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平成２９年２月～２９年５月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

１．  大成荘さんへ いつもありがとうございます。なるべくきま

す。3月 27日はとても楽しかったです。またきたいです。へ

やもとてもきれいでした。 

２． 大成荘に来るのはこれで 4回目です。今年来てみて改めて

いい所だなと思いました。1 日目はスキーへ行きました。ここ

の近くのスキー場へ行くのは初めてで、とても大きいと思い

ました。夜ごはんはとてもおいしかったです。これから朝食を

食べに行きます。とても楽しみです。そのあとまた、スキーへ

行ってきます。大成荘さん、ありがとうございました。おふろ

後のテニスや遊び楽しかったです。 

３．  ３/４ とてもきゅうりがおいしかった。 

４．  ３/２６（日） みんなであそびに来ました。 

５．  ３/１８～３/１９ （1 泊） 家族 5 人できました。毎年来ています！卓球もバドミントンも…。

ぜひ来年もまた、とまりにきたいと思います。ご飯もおいしく、すべて満足です！ズバリ！春

メニューはとっても美味しかったです！味も！見た目も、ボリュームも…。やっぱり言うことな

いですね！最高です！！ぜひ、また食べに来たいですね 

６．  昨年末に来て以来です。毎シーズン来ています。冬はスキーで泊まりに来ますが、いつも

よりリラックスできて、食事も美味しくてゆっくりできて最高です。いつもは一般棟で今日は初

めて団体棟に宿泊です。とても広くて快適です(^-^) もうすぐ夕飯で楽しみです♡♡ 

７．  212 号しつ はじめてともだちといっしょにスキーにいきました。わたしの友だちが男の 2

人いて、はじめてビビッていました。ものすごくたのしかったです。 

８．  四/八 ２：３５PM 213 号室 天気☁ 今日にかぎってなんで雨なのー  家族 4 人で来

ました。はじめて来たから見た目で楽しそー。上から見たけしきがちょーきれいだった。（じ

つは日記は大きらい） 

９．  スノーボードうまくできたー！明日はジャンプにちょう戦！ 
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１０． ３/１２ お父さんときたよ。今年は二人だけだけど、やっぱり楽しいな。 

１１． 2 回目の大成荘はやっぱりサイコーでした。お料理、おふろはもちろん満天の星空も良

かったです。 

１２． ４/２（日） 僕たちは、明星大学のオリエンテーションキャンプに帯同して来ました。4 回目

ですが、初めて夜空が晴れていて星を見ることができて心から満足できました。今日を最後

に、しばらくこの八ヶ岳は来なくなりますが、しばらくして、何かの機会に訪れたいと思いま

す。２０１７．４．２最高の仲間と来れてよかったです。みなさんも楽しんでください。 Have a 

nice trip ♡  とりあえず眠い… 

１３． 2017 年 4 月１・２日 ヒナノ様 きょ年の 5 月に学校の移動教室でこの大成そうに来たの

で、5 月の色々な事を思い出しました。4 月なのに外は雪がつもっていて、とてもさむいけど

今は夕食のりょうりが一番たのしみです。 

１４． （2017 年） ８/２５（土）♪＜4 年生＞ 今日は家族できていて１才のいもうともきています。

少し前にいちごがりに行きました。１才のいもうとは、とてもいちごがすきなので、よろこんで

食べていました。私は日野市から来ていてとてもとおかったけれど、いちごがりをしたりして

少しだけどみじかくかんじました。いもうとはとてもひどくて１才じだから、まだ言葉はつうじな

いと思うけど、とてもいらつきます。（今もやられた( 一一)）私はあらためていもうとがきらいで

す。でも楽しいこともあります。私は９時ごろにたっ球をお父さんとお母さんと、いちおういも

うととしました。私は今日初めてやるのにお父さんにとっくんされて、サーブや打ち方やわざ

ときっちりおしえてもらい、卓球が少し好きになったけど、じついうと、お父さんとやると何回

もれん習させられ、お母さんとやると、打ち方はこうでこうする…というように話がながくて聞

いてられないし、いもうとにはボールひろいをさせられたりしてとてもひどいたっきゅうでした。

「とてもつらい」 

１５．  2017 3.25~26 今日はスキーに行きました。上手にすべれてとてもうれしかったです。と

てもすずしく気持ち良かった。くじも当たってとてもうれしかった。とてもたのしい１日だった。

サイコーな１日でした。明日もスキーに行きます。 

１６．  2017年 ３/２６日 大せいそう楽しかったです！！また来たいです！！ 

１７．  H29.3.27~29 息子の卒園祝いに雪遊びをする為に宿泊しました。姉 2 人は留守番で、

パパ、息子、私で初めてのプチ旅行。今日は清泉寮でソフト食べてきました。外で遊んでい

た息子、転び、頭をぶつけて泣きまくる…（笑）  明日は雪あそびを沢山させたいと思いま

す。次回は夫婦だけでゆっくりしたいです…。（笑）家事をやらなくて済むのは嬉しいですが、
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帰宅したらせんたく物の山が待っています。お世話になりましたー（南平） 

１８．  4 月 2 日～4 月 4 日 ごはんがおいしかったです 2015 年の夏休みから春休みも入れ

て 4回目でした。また、7月、8月に来ます。上野原の 4月から 3年生です。 

１９．  2月 18，19日 今日はサンメドウズスキー場でスキー。明日はいちごがりをします。 

２０．  ３/１１ 古川様 今日は、シャトレーゼのスキー場ですきーをしました。明日もスキーに行

きます！全部、楽しかったです。また、大成そうに行きたいです(^^♪ 

２１．  初めて来ました。お料理もおいしく、楽しかったです。また来たいです。 

２２．  大成荘 しらかば１０３ 平山小 小 1 はつの大成荘の思いで。 たっきゅうもおもいっ

きりうってよし。キャッチしてとんとんしてごはんもおもいっきりたべてはじめています。大成

荘はすべてがおもいっきりでした。大成荘さいこう。だんたいもするんだ。初めてのホテルが

大成荘の人って、もうしあわせ。 

２３．  3 月 12 日～3 月 13 日 去年やおととしや、その前の年や移動教室やら…。毎年お世

話になってます☆☆ いつもごはんがおいしくて毎年楽しみにしています♡ 今年や来年も

よろしくおねがいします。 Yuri様 

２４．  今日はおとまりにきました。ごはんがたのしみです。 

２５．  ４/２２～４/２３❀ 毎年来させていただいています。 今年は学校での移動教室でも大

成荘さんにとまらせてもらいます。５/８が楽しみです。 そして今日はバドミントンをしたり、

ふとんもふかふかでとてもじゅうじつした１日をすごせました。明日は５：００に起きて散歩に

いってきます。せいせんりょうのソフトクリームも食べたいです。 

２６．  ありがとうございました！ 

２７．  2017 3/4 （土） 小学 6 年生の仲良し女子 3 人組とその家族、両親＋下の子（小 2

男子、小 1 女子、年長女子）でおじゃましました。1 年生の時、みんなおちびちゃんだった

のに…（今もおちびではありますが…）すっかり成長して、なんとか中学生に見えるかなあ…

というかんじ。まあ小 6×３＋α（3 人はみんな、だんごになってワイワイ遊んでいますが。な

んだかんだと、よい環境で 6 年間過ごせたことに、そして、最後に大成荘に来られて、日野

市民になって感謝です！ 

２８．  2017.3.20 小学校 5年生と年長さん、そして主人と 4人、初めて大成荘を利用しました。

正直、思っていた以上にキレイで、とてもよくして頂いて感謝です(^^♪ 国立天文台、まき

ば公園、JR 鉄道最高地点、シャトレーゼスキー場、おいしいものも、楽しい事もあり、よかっ

たです。（メインは直売所💦） 子供たちは多目的室での卓球にはまりすぎて困るくらいやり
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ました。すごく楽しかった様です。夜、寒かったけど、まきば公園で見た満天の星には感動

です。長くてキレイな流れ星は何年ぶりか！☆彡 本当にありがとうございました。また、来

たいです。 

２９．  3/29(水) 車山高原スキー場の帰り、すごく良い天気でした。ずーっと昔、大成荘さんへ

来ました。その頃は、夏、どこかの学校のキャンプファイヤーがきこえました。冬はしずかで

す。おふろはあったかくずーっと入れました。スノーアゲインをやりました。おとくでした。で

も 2 回しかのれず、元がとれませんでした。キッズパークのチューブがスゴクたのしかったで

す。すばらしい。大人もちょっとコワイ。ソリも雪なげ機もストライダーもソリ初。また来年も大

成荘へきたいな。夏も涼しそう。 

３０．  4/1 私は小学 5 年生のころに 4 年生の時も二度、学校のイベントで大成荘に来ました。

今回は家族も一緒につれて来たら、母も父も思っていた以上にキレイだったと言っています。

それにカウンターのおじさんがとても優しい人でした。また大成荘に来たいです。 

３１．  4/23 父、母、子二人で大成荘に来ました。ご飯やお風呂にも満足し、とてもゆったりで

きました。又、来たいと思います！上の娘 2 人を部活でおいてけぼりにしちゃったからな～

～💦 今度は一緒に来ましょう！ とってもゆっくりできました。 

３２．  3/4 卓球で楽しく遊べました。道明寺がおいしかった。おすいものもおいしかった。移

動教室で 2年前に来て、今日は友達と来ました。 

３３．  大成荘来た～！久びさに大成荘に来て楽しかった！ 

３４．  2017.4.1 昨夜から雪。サラサラの雪を体験することが出来ました。チェーンを持参して

よかった（ホッ） 春なのに雪とは！山の天気はあなどれないです。毎回来るたびに食堂の

空間が大好きでワクワクします。木材たっぷり使った造りはいやされるのです。 

３５．  たのし～い！ まきば公園、さむかったけど、たのしかった。 

３６．  ２０１７．４．３０ （日） 昨夜は団体棟に一泊させて頂き、今日は一般棟に泊まらせて頂

きます。私達家族は、これで大成荘に来るのは３回目なのですが、今までずっと団体棟の

方に泊まっていました。団体棟は和室が広く、とてものんびりしていました。今日の一般棟

は洗面台、トイレやテレビなど（おかしも）そろっていて、とてもビックリしました。その他にも

℡、湯わかしポットそして布団がとても高い！！とても気持ちがいい。今日は昨日よりもぐっ

すり眠れそうです。２９日は沢山お客さんがいらっしゃってとてもニギヤカでしたが、今日は

けっこう少なく昨日 or 今日の朝と比べれば静かでした。朝のバイキングはスープとパンとサ

ラダがすごく美味しかったです。あと、デザートのフルーツやヨーグルトも・・・。今日の夜は
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昼（夕方）にシャトレーゼの工場に行って、アイスを２つ半食べてしまっていたので、量が沢

山に感じました。中でも美味しかったのは、お刺身とトマト鍋です。トマトの甘みが最高でし

た。明日帰りますが、必ずまた来たいです！！大成荘大好きです。職員の方々もいつも朝

から夜遅くまでありがとうございます。 追伸：卓球とバドミントンをやりました。メチャクチャ楽

しかったです！！ 

３７．  
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３８．  ２０１７．５/1-3 ゴールデンウィークの休暇に宿泊させていただきました。天気がよ

くて、景色が遠くまできれいに見わたせました。木々は徐々に若葉が出てきて、季節

の移ろいを感じます。うつくし森の山頂では、今、みずばしょうが見頃で、とてもきれい

です。宿のベランダでは色々な小鳥のさえずりが聞こえてきます。おいしいお食事と

温かいおもてなしをしていただきまして、ありがとうございました。 

３９．  ２０１７年５月５日（金） 子供の日 キャンプ用のテントを持って、大成荘のキャン

プ場に来ました。テントを張るのは初めてで、時間が１時間以上かかりました。ちゃん

と張り上がり、うれしかったです。思ったより快適な住み心地。 バーベキューでは、も

ちピザ、野菜焼きが上手に出来ました。コーヒーもつくって満足満足。 大成荘のキャ

ンプ場は、今日は４組でスペースは余裕でした。 気持ち良く眠れました。朝方は

色々な鳥の鳴き声で目覚めました。自然が一杯です。朝ごはんを食べている時、近

くの木にキツツキが２匹来て遊んでいました。白地に黒い横じまの小型のキツツキで

した。 ５月の連休に清里に来たのは久しぶりです。心配していたお天気も良く、とて

も気持ち良い“清里ライフ”を送っています。昨日はテントぐらしでした。朝はいろいろ

な鳥の鳴き声を聞いたり、姿を見たり、とてもすがすがしい気持ちになりました。今日

は萌木の村でと～～ってもおいしいパンにめぐり逢うことができてウレシイです。清里

ではやっぱりおいしいアイス、パンなどに出会えて、ステキです！又、夏にも来て、清

里ライフを楽しみたいと思っています。大成荘さん、いつもありがとうございます♡ フ

ロントのマッサージ機械「ま王」はすごい。無重力は気持ちいい。少し強い刺激かも。 

４０．  ２０１７年５月６日（土） スポーツの日 清里の森テニスコートで久し振りのテニスを

しました。上手に出来なかったけど、１時間テニス出来て満足です。二人ともオニュー

のシューズでした。 大成荘で卓球しました。大接戦でした。上達したかな。 清里の

好きな物。アイス・パン・山・空・雲です。けしき最高～～♡ 冬は寒いですよねェ…ト

ホホ。もっと若ければスキーしたのになァ。 いつまでも変わらないでいて下さい。 ワ

ンちゃん達もとってもシアワセそう！ 今日の夕飯も、とてもおいしかったです。おな

かいっぱいです！グラスワインがあるとうれしいです。少しだけワインを飲みたいので

…。夕食、いつも通り大変美味しくボリューム満点でした。たこ好きなので、たこ旨煮

がなかったのは残念。献立にはあったけど。 大成荘とてもいいです。職員の皆さま

ありがとう。 
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４１．  今日は１泊で泊まりに来ました。久しぶりの大成荘です。 

４２．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３．  １０３号天気晴れ よる９時３０分ぐらいにつきました。と中で、しかのむれも見まし

た。あーねむいな。さむいし。 １日目は２１８号でした。２日目にたっきゅうもしたよ。

大せいそうさいこー。またくるぜ！！ ２１８号も１０３号もそれぞれ良かったです！！

ありがとうございました。 

４４．  ５月５日きんようび きょうは、ほてるでいっぱいあそびました。またいきたいです。 

４５．  ５月６日土よう日 晴れ きょうはパターゴルフをしました。おもったよりとんだので、

とてもたのしかったです。 

 

 


