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平成２９年８月～２９年１１月 

    （順不同。用字については原文のままとしました。） 

１、2017.9.10～11 日 私はこの施設が出来たばかりの

昭和 41 年に 19 才の時でしたが、初めて来ました。友人

3 人と 4 人で。その時は食堂はなく自炊でしたね。清里

駅からはじゃり道を歩いて（多分 50 分位だった？）やっ

てきました。清里駅も小さな田舎の駅でした。あちこち

出かけて楽しい思い出が出来、若い日のなつかしい日々

でした。そして今回、妹、弟夫婦と 4 人で 50 年ぶり来て、

立派な建物、美味しい食事に驚き、かつ感動しました。

この様な施設を長い間維持している市にも感謝です。次回はこんなに長いこと間を

あけずに又来たいと思います。  Ｙ.Ｕ  

２、初めて大成荘に行きました！天気が悪く星はあまり見えなかったけれど、バドミン

トンや、卓球がたくさんできてたのしかったです。夕食はすごくごうかで朝もバイ

キングになっていて、すごくおいしかったです！スクランブルエッグとクロワッサ

ンが特においしかったです！  K.M(中学生) ありがとうございました！ 

3.  8/11(金) 今日はたきゅうとバドミントンをしました。たくさんうちかえせてと

てもうれしかったです。おふろのけしきはとてもきれいだったです。またきます。 

4.  8.11 金 山の日 今日はシャトレーゼ工場や「ROCK」まきば牧場などに行っ

た。山梨県に着くまでは、50 ㎞の渋滞に合い別のルートを探して、探して、山梨県

に行けた。シャトレーゼ工場では工場内を見学し見学が終わったらアイスを食べた。

無料だから８コ食べようと思ったけれど３こしか食べられなかった・・・！ 次に

サンメドウズ清里に行った。リフトや物作り体験を目的に行ったが今日は山に霧が

かかっていてリフトに乗っても霧でなにも見えないと思いリフトには乗らなかった。

物作りですがオルゴール作りの体験をした。お昼になったので、萌木の村にある

「ROCK」という喫茶店に行った。とても人気らしいので行ってみたら列ができて

いておどろいた。５分くらいたって、中に入ると、とてもきれいな内装だった。

ビーフカレーをたのんでたべた。BIG サイズは１人で食べきれないほどのおおさ
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だった。2 つたのんで家族４人で食べた。お店はビールもたくさんあって、1500 円

ぐらいで多くの味を飲み比べできるみたい！次にまきば牧場へ行った。原っぱに牛

やヤギがいて、背中をなでてみた。牛の毛はモフモフしていた、ヤギの毛は少しツ

ンツンしていた。羊もヤギもひたすら草を食べていてお店をこわさないか心配だっ

た。やっと大成荘に着いた。つかれた体をお風呂や夜食でいやした。明日も楽しも

う！！ 

5.  8 月 9 日～8 月 10 日 1 泊 今日はカヤックにいきました。ガイドさんのお話や

注意じこうを教えてもらったら、じょうずにできました。ちんぼつはしてなくてよ

かったです。でも、すごくじょうずになってガイドさんにほめられました。 

6.  8/14 日野市から来ました。夕ご飯も朝ご飯もとってもおいしかったです♪卓球

もバドもできたし大満足です！でも 1 つだけ残念なことが…… なんと、なんと朝

ご飯にパイナップルがない！？ということ…..。けっこうパイナップル楽しみだっ

たんだけどね。今度はあると良いな！待ってます！  ｂｙミニオン好き 

7.  日野から来ました！朝ごはんも夕ごはんもとってもおいしかったです♪卓きゅう

もオセロもバドミントンも、できたのでよかったです！また、来たいです。ミニオ

ンのボブ好き💛 スタッフの方々のおもてなしがとてもステキです♡笑顔・あいさ

つ共に最高！！ 星 3 つ ☆☆☆ 

8.  8/9 水 2017 今日、この日野たいせいそうにきました。（5.6 回ぐらいきた？）

（ひのしみんです）きのうは立川のさんそうにいった。水あそびもしたし、みちの

えき白州にもいった！台風のあとだったからよかった！たべ物もいっぱいたべたぞ。 

9.  大成荘とても楽しかったです。くもりで星は見えなかったけど、バドミントン、

将棋をしたりトランプで遊びました。大成荘、きれいでいいですね落ち着きます。

また来ます。 ありがとうございました ☺ 

10.  2017.9.26・27 泊 はじめて利用させていただきました。食事がとても良かった

です。職員の方もとても親切にしていただきました。又利用したいです。 

11.  ご飯美味しかったなり！！サンキューなり！！2071 年 10 月某日 ぽん太より 

12.  2017.10.7～8 泊 いつも、ここ最近キャンプが多かったので、大成荘の一般棟

を予約しました。スキーシーズンで泊まった事がありましたが、10 月は初めてです。

夕食もおいしいし、お風呂も広いし、とてもゆっくりできました。サンメドウズの

リフトに乗って頂上までいきました。紅葉もはじまったところでとてもきれいでし
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た。また、スキーシーズンに利用したいです。 日野市、在住 

13. 2017－10－16 東京を出る時から今午後 10 時、瞬時も雨はやまず。スケッチの

旅に来ましたが、どこへも出られず、この 1FL で色付いた木々を描きました。残念

至極、明日はもう少し天気よさそう。何せ 12 月並の寒さの由。湯につかって寝ま

しょう。 

14. H,29.10.26~27(2 泊) (市外から利用) 父、息子と 3 人でお世話になります。お

夕飯は、ボリュウームもあり、とてもおいしくいただきました♪ 早速部屋にもど

ると、カメ虫がいたので・・・・！ 問い合わせたらすぐに対応してくださいまし

た。どうもありがとうございます！ 今日は旅の疲れで少し早く休み、明日は散歩

でもしてみよう…… 秋晴れが続きそうで良かったです。朝食は、ごはん or パンと

バイキング・スタイル、サイドメニューもフルーツの種類も沢山♪ ☆静かで、ス

テキな施設(特に食堂広々と) ☆食事も沢山、おいしかった！ ☆スタッフの方々

も親切で、丁寧でした。 ただ車で利用しなければ、むずかしいです。 今回は

スーパーあずさ→小海線で利用し、清里駅に(タクシーがなく)迎えに来ていただき、

助かりましたので、2 日間、お世話になりました。 

15. ハロー 東光寺小のよしゅうとしてとまりました。東光寺小では 5 年生になった

ら大せいそうにとまります。またらいねんの 5 月におあいしましょう！29 ねん 9

月 23 日 土 7 じ 55 分におかきしました！ 

16. 2017 8.30 みずあそびが１ばんたのしかった 

17. 2017.8.30 水あすびが１番楽しかった！ シャー(ガンダム)の水てっぽうとたて

とけんであそんだ。 サイコー 

18. 9/27 市の宿泊施設だからとあまり期待しないで来たら、お部屋の調度品は味が

あっていいし食事はとってもおいしいし、とても満足でした。全スタッフのみなさ

ま、ありがとうございました。友の会に入って、また来ます。満天の星空を期待し

ていましたが、曇天(泣)しかしながら料理はシェフ殿が、がんばって作ってます。

美味しかったです。 また、来ます。 

19. H29.929 飯盛山に（1643m）中学の友４人と登って来ました。シシ岩より平沢山、

飯盛山、帰りは平沢経由で行って来ました。途中の紅葉が少々、花、のぎ菊、りん

どう、とりかぶと、アザミ、ホタルブクロがきれいだった、行者ニンニクのピンク

の花の色がきれい。大成荘に着いて山の思い出を話しながら楽しい話らいをしまし
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た。 

20. ７月３０日―３１日 前日に蓼科の女神湖に宿泊をしたので、長野県の方から

やって来ました。今回の休日は、雨やくもりが多かったのですが涼しくて過ごしや

すいのでよかったと思います。高原の空気はキレイで涼しいので車の窓は開けて走

ります。(エアコンいらずです) 山道をのんびりとドライブするのはいいものだ

なぁと思いました。清里に近い須玉町と高根町は父母の故郷で幼い頃から訪ねた、

なつかしい土地です。１００才まで生きた祖母が作った野菜や小梅漬などは、いつ

までも心に残るものです。夕顔（ゆうがお）という、冬瓜に似た野菜は、巨大でと

まどいますが冬瓜のようにひき肉やコマ肉と煮て、かたくり粉でとじると、とろり

とあっという間に食べてしまいます。かぼちゃも煮物や「ほうとう」に入れるとお

いしいです。モロッコインゲンは、「ささげ」と呼ばれていました。夏野菜、何で

もおいしいので、ぜひたべてみて下さい。 

21. ２０１７．８/１８から８/１９ 今日は、アウトレットに行きました。いろんなお

店があって楽しかったです！また、今日は大成荘にこれてサイコー！ごはんも、た

くさんあっておいしかったです！おふろも、すごくきもちよかったです。８/２０

黒部ダムすごく楽しかったです！いきおいがあってすごかったです。 

22. 2017.9.1 今年も清里－大成荘に無事来れました。いつも通り食事もおいしく大

満足です。母は最後のデザートはババロアよりもゼリーの方が「さっぱりして良い」

と言ってました。私はマロンのババロアも秋らしくおいしかったです。 

23.  2017.1014(土)～15(日) 結婚して日野市民になってから、ずっと来てみたかった大成荘。 

今回初めて夫婦で来ました！！ まず外観がステキ♪そして夜ごはんのボリュウームとおい

しさに感動！完食しました！お風呂もきれいで広くて。朝ごはんもホテルのようなバイキング

で。大大大満足でした。久しぶりに卓球とバドミントンもできて楽しかったです。本当にお世

話になりました！！こんな素敵な大成荘があるなんて、日野市民で良かったなぁーと思いま

した。また近々、必ず来ます！！ありがとうございました。 

24.  初めて来た大成荘、どんなところだろうと思っていましたが、来てみてビック

リ！！いいホテルじゃないか！他の市に住んでいたときに、そこの保養所を利用し

たことがありましたが、合宿所の(留置所？)のような場所で暗いし、お皿はプラス

ティックだし、お風呂はせまいしと、ここも同じような感じかな？と思っていたの

で、いい意味で裏切られました。ごはんも美味しかったし、毎年きたいなと思わせ
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てくれて久しぶりのいい宿泊になりました。今日は上田城、大好きな真田の里を見

に行ってきます。ありがとうございました。 

25.  8 月 18 日 今日は 1 日目の旅行です☆彡 アウトレットでお買い物をしました。夜は卓

球をして楽しく過ごしました♡～ 8 月 19 日 今日、午前から黒部ダムへ行きました~~ 一

日中放水されていて、なんと 4 つのにじも見ることができました♪∼ 一日目でやった卓球を

やりました、楽しかった！ 8 月 20 日 ついに 3 日目、最後の日です。お買いもの、夕ごは

ん、卓球、楽しみにしていたのにすぐに終わってしまって残念です、また来年も来たいと思

います。 

26.  2017.10.7 初めてお世話になりました。両親は何度か来ているようでした。一緒に来れて

よかったです。ご飯もとてもおいしく、お部屋もきれいでとても満足しています。私の住んで

いる横浜市にはこんないい施設はありません。両親も少しずつ歳をとり、旅行に行けるのも

貴重になってきました。この辺りに詳しい父が明日のルートを得意気に話しをしていました。

明日はそのルートで楽しんでこようと思います。ありがとうございました。 

27.  2017.10.9 (日野市民) 従業員の対応も適切でとても楽しい一夜を過ごすことができてう

れしく思っています。特に料理は夜、朝とも満足でした。VERY GOOD！！ありがとうござい

ました。 

28.  初めてお世話になりました。お料理も館内もとてもすばらしく満足しています。またぜひ、

おじゃまさせて頂きたいと思います。両親と一緒でしたが、親孝行できたと思っております。

Ⓚ 

29.  2017.9.10 皆様、ごはんの事かいてありますが、ボリュウームも味も間違いありませんでし

た。スタッフの方も笑顔で対応して頂く事が多くとても好印象です。朝、早起きしたら裏の森

で鹿を見つけました。涼しく、空気も美味しく充実した旅になりました。是非又来たいと思う

経験が出来ました。 日野市在住 36歳男 37歳女 8歳男 1歳男 

30.  2017.10.10（火） K.S‘ お世話になりました。従業員さんの接客、お食事、お風呂と全て

において満足いく対応していただき、今回も気持ちの良い旅となりました。今回は天候にも

恵まれ最高の景色を見ることが出来ました。これから清里テラスに向います。では、この辺

で・・・ 

・・・・ありがとうございました。  

31.  2017.10/16～10/18 (２泊３日) 15～１６年ぶりに大成荘、さんに」お世話になりました。

子ども達が小さい頃は何回かスキーでお世話になりましたが子ども達(二人)も成人し、今回
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久々に夫と二人で来館しました。あの頃にタイムスリップした感じで本当になつかしくて暖か

い気持ちになりました！！ おいしい食事やきれいな部屋、設備などあの頃と全く変わらず

感激しました。今回はあいにくの雨降りで、美しい山々はみられず残念でしたが、紅葉ドラ

イブを（白樺湖～たてしな～霧ヶ峰～美ヶ原の方まで足を伸ばしてきました）楽しんできまし

た。平山郁夫シルクロード美術館も中々よくて感動！！人が少ないのがとてもいいです

ネェ。また、気候のよい季節に出かけてきたいとおもいます。今度はハイキングや山登りに

是非来ようと思っています。スタッフの皆様楽しい心に残る２泊３日間でした。ありがとうござ

いました。  

日野市在住、 Ｋ・Ｓ 

32.  8/11(金) 昨日からここにとまって、今日帰る予定です。8/10(木)5：10 ごろここに来て、母

と卓球、オセロをやった。夜ごはんがおいしかったです。最高でした！ 

33.  10/21 １泊２日で大成荘にきています。ここでやる卓球はとても楽しいし、ここのご飯もと

てもおいしかったです。また大成荘に来たいです！卓球がかなり上達しました。 

34.  Ｈ29 ８月１５日１年ぶりの大成荘です。大成荘の料理はおいしくて、おふろはきもちいい

です。１泊ですがとても楽しいです。今日は花火もする予定です。雨があがってくれればう

れしいですね。今日はよろしくおねがいします。チョコレートパズルむずかしいです。！！ 

35.  2017・8・28～30 １年ぶりの大成荘です。娘は移動教室以来の３か月ぶりでした。今回

は天候に恵まれ、１日目は清泉寮でソフトクリームを食べ原っぱで子供達はゴロゴロと転が

りとても楽しく過ごしました。２日目はシャトレーゼとべるがで川遊び！大成荘は毎回食事が

美味しく、それと同時にスタッフの方々もとても優しい方ばかりで毎回来る度にまた来たいと

思わせくれます。また来年も来ます！！３日目はぶどう狩りをして帰ります。大成荘のスタッ

フの皆様、大変お世話になりました！！ ありがとう 大成荘！！ また来るよ！てらちゃん

ファミリーより 

36.  2017・9・19 ９年ぶりの大成荘でした。友達は初めての利用でした。１日目は釜めしレスト

ランまこと（超おススメ！！ 萌木の村の通りにあります）でおいしい野菜釜めし食べ、清泉

寮に行き、ソフトクリームをたべ、散策しました。清泉寮には毎年来ていますが、森の中を探

検できるのははじめて知りました。楽しかったです。 今日は清泉寮のやまねミュージアムに

行き、サンメドウーズ清里でリフトに乗って山頂の眺めを楽しんだら、滝沢牧場で動物とふ

れあい、帰ります。あ、ソフトクリームもたべます。 ソフトクリーム最高！！ 大成荘は洗練さ

れた山小屋ホテルのような雰囲気がとてもよかったです。毎季節、訪れたいなと思いまし
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た！！ありがとうございました。☺ 屋上の星空ひろばからの星は沢山でとてもキレイでし

た！料理もおいしくてうれしかったです！ 

37.  スタッフの方々のおもてなしが、とてもステキです♡ 笑顔、あいさつ共に最高！！ 星 ３

つです。 ☆ ☆ ☆ 

38.  ８月 22～２４日 日野から来ました。清里ハイランドパークでリフトに乗りました。リフトから

見た景色はとってもきれい。最高でした。富士山がみえました。清泉りょうにも行きました。ソ

フトクリームは、とってもおいしかったです。牛はみれなかったけど😢とっても広かったです。

☺ごはんがおいしかったです。いごこちも良かったです。 またぜひ行きたいです。 

39.  今あさ、かがくかんにいってから、大せいそうに行きました。夕ごはんがおいしかったです。 

夕ごはん、おいしかった。 

40.  8 月１２日（土） 午前 4：40 出発～休みも入れつつ～パラダとうちゃく（リフト、スライダー、 

チューヒングで遊んだ。）たきざわぼく場 父、姉 プリン 母、弟 ソフトクリームを食べた。

大せいそうとうちゃく 3：35 ふろ ２日目パターゴルフに行った。 お昼はラーメンせーせ

んりょうでもサイグー 

41.  ２０１７年 ８月２４日（木） ５年ぶりの大成荘！！なつかしく感じました。部活の合宿で来

ましたが、とても楽しかったです。屋上で天体観測をしましたが星がとてもきれいで感動しま

した。また機会があれば来たい思います。 ありがとうございました！！ 

42.  2017/9/30（土） 八ヶ岳メディオフォンド🚲に来ました。小学校の修学旅行ぶりでしたが、

変わらずキレイな建物で驚きました。ごはんもおいしかったです。また利用したいです！ス

タッフさんのご丁寧な対応にいろいろと助かりました！また来年も来たいです！！ 

43.  １０月７日 くもりのち雨 きょうは、美しの森にはいきんぐに行きました。美し森で急なさか

や急なかいだんなどありました。でもそれをのぼりソフトクリームをたべたのでのぼったかい

がありました！ また、あしたはほんかくてきな山でーす！よるごはんもおいしかったです。

がんばるぞ～！ お～！ 

44.  2017.8 月１０日 ２１２号室 夏休みに来ました。バーベキュー楽しかったです。ちなみに

卓球部です。 

45.  ８月１１日（金） ひさしぶりの夏のたいせいそう！さいしょは森の中から行きました。きのこ

やはっぱ、しぜんのものがたくさんありました、そして、たっきゅうをしました。すごくたのし

かった。    たいせいそうありがとう 

46.  ８月 22～２４日 部活の合宿で来ました！！ 演劇部です！ ごはんおいしかった。 舌
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が治ったらスグ来ます。せつびもしっかりでとても有意義なものになりました。ありがとうござ

います。 日野高校映画☆ 演劇部 

47.  10/8 大成荘には毎年来てますが今回はどこにも行かず宿題をしていました、、、。でも 

家族のほうは、めしもり山（？）という所に登ったらしいです。大成荘では昼も頼めば出してく

れるので便利ですよ♪きのこクリームスパゲティおいしかったです。夕飯に負けずおとらず

のボリュウームでした。おふろに何回も入ったり、バドミントンしたり漫画をよんだりととても楽

しめました。ちなみにせいせんりょうのソフトクリームは食べました。すっごい行列です

ね、、、。さすがです。昇仙峡にも行きに寄りました。紅葉はまだでしたがとても美しかったで

す。石を扱う店が多くて行く先々の店でローズクオーツやヒスイがおいてありました．ロープ

ウェイもあるので紅葉の時季にのりたいと思います。今は受験をひかえているので大変です

が、来年受かったらすきーをしに来たい・・・です。来年のため頑張ります。 211、のぎく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

48．  2017．10.30（月）～１１．１（水） 台風 22号一過秋晴れ。 

49．  2017 年 11 月 5 日 初めて利用させて頂きました。すばらしい所なので又来たいと思

います。心のこもった食事も思い出の一つになりました。ありがとうございました。 

50．  2017 年 11 月 13 日（月） 男性二人で利用させて頂きました。私は 2 年ぶりで 3 回

目。紅葉は 10 月半ばに終わってしまったそうです。大相撲の真っ最中です。夕食の

ビールはおいしかったネ。朝食はゴーカ。おいしかった。この食堂ホールはすばらしい
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建築で、ダンスホールにもなりますネ。27 年経っているとか、いつまでも大成荘が存在

したくさんの方々が利用されたらいいですネ。2017．11.14  日野市民の S.O 従業

員の皆さんの笑顔がとてもよかった。ありがとう！！ 

５1．  ２０１７．１１．４～5 ごはんもとてもおいしかったし、とても楽しかったです。またぜひ来

たいです。ありがとうございました。 

５2． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５3．  ２０１７ ９/１０ 旭が丘小学校 3 年 たいせいそうのいいところ 1．温泉のおゆがちょうど

いい。 ２．朝食のバイキングがおいしい。（夕食も） ３．部屋がきれい。 ４．部屋が広い。 

ほかにもいろいろ…。 とにかく楽しかったです。 

５4．  朝…非常に寒いです。ベランダに出たら本当にまだ夏休みかっ？！っておどろくぐらい

で、半そでだとずっといるのが（外に）なかなかできません。今日はあいにくの小雨で

す・・・。でも、朝食をすませ帰って来たらやんでいました。＜大成荘のみなさんへ＞朝食、
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夕食、とてもおいしかったです。ごちそうさまでした！！ありがとうございました！大成荘

に泊めさせていただいて、ありがとうございました。来年、中学校でいそがしいかもしれま

せんが、これたらぜひ、大成荘に泊まりたいです。1泊 2日ありがとうございました!！! 

55．  ２０１７．１０．３１ お風呂も食事もよかったです。星空が見れないのが残念です。食後の

デザートアップルパイ、チョー美味しかった。 

56．  毎年、毎年、大成荘に来て もう２０数年。食事もおいしいし、空気のよさ、いろいろすば

らしいことばかりです。主人も鳥肉が苦手なのですが、大成荘の夕食のものは、なんでも

食べてしまいます。それほど、おいしい食事で、毎回楽しみです。また、来年も来たいと

思います。 P.S きのう、岡谷の方に行きましたが、うなぎがとてもおいしかったです。来年

も来て食べたいなあ～。 

57．  今年になって初めて行きました。去年はたくさん行きましたが、今年は台風の影響であま

り行けませんでした…。そして、今年になって初めての一般棟の所に泊まりました。テレビ

があったのでうれしかったです。あと、友達にも会うことができました。うれしかったです。

また今度、泊まれる機会があったらたのしみにしています。ありがとう大成荘！いいね。ア

イス食べたかったなあ…。 

58．  １１/４（土） 大成荘最高⤴⤴大すき 自然が１番ですなあ♡ 楽しすぎる(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡

４泊５日したい。 

59．   ２０１７．１１．３ 玄関を入ってすぐ、しかのお出迎えです。かわいい～～！（お食事も）

夕飯も朝ごはんもおいしい！！ヨーグルトも是非食べて下さい。天気が良くて、朝焼けが

すばらしくきれい。お食事、接客、気持ちのよい時間を持てました。感謝！！ 

60．  ２９．１１．３ 晴れ すごく良い天気！！☼ また泊まりに来ます。楽しかったです。 

６１．  H29.11.4 ☼ ちょっと寒い。ごはん超おいしかった！！食べきれない程の夕食とおいし

い朝ごはん。感じの良いスタッフの方達。感謝々です。気持ち良くすごせました。 

６2．  ２０１７．１１．５～７ ７８才夫婦 体調の関係で数年ぶりの大成荘です。これまで数えき

れない程、お世話になり楽しませて頂きました。 大成荘を拠点に善光寺、そして軽井沢、

それから安曇野と沢山の所を季節を変え周り楽しい思い出がいっぱいです。 又来ます。

これからは近場での楽しみですが…。よろしくお願い致します。従業員の皆様、お世話に

なりありがとうございました。安全運転で帰ります！！  

 

 


