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平成２９年 5 月～２９年 8 月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

１． H29 年 5 月 20 日(土)～5 月 21 日(日) 

妹夫婦に進められ、今回初めて宿泊しまし

た。夕方は、近くを散歩し鳥のさえずりを

聞くこともでき、主人も写真を撮り満足し

たようです。何年間ぶりに卓球をしました。

右手は、手術の影響でふ腫もしており無理

かなとも思いましたが、元通りに動かすこ

ともできなかなかの腕でした。天気にも恵

まれ、 

これから夜空の星を見たいと思い展望台にも行く予定です。たくさんの星がみ  

えますように！   ヒロロンより 

２．  日 日 之 好日 91 才 感謝のみです、ありがとうございました。 

３．  6 月 6 日～8 日 久しぶりに森の緑の中で過ごせ、安らぎました。10 年前迄

は年に 5・6 回お世話になって、清泉寮迄歩けたのに、夫婦共老いてしまい年 2

回になりましたがここに来るとほっとします。お世話になりました。白樺の緑

が美しかった。 

４．  6/11～6/12 学校公開のふりきゅうで来ました。どの食事も最高に美味し

かったです。卓球につい、もえました。卓球を何時間も何時間もやりました。

天体ぼうえんきょうで星座や月をながめたとき、きれいな星がいっぱいあった。

朝に散策をしにいったときも、自然いっぱいで、鳥の鳴き声もたくさんきこえ

ました。 

５．  またきたいです。 

６．  2017 6/10～6/11 一宿 2 日 このやどは、と～っても たのしい～～！

来年のりんかんがっこう楽しみです！たのしくて、ねむれなかったです！(笑

い)218 より 
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７．  6/24～6/25(土)(日) かぞくできました。卓きゅうや、バドミントあそびつ

くしました！おふろはあったかくて、きもちよかったです。♨ あと、まき

ばぼく場に行ったりせいせんりょうでランチしたりしました！（たいせいそ

うの食事はのこしたけど・・・☺）やつがたけ森林ウォークにもそうがん

きょう（かしてもらって）をもっていきました！自ぜんがいっぱいで虫の声、

鳥の鳴き声もしました。こんどは星が見れる時にまた来たいです。｛明日は何

をしようかなー？｝また、ぜったいに来たいです！！ 

８．  平成 29 年 5 月 26 日～28 日の 2 泊 3 日でお世話になりました。利用したい

と計画したときは満室で長年機会がありませんでした。今回初日は雨、清里

は雨雲の中で、また異った風景でした。これも良しと思いました。標高約

1.300ⅿとか。寒かったです。でも清里駅の方、タクシードライバーの方、地

元の方々に接したとき親しみと温もりを感じました。特に日野大成荘におい

ては、料理も美味しく、環境も整備されており、整頓にも気配りがあり、満

足致しました。こちらの皆さんにも、日野市～も感謝しなければと思いまし

た。翌日は素晴らしい良い天気で妹と私（9 月で 90 才）は、萌木の村散策を

日中の 4 時間ゆっくりと巡りベンチで日なたぼっこ！！しながら昼食はピザ

とコーヒーで、これも楽しいひと時でした。命の洗濯が出来た思いで、すべ

てに感謝感謝でした。またお世話になりたいとかんがえた次第です。有難う

ございました。日野市在住 高橋 昭 姉妹 様 

９．  2017、5、27（土） 大成荘はもう何回も泊まっていますが毎回毎回食事が

おいしく何回来てもあきません。今回は、早朝自宅を出て編笠山に夫婦で登

山してきました。ちょうどミツバツツジやタチツボスミレが沢山さいていま

した。久しぶりに 2000ｍ級の山に登ったので少々疲れましたが頂上では権現

岳、赤岳、横岳、阿弥陀岳といった山々も見え富士山も見えました。大成荘

に到着したのが 17：30 で夕食までの 30 分間で忙いでおふろに入りサッパリ

としておいしい夕食を食べおなかいっぱいになったら後は寝るだけです。最

高の贅沢を一年に１回でも味わい楽しめて幸せです。スッタフの皆さんもと

ても感じよくいつもありがとうございます。  

１０．  ２０１７,６,６～７ 久しぶりの大成荘やって来ました！卓球、パズル、あ

りがとうございました。かなり夢中になって遊んでしまいました。子供
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か・・・。笑 横尾山 1,818ｍ（山梨百名山）良かったです～。吐竜の滝良

かったです～。苔むしていて素敵！！今日はサンメドウズに行って来ます。

キッズメドウズから名前変わったんですね～。意外と夏に来るのは初めてか

もしれません。また来ます！！ありがとうございます☆ 

１１．  10、2017、6、17（土）やなぎはらさきかぞくのなまえ やなぎはらなおき、  

やなぎはらめぐみ、やなぎはらしゅん 

１２．  2017、7、8～9 今回 2 回目の大成荘でした。前回来てすごく良かったの

で帰宅してすぐ、今回の予約を取りました！！子供達もとても楽しんでいて

卓球も子供は初めての経験でしたがハマっていました。今回の宿泊もかなり

前からあと何日で大成荘に行けると楽しみにしていました。食事もとても美

味しくて毎回感動です。また何度でも利用したいです。ありがとうございま

した。(‘_’) 

１３．  日野市西平山 2 丁目滝合地区在住者、2017,6,11(日)～12 日(月) 6 月 9 日、

10 日の日野は 30℃を越す夏日で大変暑かったので、下着、上着も薄着で清里

に来たら、大変涼しく、寒い想いをした。こちらへ来る前に、現地の気温を

良く調べてくっぎ良かったと今ごろくやんどっとばい(佐賀弁です)そればって

ん、大成荘周辺の緑いっぱい、夕食のご馳走、スタッフの心はからいに満足

しそれに朝夕のお風呂にたっぷり入り身心ともにリラックスし、暖かくなっ

たとばい今度で 4 回目の大成荘ばってんまた来たかですよ、ほんに良か、身

も心もリフレッシュできたけん、これで日野に帰って、元気で暮らし行くけ

ん皆んな、頑張ろう、大成荘バンザイ～！！そんないば サヨウナラ～ 

１４．  2017/7 がつ 8 にち きょうはおんなのこになりました。やまちゃん、でき

んにしないでください。BBQ で美味しいお肉を食べようと思います。花火も

楽しみです。 

１５．  6/19(月)今日は仕事で来ました。清泉寮行ったら 17：00 までで閉まってた、

ショック死！！道に鹿がおった。スゲ～ 夕食たべた。とても美味しく食べ

すぎた苦し～い 

１６．  2017、7、8(土)日野市ジュニアリーダー講習会 大成荘キャンプ下見先発

隊 参加者：まつじゅん、やまちゃん、あっきー、みつき、けい、AO さん、

しゅん 内容：せいせんりょうソフトクリーム味見、サンメドウズスキー場、
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すいじ場、BBQ、魚焼いた、スペアリブうまかった花火した。「JL2017❀」 

１７．  7 月 16 日、17 日 16 日晴れ！のち通り雨＆虹が出ました！！ 17 日 18℃ 

晴れ！！ 夕食のおかずの品数に驚きました。おいしかったです～。夕食後

義兄の口笛ミニコンサートがあり皆さんと一緒に口笛が聴けましたので嬉し

かったです。皆様、館長さん、ありがとうございました。スタッフの方々の

笑顔での対応にこちらまで笑顔になりました～♡ 

１８． たいせいそうで、卓球やバドミントンをいっぱい借りてとても楽しかったです。たいせい

そうまた来たい！！！たいせいそう バンザーイ！イエーイイエーイイエーイ 

１９． お世話になりました。美味しいご飯もいっぱい食べてこのまま長居したらあっという間に

太っちゃいそう (笑) 昨夜、夕食で出たゴーヤのおかずは特に好きです。父が沖縄の

人で私も子供の頃から食べていますが、我が子達はあまり好んで食べてはくれないの

で大成荘で食べたゴーヤの様に美味しく食べてくれるものを出せる様にしないとな・・。

今回は夏の星空が 10分くらいしか曇りで見れなかったのが残念！！そっれでもその

10分、キレイな星空は日野市で見るその空よりも星の数が何倍も何十倍も多くて、見た

い星座が見つけられない程で、やっぱり毎回感動！！また見に来たい♪意外と！？

日中、日差しは強いけれど、空気は澄んでるし、夜は涼しくて寝苦しい事もなて・・・夏

は毎年来たくなる(笑)とはいえ、今のところ 3月、7月に来たので、他の時期にもまた来

たいです。(笑) 

２０． 7/28～29星空を楽しみに来たのですが直前で急に天気予報が変わり夕方から小

雨・・・あいにくでした。でもそれを穴埋めして余るほどお食事が美味しく、スタッフさん

皆様親切で心満たされました。ありがとうございました。豊田の連日猛暑、酷暑を思うと、

この涼しさ快適すぎて帰りたくなくなります。 

２１． ２０１７年７月２１日たいせいそいでたのしかったことたっきゅうがたのしかった。 

２２． ７月 29～30の思い出 卓球が楽しかった。また来たい！たいせいそうのごはんはとて

もおいしかった(笑) かき氷もとってもおいしかったよ、みんなで楽しく一日すごせました。

ありがとうございました。寛葉より☆ 

２３． 「2017 8がつ 8にち」201 ごはんがとてもおいしかったです。きよさとできのううさぎを

つくりました。かわいくできました。うさぎがかわいいとおもいました。1ねん 2 くみ 

２４． たのしかったよ。だいすき、きよさとまたきたいよ、こんどまたいこうね。たのしい。るんる

るるたのしいなあ、たのしいなあ♡ 



 - 5 - 

２５． ２０１７年７月３１日 楽しいー 

２６． ２０１７年８月 8日 わたしがおもったり、うれしかったり、したことは、とにかく、よるごはん

とあさごはんがおいしかったです。ねるときもよくねれました。たいせいそうにくるときに

ばあばが「ここでおろしたらしかにくわれちゃう」といったらほんとうにしかがあらわれまし

た。 

２７． ２０１７年 7.22.23今回３回目の私は、一番おふろがきもちよかったです。 

２８． わたしデース！ 2017.7  ここはおふろがきもちいい！ 

２９． HELOO！！ ⅠLOVE 大成荘 大成荘大好き Kちゃん（さん）より おすすめスポッ

ト・花のこうえん(ピザ作り)・車で１じかんハイジの村キッズガーデンたのしい！！・南ア

ルプスシャトレーゼ｝見学(雨 OK)・本の家(雨 OK)・まきば公園(アイスおいしい！！)・

たきざわ牧場、そして、何よりも、大成荘のごはんはおいしいよね。たっきゅうも楽しかっ

た！！ラリーつづいた！！雨でざんねん😢―――(笑)！！「学校」で来たいらい 2年

ぶり！！今度、来るとき、あしたは、はれて！！はれて！！HINO（TOKYO） Dai 

３０． 2017.7.25～26 日野市の（文化）保健センターで大成荘の情報を得て夫婦、義姉と３

人で訪れました。予想に反する程、立派な施設でびっくり、又、庭の草取りなど、日野

市のボランティアの皆さんが足を運び、汗を流されていることなど、頭が下がる思いで

す。後期高齢者の私達には食べきれないほどのおいしい料理でした。働いておられる

方達も感じが良く、元気に挨拶をされ迎え送りだしてくださり、又来たいな～と思いまし

た。普段、椅子の生活で畳の上での動作は少し大変でした。 

３１． 2017.７月 27～２８日(金)このホテルごはんがおいしかったです。もって来たぬいぐるみ

ペンギンのギンちゃん、ペンギンのギンちゃん、美し森で食べたソフトクリーム（4 こ食べ

た）牛乳(２はい飲んだ)楽しかった。 

３２． ２０１７年 ７月２９(土)、３０(日) 今日は雨がとても強く大変でした。(笑)☔ ごはん、とても

おいしかったです！！のんびりできました✩✩、また機会があったらぜひ来たいです。

☆彡 2日間本当にありがとうございました。☆彡とても楽しかったです！ 

３３． 8/1～8/3八ヶ岳にやってきました！！今回でなんと 3回目！卓球、バドミントン、オセ

ロ、しょうぎを晴れだろうと雨だろうとやりまくりました。昼食においしい学校に水曜日

行ったが休館😢残念！来年も来たいな～！夏休みに！お世話になりました。ゆっくり

のんびりできました。ありがとうございます！♡ 

３４． 8/6～8/8 三分一湧水に行きました。そばがおいしい。たっきゅうをやったり、トランプ
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であそびました。トランプはババぬきをやりました。たのしかった（笑）ごはんもとてもおい

しかった（笑）。また行きたいな～！！ 

３５． 7/27 yoshida 今回入笠山にお花を見に来ました。昨日は、雨が降ったり止んだり、

帰りも大変な雨でしたが、花がどれもかわいく、もう一度、ゆっくり来たいなと思いました。

思いがけず、大成荘さんに泊まることになったのですが（最初日帰りの予定でした。）

ゆっくりできました。ありがとうございました！！ 

３６． 7/28 ももたのしい、ももたのしい、てるてるりんごちゃん 

３７． 8/4（金）大せいそうにきたとき、楽しそうだと思いました（笑）ドキドキして、入ってみると

「広いっ( ﾟДﾟ)」と思いました。へやは 103のしらかばでした。「しらかば」って「なに？」と

思いました。おふろの場所に行くと「すごーい」と思いました。妹は、水ぶろがなくて悲し

そうでした。いがいにぬるかったです。夜ごはんのとき、ごうかすぎて、びっくりしてしま

いました。すごくおいしかったです。「また行きたいなぁー」と思いました。 

３８． ２０１７年６月 3日 今回、衝動的に清里一人旅を思い立ったのは、萌木の村で開催さ

れるナチュラルガーデンフェア（2017 6/3.4）のチラシを 5月 27日横浜でのポール・ス

ミザー氏講演会場で貰い、大成荘を利用すれば行けると判断したからです。茶目っ気

たっぷり、大らかで子どものような語り口、舌足らずの日本語を駆使しながら、様々なご

自身の設計した庭のスライドを見せ、時間を与えられれば幾らでも喋る事は尽きない素

振りで存分に、庭作りの楽しさを伝えてくれました。「多様性や高低差を考え、多過ぎな

い植物を植える」「野生や生き物たち、自然との共生」「少ない土地でも、土がよければ、

食物はしっかり根を張る強さを持っている」「不要なモノを抜くと意外なこぼれ種が芽吹

く」難しい理屈抜きでラフ・オリジナリティあふれるアイディアが売り。故郷のイギリスから、

2009年に八ヶ岳南麓に移住、デザイナーとして 6年前、萌木の村にもにわを設計。こ

の機会に是非、訪ねてみたいです。（笑） 

GWに開催された、奈良・薬師寺から上京した執事長、加藤朝胤氏の法語。最後に皆

で唱和したのは、彼の恩師である名僧、高田好胤管長の教え、『かたらない、こだわらな

い、とらわれない』すっかりハマり、早速図書館で借りた「今あるものに気づきなさい/加

藤朝胤」が今回の一人旅のお供。日本人の伝統的な、秘めた美しさ、大切にしたいで

す。（※布教ではありません、念のため） 

３９． 2017年 7月 21日 図書コーナーに、寄贈します。 

４０． 2017.07.22（土）「かぞくみんなできてよかったよ たいせいそう♪」かげやまはると 6才 
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４１． 2017.7.22(土)ぼくは、家族で来ました。ここんとこ天気がわるくて外であまりあそべませ

んでしたが室内でたっきゅうやバドミントン、しょうぎ、オセロをまんきつしました。今度き

たときに晴れていたらいいな、また来ます。  かげ山そう太 3年(9才) 

４２． 2017、8月 1日 くまのおにんぎょうをたいせいそうにつれてきました。小くま・ほっぷ

ちゃん、中くま・げんくん、大くま・ごんくん (小 1)かとう まい 7 さい   

４３． 2017 8月 1～8月 3日 8月１日たくさん虫をとりました。楽しかったです。８月２日卓

球をたくさんした。８月３日もっといたかった。 南平小白井(小五)10才 

４４． 2017 8月 1日 アイスクリームのシャトレーゼ工場に行った。無料でアイス 4本以上

食べまくった！くるときに雨がたくさんふっていた！ 

４５． 8/6 ＜久しぶりに大成荘に来た＞すごく楽しみにして来ました。〈ご飯について（大成

荘）〉夕食でおいしかった物・・・オムレツ・いちごプリン？・スープまた、食べたいです。

〈へやや、おふろについて〉へやはすごくいごこちよかったです、過ごしやすかったです。

おふろは水温がちょうどよかったです。きもちよかったです。〈滝沢牧場について〉ソフト

クリームが」すごくおいしかったです。それにたくさんの動物とふれ合えました。トランポ

リンもたのしかったです。それに、バギーも！ぜひのってみてください。トランポリン/400

円（1日中できます） バギー/12才以上（1人でのる）1000円/ファミリー1500円 また

来たいです。 滝沢牧場に  

４６． 7・23（日）今日は 1日目！あしたには出発だぁ～・・・・今日は BBQをする予定だった

（やったけど）雨がふってさむかったンゴけどご飯もおいしかったし、卓球とかトランプと

か面白かった！大成荘 サイコ～！ また来ます💛 

４７． 2017.7.30 今日は 1泊 2日で来ました。1日目はどりゅうのたき＆美し森＆ヤマネ

ミュージアム（ネイチャーセンター）に行きました。明野町でひまわりも見ました。明日は

神社、シャトレーゼ工場に行こうと思います。 楽しみです。 

４８． 2017.7.31 大成荘は１０階以上利用させてもらっています。ほぼ毎年来ているので、中

はほぼ知りつくしています。夕ご飯はおなかいっぱいになるほどたくさんの量でした。朝

食もバイキングという事なのでとても楽しみです。私は６年生で昨年の移動教室で大成

荘にとまりました。７．８人で１部屋でしたがとても広かったので大勢でも全然平気でした。

これから泊まる人も夕食、朝食を楽しみにしていてください。大成荘では無料で、卓球・

バドミントン・しょうぎ・トランプなどをかりられるのでぜひかりてみてください。私は 5回く

らいかりました。今日はハイジの村の近くにある明野町のひまわりをたくさんみてきまし
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た。7月 22日～8月中旬までやっているので見に行って見て下さい。とてもきれいで

す。明日はシャトレーゼ工場、サントリー工場などに行く予定です。シャトレーゼはアイ

スが食べほうだいで～す。明日が楽しみです。 

４９． H29.8月 はな火がとてもたのしかったです。 

５０． 7/26 本庄児玉より神流湖→万葉の里→上野村恐竜センター、恐竜の足跡、スカイブ

リッジ、慰霊の園→124号線ぶどう峠を経て到着、あいにくの雨ではあったが霧雨程度

だったのでまぁ良しとする。ぶどう峠は難所だった、向ま合う車がほとんどなかったので

無事来れた感！ 追伸・・・・・、あぁ恐かったです。ぶどう峠が上野町の「慰霊の園」に

行かれて良かったです。めったに行く機会はないので。（大成荘は数回きていますが・・） 

５１． 8/5.6 5年生の野外学習で長男が今年大成荘を体験してとても良いおもいでだったの

を兄弟に話していた所、1年生の次男が行きたい！とのことでお友達家族でと夏休み

に 1 泊しました。大成荘に来るまでに、ハイジの村へ行き、たくさんアスレチックで遊び、

途中、ひまわり畑を楽しんで大成荘にきました。支配人さんを始め、みなさん対応がと

ても優しくて、子供たちと楽しく過ごすことができました。花火もできて良かったです。団

体棟でもテレビがなくても全然楽しかったです。ごはんもおいしく頂きました。（笑）また、

ぜひ、こちらに遊びに来ます！（笑） 

５２． 7/23（日）214 おみなえし 久しぶりにきて、やっぱりサイコー！ご飯おいしかったし、

卓球、バドミントン、も楽しかった！！朝ご飯のバイキング、オレンジ食べすぎた・・・また、

来ます！ 

５３． 7/28（きん） たかすぎしょうがっこう、やすみでうれしいけど、ともだちとあそべないこと

がさみしいけどこのりょこうでたのしくやっていこうってわくわくしててとってもたのしみに

していた、たっきゅうやそのほかのげーむもたのしんでいきたいなあ。〈いばらぎけん〉

しょうがく 1ねんせいようこうだいしょうがっこう 1ねん 3 くみ 

５４． 8/7 月 久しぶりの大成荘 楽しい！！卓球たくさんします♪来るときいっぱい雨降っ

ててこわかったです。。。 

５５． 2017.7.25 215号 岡山市から山登りに車で来たよ。中 2年の女孫もいっしょに八ヶ岳

赤岳に登り重いリュックをかついでくれたよ。頂上から大成荘がさがせるかと思ったが濃

いガスに包まれまったくどっこも見えなかったよ！大成荘さんに無理を云ってゆうべの

予約受け付けてもらい助かったよ。ゆうべも雨、今朝も白いガスがかかって高原はいつ

もこうなのかなあ。 藤井 陵、 美智子、 ひなた 
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５６． 2017.7.26 212号室 やまゆり 2泊 3日 中野家 いつも、お世話になっています。

最近、来ていなかったので来れて満足しています。スタッフさんの心配りや、ご飯のお

いしさ、外観やなにもかもがすばらしい！！いっそ、ここに住みたいくらいです。何回来

ても、ダメな所がひとつも見つかりません。沢山の自然に囲まれながら、「日野市立八ヶ

岳高原 大成荘」！！として輝いている姿をずーっと見守っていたいです。私にとって、

一番のいやしです！（笑） 

５７． ２０１７．８/４・５ 212号室 1泊 2日 大成荘に来るのが 2回目で 5年生の１学期と今

日来ました。ひさしぶりに来たので、とても満足しています。私は今、５年生です。また、

来れる日があったら来たいと思いました。食事はていねいに作ってくれたので、とても

おいしかったです。大成荘の周りにある自然は豊できれいでした。水の音や、虫の音が

きけて良かったです。夜、手花火ができてとてもいい思い出になりました。本当にありが

とうございました。これからもずっと変わらず気配りやおいしい食事ができる大成荘のま

までいてください。大成荘ありがとう！ 

５８． ７/２２～２３日 さなちゃんせんせい！！ 朝食で出たかき氷とてもおいしかった。 

５９． 毎年いって、毎年とまって、それが一番の楽しみです。卓球も大好きです。たいせいそ

うにいくとだれかしりあいに会うのも（(笑) おんせんも楽しみです！！明日はだれに会

うことか…。 

 


