た！入ったら、係員さんが優しく案内のことなど説明してくれてうれしかったです。 

＜お風呂について＞お風呂は広くて１つ１つきれいで気持ちよかったです。また、

お湯が温かく疲れが飛びました！ ＜ご飯について＞おいしかった食べ物…鍋・

赤魚西京漬け お店の人（？）が笑顔で話してくれてうれしかったです！Thursday 

January fifth 

１１．   思い出…おふろがきもちよかった。ごはんがおいしかった。 たのしかったこと…

おへやが広い（下の）こと、おみやげがいっぱいあること。 いけん…へやをもう

ちょっとでかくしたほうがいいと思いました。たいへん。 

１２．  にゃんこ 今日は、いろいろあったけどたのしかったです。ゆうえんちをいったあと

にきました。 ７時にごはんを食べなきゃいけないのに、６時３０分にここについたの
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で、早くおふろにはいりました。その時間は人がいなかったので、かしきりのようで

した。そのあとのごはんもおいしかったです。次は妹と、トランプやパズルであそび

ました。楽しかったので、またきたいです！ 

１３．  ２０１６．１２．１７ 土 今日は、家族４人とおばあとおばちゃんの５人で日野から来

ました！！数年ぶりだけど何にも変わってない！！少し変わったのはピアノの音が

出ないことかな。自転車もなくなってるかな。おふろきもちよかった。今年は受検な

ので、来年またゆっくり来たいです。お食事おいしかったです。また今度、家族とと

まりに来たいです。 

１４．  H２８ 12/24～26 おふろちょ～きもちよかったです。ご飯もおいしかった。 

１５．  あそんだりおふろにはいったり、ご飯が最高でした！！ 

１６．  大成荘に来てよかった。全部楽しかったです。 

１７．  １/８(日) １泊で泊まりに初めて来ました。スキーは満きつしました。部屋もかいて

きですごくいいと思います。毎年いっしょにキャンプなどに行く４家族で来ました。

ご飯はすごくおいしかったです。い動教室の時、やつがたけに行くので泊まる時は、

この大成荘に泊まりたいです。来年も来れたらいいな～。この４家族で・・・。食どう

の電気がすごくでかくてびっくり！楽しい冬休みになりました！ありがとうございまし

た！ 

１８．  １２．３０金 家族５人で清里旅行に来ました！！ 

１９．  １/７（土） きょうは、おふろがあつくもさむくもなくとてもいいゆだったです。スキー

たのしかったです。たっきゅうもすごくたのしいです。スキーでたいせいそうにいき

たくてとてもたまりませんでした。なので早めに行きました。たっきゅうはおなかがい

たくなりました。おもしろすぎて。おしいれにへやつくってかいてき。サイ

コー！！！おこづかいで、したのばいてんでキーホルダーをかおうと思っていま

す！ 

２０．  ２０１７ １/８ 久しぶりの大成荘。想像以上の大雪で駐車場に入るのも一苦労し

ました。夕食もお鍋もどれも全て美味しかったです。相変わらずのボリューム満点さ

に、いつも驚かされます。（笑）お風呂もリニューアルされて、シャワーが使いやすく

なっていました！湯かげんも調度良くとても気もちよかったです！！夜は暗くて分

かりませんでしたが、朝になると雪景色が綺麗でした。☆☆ 実は今年受検で６日

後に本番を控えていたので、行こうか迷っていましたが、大成荘に来て気持ちがリ
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フレッシュされました！来て良かったです。本番頑張れます！！また、今度ゆっくり

来たいと思います。いつもありがとうございます。      

 ２１． 
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 ２２． ２０１６ １２月３１日 きのうスキーに行ってジャンプ台したよ！！ 

 ２３． ２０１６．１２．２３（金） こんにちは！！ 今日はなんと！クリスマス イブイブ♪（（笑） 

みなさん、メリークリスマス♡♡ 私達は、今日、家族でスキーに来ましたぁ!!! ここの大

浴場で、疲れがとれました！お料理もメーッチャ美味しかったです！ 大成荘サイ

コー⤴⤴  また、来年（かな？）来まーす。 

 ２４． ２０１６． １２/２７～２９ また今年の冬もお世話になり、どうもありがとうございまし

た！！今年はスキー場は２コース開設しており、A コースを滑ることができ、満足しま

した。（昨年は G-1だけだったので）子供たちはそれぞれのスキーレベルのスクール

へ。私も、うまい人たちのコースに入り、1人足を引っ張っていました💦 午後は自由

にすべり、スキーを満喫することができました！！帰ってからは、大成荘のボリューム

たっぷり、おいしいご飯と気もちのよいおフロに入ることができ、いやされました。卓球

やバドミントンもホールで楽しむことができ、子供たちも大喜びでした。（2 回目の夜は、

スキーづかれか、夕食後皆ですぐ寝てしまいましたが…） とにかく大成荘は何回来

てもあきません。来るたびにホッとすることができ、第 2の我が家のようです。また遊

びに来ます！！スタッフの皆様もご自愛下さいね！ 明日はハイジの村に寄ってか

ら帰ります！ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２５． 2017年 1月 13日～15日 スキーをはじめてしたけどスキッズ・キャンプはいった

から、うまくすべれた。たのしかった。 スピードがでた。  うまく滑れてよかったネ♡

（ママ） 

 ２６． 今日は、友だちとかぞくで（ぜんいんで 14人）で、来ました。でも、お姉ちゃんがこ
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れなかったので、ざんねんだったー。９：３０ぐらいから５：００ぐらいまでスキーをしまし

た。はじめてすべったけど、たのしかったです。 

 ２７． ２０１６ １２/２６（月）はれ ごはんがおいしかったです。⤴ スキーにもすべって、たく

さんすべってころんだけれど、たのしかったです。あしたがたのしみです。  いつも

は日帰りスキーですが、今年は大成荘の予約できたので利用しました。お風呂もキレ

イ、ご飯もおいしく、のんびり、つかれを取ることができました。また、利用したいと思

います。 

２８． くるまにのってしゃとれいぜすきいじょうにいきました。すべりました。くるまにのりか

えて、たいせいそうにとまりました。 

２９． シャトレーゼに行きました～。まじ楽しかったｚｗｗ 大成荘のご飯（おせちでし

た！！）も、うめーし！サイコーでした！！ スキーも楽し～♪ おふろもよかっ

たー！！大成荘サイコー！！ 

３０． ２０１６．１２．３１～２０１７．１．１ 広報ひので、アナウンスされた抽選は外れてしまい

ましたが、キャンセル待ちで宿泊できました。ヤッター！星座観察、年越しそば、初日

の出、朝バイキングのお節。どれも素敵でした。チェックアウト後はロビーの割引券を

使ってスケートに行きます。また年越しで大成荘に来れますように！ 朝バイキングが

とってもおいしかった！とくに和かしがおいしい♡ へやも、のーんびりできるから、ら

く。日の出もきれいだった。 

３１． １２月２２日 さいしょは、たっきゅうできなかったけど、だれかのたっきゅうをみて

やってみたら、たのしくなったよ。これからスケートに行きます。たのしみ。 

３２． １２月２３・２４日 １泊２日 スキースクールでスキーがすごく上手くなりました。ジャン

プもできます。雪があまりふってなくて、ざんねん！！来年も来れる事を楽しみにして

います♪ またね～。 

３３． １２月２８日 うぇーい スキーなう（わずった？！）なんと…２年ぶり！！ こける、こ

ける…。つかれた。（ガーン） でもね、なんとかスベれたの！久しぶりでつかれたけど

…楽しかった！！ 明日はまた違うゲレンデなので、ココとはバイバイ…。次の人！よ

ろスク！！ 私は日野市の中学生です。卓球部です！！なので…もちろん、ちょっと

はできます！！ 父から２００円かけでもらいました！！以上です。そろそろ終わりで

す。ｂｙ卓球部姉  卓球部姉の妹です！！ 私も２年ぶりのスキーだったので、１回

目はころびまくりました。でも、スベれるようになりました！！私も姉と卓球をしましたが、
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私はまだ小学生なので部もなく、あまりやったことがなく完敗しました。でも、楽しかっ

たので、ぜひ次もやりたいでーす！（たいせいそうにきたとき） 以上です！ｂｙ妹子 

３４． スキーしてここ来て、紅白見てました。星がめちゃきれい。恋ダンスを踊ったよ。 お

そば美味でした！ 

３５． １月７日 LOVE！！ こんにちは！明日と今日泊まらせてもらってまーす！大成そ

うさんには、毎年とまらせてもらってますが、リレー旅日記をあまり書いたことがありま

せん(>_<) 今日スキーはやちほこうげんにいってきましたー♪ やっぱりたのしかっ

たでーす♡ まんぞくだーい！明日はもっともっとすべります！とってもさむいと思うけ

どがんばりまーす♪ これからもおせわになりまーす♪ 

３６． HAPPY NEW YEAR ２０１７・１月 今年はあたたかくて過ごしやすいですね。良

い１年にしましょう！ 程久保鈴木ファミリーより♡ 

３７． ２０１７年１月８日（日） 暖冬で雪が有るかあやぶまれましたが、楽しく滑り、夕食も

美味しく、暖かいお風呂に入り、本当にゆったりと３日間を過ごしました。ありがとうご

ざいました。来年も来れるといいのですが…。 

３８． ２０１６．１２．３０ からまつ 105 年末、初めて大成荘に来ました。晩ごはんは盛りだ

くさんで食べきれないくらいでした。（ちゃんと全部食べましたが） 朝ごはんもおいし

くて、年末の家族での 1年間の「お疲れ様会」としては最高。楽しい思い出になりまし

た。卓球はどこでもやれるのですが、何故か大成荘での卓球が一番盛りあがります。

やりすぎて疲れてました。また是非来たいと思います。お世話になりました。 

３９． ２０１７．１．４～５♡ ☆A Happy New Year☆ 2017年☆ 今年も 1年元気にやる

ゾ！ってことで！1月 4日に初すべり～☆ 天気もバッチリで Happy よー(^-^) 少

し風が強かったけれど…💦 そんな疲れた体をゆっくり休める場所に最適でした♡ 

大成荘☆ ごはんもおいしー！！ おふろも体すべすべ♡ とってもすてきな大成荘

♡ 我が家の子ども達は 7時にぐっすり♡ 楽しめて 休める場所♡ また来年…い

や！夏に来るゾー！！ 大満足な 1日でした！！ 明日は八ヶ岳のアウトレットへ

go(^-^) たのしい思い出をありがとうございました。 

４０． 2017 1/28 私は、この大成荘に泊まるのがもう７～８回目になるのですが、ここは

家から近く気軽に来ることができ、食事がおいしいので、すごく毎回楽しみにしていま

す。ここには、小五の時の春にも 1回きており、クラスの人達も楽しく小五の初めをむ

かえることができ、本当に良かったです。①お風呂②食事③星座（天気のいい日）こ
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の 3つは、私が毎回楽しみにしていることです。 食事はいつもごうかで、食べきれな

いぐらいです。残したくないのですが、毎回お腹いっぱいになってしまい残してしま

い申し訳ないです💦 この頃、テレビで「テーブルの上にある菓子は、お風呂に空腹

で入ると糖分がなくなり、具合が悪くなる（？）ので、それを防ぐためにある」と、言って

いて、スタッフの方々はそのような事も気にかけてくださっているんだなと知り、びっく

りしました。今度もまた大成荘に来たいです。 

４１． ２０１７．１．２９(日)～３０(月)  ９１歳の父の誕生祝いに利用させていただきました。

新たに導入されたジェットバスいいですねぇ。お湯の温度が絶妙でいつまででも浸っ

ていられるような心地よさでした。冷え性の私達ながら、心身共にゆったりできたお陰

で、あがった後もずっとポカポカでした。夜から降り出した雪を見ながらの温泉・・・。

贅沢なひと時を満喫させていただきました。そして、毎回感激するのは食事のおいし

いこと！！スタッフの皆さんの感じの良さ！！本当に素晴らしいと思います。帰る時

に“また来たいな”と、必ず思う場所のひとつです。ありがとうございました。そして、ま

た利用させていただきます。 

４２． ２０１７年平成２９年１月３０日(月) 今度、娘の厚意により、この施設に９１才の私を

招待していただきました。大変環境も良く心から安まる保養所で嬉しく想います。食

事も大変美味で本当に感謝にお礼申し上げます。機会があれば又お世話になりた

いと想います。その節はよろしくお願い申し上げます。 

４３． ２０１７年１月２９日～３０日(月)  この度は、父の９１歳のお誕生日の御祝いに姉夫

婦、姪、５名でお世話になりました。始め、こちらでは雪が降っている様子だとお話

だったので、電車旅になる予定でしたが…。義兄がこちらに確認の連絡を入れて下

さったお陰様で、車でも大丈夫です！というお話でしたので、義兄、姪が交互に運転

してくれまして、こちらに伺う事が出来ました。2人には安全運転で無事に八ヶ岳に 

連れて来て頂き本当に感謝です。有難うございました。連れて来て頂かなければ大成

荘さんに出逢う事もなかった！！モダンな館内と…。私がとても感動したのは、スタッ

フの方々のステキな笑顔と対応です。そして…イチオシはお食事が豪華で大変美味

しかった事。大、大、大満足でした。お風呂も丁度良いお湯加減で、いついつまでも、

ずぅーっと入っていたい心地よいお風呂でした。ジェットバスもとても気もち良くて、窓

から見える雪景色に身も心もキレイに洗われました。嫁いでから初めて父娘で一緒に

寝て、お布団に入りながら「しりとり」遊びを楽しみました。親孝行の真似事、旅行でし
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たが、大成荘さんで迎えられて、本当に本当に善かったです。この 2日間が父娘 

で過ごす大切な時間でした。大成荘さんの皆様へ心より感謝申し上げます。2日間お

世話になり有難うございました。 

４４． たのしかったです。スキーにいきました。 

４５． H29.1.28.29  1/28(土)１５：００チェックイン🚙私は日野市から家族 4人（夫・私・

息子 2人）で、12年ぶりに遊びに来ました。犬（ビーグル）は、ホテルにお泊りです。

長男が 5歳の頃、初めて大成荘に来て食事のおいしさと職員の方が皆様やさしく、

今回スキーをしてからおじゃましました。子供が小さい頃は、食事が夫婦ともゆっくり

できずバタバタの毎日でしたが、高校生、中学生となり、改めて普段話せない会話も

すてきな食堂で話せました。又、兄弟そろって仲良くお風呂に入って来たようすをみ

て、あ～子供達も成長したなあと実感！夫婦共、フルタイムで働き、子供にかまって

あげられない日々ですが、今日のこの日はとても楽しく過ごせます。 

４６． ２０１７ 1/7 あす帰る。旅、早い。1泊 2日短い。 1/8 レンタカーのきんえんきつ

い。八王子～東京～高崎～横川～軽井沢～小諸～清里のルートを鉄道で来たかっ

た。 

４７． 1/7～8 １ぱく 2日でとまりました。たびはや！2泊 3日がよかったのに。  １/８ 

レンタカーのきんえんはやっぱきつい。レストランのごはんおいしかったです。たいせ

いそうのおふろはきもちいな♡ これからもよろしく！！毎としきています。かえりたくな

い。 

４８． ２０１７ ２/３  今日は東京都日野市から２時間３０分くらいできました！！今日は小

海リエックススキーバレーに行きました。お正月来たときよりも、とても上手になった。

イエーイ だけど１回転んじゃった～～(+_+) だけどすごく楽しかったよ～。大成荘

またくるぞ～～！ 

４９． ２．１１～１２ スキーへ行きました。車山と小海で白銀のゲレンデをすべり、とてもき

もちいい！！大成荘はごはんが上手（美味）い！おふろ広い！サービス Good！サ

イコー(^-^) 

５０． 昨夜の宿泊客 私一人とのこと。全館貸切状態でした。たった一人の為に職員の

方々にはいろいろ申し訳なく、大変ありがたく思いました。初詣ツアーで隣席になっ

た方からこちらのことを伺い、是非訪ねてみたいと思っていましたが、本当に素敵な

「所」「人」で、勧めて下さった方に感謝です。私も帰ったら周りの人にお勧めします。
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ありがとうございました。（N・M様） 

５１． ２０１７年 ２/１１ もうすぐバレンタイン♡ 昨年は大成荘でみんなにチョコをくばった

よ！おととしは修学旅行で来たよ！！いつきても楽しいですっっ！2日れんぞくでス

キーにいくよ。たのしみ！ 

５２． ２/１１（土）ゆきだるまのゆきちゃんと、ゆきのすべりだいをつくって、たのしかった。 


