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平成 30 年 2 月～30 年 5 月 

（順不同。用字については原文のままとしました。） 

1. おはようございます。3 月 18 日ス

キーのかえりにここにきました。よるご

はんがおいしかったです。また、ここに

きたいです。2 日お世わになりました。

やさしい人がいっぱいいていいところだ

なあとおもいました。これからもよろし

くおねがいします。 

2. 今日はスキーをしました♪ 今日晴れ� スキーをたくさんできてよかった♪ 

3. 3 月 18 日(日)今日晴れ�  2018 年 3/17 と 3/18 は卓球がたくさん出来て楽し

かったです♪ 3/17 は 2 時間ぐらいして楽しかったです。また 5 年生でだん

たい棟に泊まりに来ます。（友だちと） ごはんもおいしかったです♪  

RUNA  

4. 4 年生になったら学校の卓球クラブにはいります。またここに来たいです。 

5. 晴れときどきくもり３月 24 日(土)今日、ソリをしました。きょうそうがいっ

ぱいできてよかったです。また、やりたいです。たっ球もたのしかったです。 

ｋｏｙｏｍｉ 

6. サンメドウーズ清里にてスノーゲレンデでソリあそびができました。4/8(日)

までスキー場があいているようです。雪の遊びがまだできてよかったです。

太陽はまぶしかったです。 もとやす 

7. 2018.3/9 冬 大成そう サイコー またくるぞ～！ 名前ごくう 

8. 9 才の女の子 わたしはたいせいそうにきています。やっぱり一番はたっ

きゅうです。またかならずきます。おいしかったごはんはもうさいこうまた

たべる、今は雨だけどまたくるときははれがいいなー 

9. きょうもたいせいそうにきました。すきーわ、いいな～ 

10.  
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11. 2018.4.14.PM8:00 老人会 4 人組参上 PM7 時に寝入る人、日野でも寝れて

るのに大成荘でも寝ています。なんなんだろうね！！寝るのがもったいない

なんて思った 20 代、30 代 今は皆寝ています。早く起きて下さい。人生は

これからです。もう一度、皆様に元気を！！ 

12. 2018.2.22 またきました！卓球ができてよかったー！ ありがとうございま

した。 またきます。 

13. 2018.2/24(土) 日野四小 5 年  シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳に行き

ました。ココにスキーの後にとまりました。去年（2017 年）の 5 月に移動教

室のために来ました。「室長は大変だったな」「キャンプファイヤー楽しかっ

たな」など移動教室での時間を素敵な思い出を思い出しながら、今回の大成

荘での時間を過ごしました。「また次もきたいな・・・」と思いました。ごは

んもとてもおいしくいただきました。外では野生のシカがいてびっくり！！

しました。 

14. 4 月 28 日～29 日 大成荘とってもたのしかったです。1 泊 2 日たのしかった

～。バドミントン・トランプ・オセロとってもたのしかったです。 

15. 4/29～4/30 放流たったの 2 時間で 19 匹釣れました！朝 10 時ぐらいまでは

ピーク！みなさんも、お早めに！（その後はほぼ釣れません） 

16. 2018.3.10 今日で東日本大震災から 7 年が経ちました。あの日の地震は今で

も忘れません。これからも忘れてはいけない出来事だと思います。それにし

ても、大成荘はとても良い場所です。また来ます。 成人一同 

17. H30.4.29~30 気持ちのよい GW。中央道でわりと渋滞少なめで楽に来られ

ました。子供が 3 人小さい頃は毎年のようにお世話になっていましたが今回

中高生になって来るのは久しぶりです。大成荘は鯉のぼりや五月人形、あた

たかいスタッフさんたちにかわらず迎えられ、とても嬉しいです。お食事も

おいしいな～。大人(特に女性)には懐石のような和食はたまらないですね。子

供達はやや少なめの方ですが大満足。よく食べられるようになりました。食

堂で椅子からようやく顔だけが出ているちびっ子をお連れの皆さんを見ると

“あんなころあったな～”となつかしく、ほっこりします。今日は大人も子

供も楽しめる？！SL ランドでゴーカート(1 回￥210 は安い！！)を楽しみ、飯

盛山への登山を家族に提案。私は軽いハイキング気分で考えていたのですが、
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すれ違う人、装備が違う！(靴、ストックのようなものをちゃんと持ち)歩き始

めて、かなり行ったところで、あまりのつらさに帰り道のカップルに“あと

どの位ですか？″と尋ねてしまったところ、“もう少しで半分位でしょうか”

と。ズッコケる位ショック。本当に山頂まで遠かった～。慣れていない方に

はお勧めできないコースです。但し山頂は 360℃パノラマは本当、富士山か

ら何から全～部拝めます。NHK“ハルさんの休日”で紹介されたヤギのいる

古民家 café“engawa cafe”ものぞきました。車も 10 台ほど満車。オーナー

ご夫妻てんてこまいで、大繫盛。今日は食事（ラーメン）することはあきら

め、残念！！団体棟は部屋が広くて落ち着きます。TV がないのもかえって非

日常で good。子供達は新しいマッサージチェアーに挑戦し、興奮していまし

た。ありがとうございました。また来ます。 

18. 4.29～30 食べた物一覧 ・信玄ソフト￥350 南清里、道の駅 おすすめ

ポイント 信玄餅が 3 つも入ってこの値段！ そして存在以上に大きい！ 

そしてそして、黒蜜とバニラソフトがよく合う♡♡ パン、麦の家 ・ワッフ

ル×2 ￥180×2 おすすめポイント 店がかわいい♡ 焼きたてワッフルが

ある！ 生地がしっかりしていて生地から美味しい！！ ・大成荘の夕飯 

米、みそ汁、キュウリ＆漬物、サーモンとマグロ、牛乳鍋 上品で美味しい

味わいだった。量もちょうど良くて、大満足♡ 

19. 2/24（土曜日）スキーがたのしかったです。りゅうは、さかがきゅうで、は

やくすべるのがたのしいです。 

20. 3/10 楽しい時間をすごせました。あやネエ、まってるよー！！ ただい

まー 

21. 2018.4月29日 まい年、何回か家族や何家族かできています。きょうは家族

できています。きょうは「べるが」に行きました。とても楽しかったです。

おふろも気もちよかったです。そのあとたっきゅうであそびました。すごく

楽しかったです。ごはんもすごくおいしかったです。らい年もたいせいそう

にとまりたいとすごく思います。 

22. 八千ほ高原～～～本当に 1 年に 1 回しかいかないぐらいのスキー場大せいそ

うが楽しみでスキーを 3 時におえてしまいました。 

23. 216（なでしこ） 2.17(土)スキーでつかれたあとのお風呂は温かくきもち
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い！！ごはんはすごくおいしい、とくにデザートのフルーツもち（やつはし）

みたいなのはもともちしてておいしかった！！たっきゅうやバドミントン、

上手にできてよかった！！大せいそう最高！！また来ます。 

24. 2018 3 月 24 日(金)(土)とてもたのしかったです。たっきゅうがすきになり

ました。またきたいです。 

25. 2018.4.6 今回、初めて大成荘を利用しました。1 泊でしたが、食事が非常に

おいしく、支配人の方に色々な面でのサポートをいただきました。とてもあ

りがたいです。今回は母と私の二人だったので、次回は家族三人で来たいと

思います、大成荘の従業員、支配人などの方々、とつぜん泊まってすいませ

んでした。新小 6 男、日野市在住 母 

26. すきーえいってさわちゃんとみおちゃんとあそんだあとにほてるえいってさ

わちゃんとへやわとなりだったそれでいちごかりにいった．  3 月 10 日 

27. たのしかったよ！！やつがたけ 2018 年 3.24.(土) ・わたしはおふろがきも

ちよかったです。ひろくてあったかくてすごくよかったです。・ごはんがおい

しかったです。・わたしはスキーにいきました。・シャトレーゼスキーリゾー

トにいきました。・たっきゅうもしました。とてもいい一日でした。たのし

かったです。とよ田小学校 1 年生 日のし とよ田 (女の子) またきます。 

28. 2018、3.24～26 (2 泊 3 日 スキー旅行)“ ski TRIP”昨年、一昨年は冬

休みに来ていましたが、サンメドウズはフラワーコースしか開設しておらず、

今回は春休み始まってすぐに来ました！！雪質は、少し溶けてはいましたが、

アイスバーンではなく、すべりやすかったです。スクールに今回も入りまし

た、親子で。明日は一日すべります！！ 大成荘のごはんは、とてもおいし

くて、毎年、とても楽しみにしています。からあげも最高！！おふろも気持

ちよくて、普段のつかれがなくなりますね☆ また家族で来ますね。うちは、

一番上が今年の春から大学 1 年、真ん中が高 1、下が中 1 と新しいスタートを

切ります。子供の成長は早いものです。また、皆で一緒に泊まりにきます。

どうもありがとうございました！！ 

29. 2018.53～ 1 泊「かえで」部屋に泊まりした。東京は暑い日が続いていまし

たが大成荘はすずしいです。長そで 1 枚位でちょうど良いです。朝ごはんの

肉だんごと肉じゃががおいしかったです。また来るよ！ TAK☆ 
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30. 2018/5/1 はじめてとまりました。ごはんもおいしいし、かぜもきもちいい

です。またとまりたいです。おんせんよくじょうもあったまりました。ジイ

ジ 

31. 3/25(日)久しぶりに来ました！ やっぱり素敵 大成荘！！yumotojohn 

32. 2018.3.26(月) 毎年来てます！やっぱりここの魅力はごはん！ 本当におい

しい。今日は、しっかりスキーをしてきたのでスキー後のごはんはマジう

ま！多分来年もくると思う。I ｌｉｋｅ ＴＡＩＳＥＯＳＯＵ！ 日野市在

中 Ｎ・Ｔ 

33. 3 月 18 日(日) 今日 晴れ�  2018 年 3/17 と 3/18 は卓球がたくさん出来て

楽しかったです。♪ 3/17 は 2 時間くらいして楽しかったです。また 5 年生

でだんたい棟に泊まりに来ます。(友だちと) ごはんもおいしかったです♪ 

ＲＵＮＡ 

34. 4 年生になったら学校の卓球クラブに入ります。またここに来たいです。 

35. 3 月 31 日、4 月 1 日 卓球がものすごく楽しかった。小 5 年生の時、来た時

より入口のドアが変わっていた。お風呂に友達と入って楽しかった。中 1 

Ｈａｒｕｔｏ 

36. 2018.4.7(土) 中央線の特急「スーパーあずさ」号で長く活躍してきた“Ｅ

351系”が今春限りで引退。今日はそのＥ351系のラストランを見届けてきま

した。観光かスノボーなど信州を訪れる際によく利用していた見慣れた特急

電車だけに引退は寂しいです。25 年間お疲れさまでした。 ＰＳ，この時期

はまだ少し肌寒いですが、清里はいつ来ても空気が澄んでいて、とても素敵

な場所です。美味しいお料理、ありがとうございました。 

37. 2018.4.9 3 人でお世話になりました。ゆっくりと休めました。お風呂もいい

し、食事の内容も最高でした。施設の方々の応対も大変優しく親切でありが

たかったです。 

38. 2018.4.30 4/28 から 2 泊、お世話になりました。初めて宿泊しましたが、職

員の皆さんにとても優しく接して頂き、気持ち良く過ごすことができました。

お食事も大変美味しかったです。4/28 の夜に屋上から望えんきょうで「月」

と「木星」を見たことと、卓球を何回戦も楽しんだことが良い思い出になり

ました。また来年もぜひ来させて頂きたいと思います。ありがとうございま
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した！！ 

39. 4.28～4.30 4 月 28 日に夜、星を見ました。それは木星でした。木星はなな

めうえに 2 つ、ななめしたに 1 つでした。とってもきれいだったです。4 月

29 日.30 日の朝バイキングがたのしかったしごはんがおいしかったです。 

40. 5/1～5/2～5/3 1泊キャンプ、もう1泊は一般棟 キャンプをしました。 他

にキャンプをする人たちがいなかったので貸し切りでした・・・。（うれしい

やら おそろしいやら）幸い熊は出て来なかったので、無事に朝を迎えるこ

とができました。昨夜はとても寒くて、なかなか眠れませんでした。今晩は

あたたかい部屋で眠ることができるので、ウレシイです。家の中って、暖か

く、安心できますネ。いつもあたり前と思っていることが、本当にありがた

いことなんだとつくづく感じます。 

 

40.  5/2 ＡＭ8：30 突然の雨になった。 キャンプは大慌て！ 雨だぁ！大

変早く片付けよう！！ キャンプの朝、コーヒーを飲んでいた。のんびり

と。ゆったりと。「今日は雨になるらしい」「早目に行動しよう」と話し
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合っていた。パラパラパラ、天気予報より早く雨が降り出した。テント、

テーブル、チェアー、何もかもぬれてしまう。大変。大慌てで片付けて、

未整理のまま、車に積み込みました。ハプニングでしたが、良い思い出に

なりました。ありがとう。5/3 夕べは大雨が続いていました。ドシャド

シャと降った。一般棟であたたかく、快適に休むことが出来ました。夕食

は品揃えも多く、豪華で美味しかったです。 2 日間、お世話になりまし

た！今日は念願のシャトレーゼに行く予定です。 また、来たいです！ 

41.  3 月 28 日 何度も大成荘に来ています。今回は、10 人と大人数でじいじ、

ばあば、いとこかぞくと楽しかった。ごはん楽しみにして来ます。星の勉

強して、清里の星空をみたい！！ 始めて来たのは 20 年前。いつもきれい

で、気持ちよくすごしています。 

42.  2018/4/30～5/2 初めての大成荘、自然の中で良かった。当然ですよね。も

う一度若変えって林間学校に参加してみたいといった思いです。一番良

かったのは、食事。とにかくおいしかったです。又、来たいと思っていま

す。大成荘の皆様ありがとうございました。 

43.    H30.3.29 小学生の頃に彼女と来た大成荘に学生最後の今約 9 年ぶりに来

ました。 

44.  3/28 今日はいちごがりに行きました。べにほっぺ、さちのか、アスカル

ビーなどさまざまな種類があってうれしかったです。とくに一番おいし

かったのはべにほっぺです。なぜかというと、大きくて、あまかったから

です。そして 30 こくらい食べて、おれ何こ食ったんだろう。いがいと食え

ちゃうなと思いました。次にシャトレーゼ。アイスをたくさん見学して食

べたり、おいしかったです。大成そう温泉がすごくいやされました。 

45.  八ヶ岳フルーツ農園へ行きました。たくさん食べたけど思ったよりは食べれ

ず・・・ シャトレーゼ工場見学、アイスたくさん食べました。たいやき

もなかおいしかったー♡ミルクアイスも何本も食べました。大成荘のおいし

い料理を楽しみにしてたから間食はがまんして宿につきました。ねむい、

ここに来る前に野辺山の天文台を初めて訪問しました。プラネタリウムで

寝てしまった。大人は全員ねたらしい。子供はちゃんと見てくれたみたい

で良かった！！今日の夜の星空楽しみ～！！ 
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46.  大せいそうへ、今日はありがとうございました。温せんもきもちよかったで

す。ごはんも 

47.  たのしかったです。 大成荘に来てハイキングに行くのがいつも楽しみです。

いつもおいしいごはん、ありがとうございます。また来ます！ 

48.  なながーいおふろでした。ろりやままのことでした。 

 

 

 


