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                     平成 30 年 5 月～30 年 8 月 

（順不同。用字については原文のままとしました。） 

1.  ２０１８年６月２４日～６月２６日         

(火) 今回４回目の大成荘は夫婦での利用です。

梅雨どきですが、３日間天気に恵まれました。ヘ

ルシーで美味しい朝夕のお食事で満足です。電車

で来ているので・・・ピクニックバス便数が少な

いのが残念です。又、訪れたいと思いました。有

り難うございました。 

2. H30.6.27～6.28 ２５年位前に子供を連

れて宿泊しました。子供達ははなれ、夫婦二人で

久しぶりに行こうということになり、早速予約を

取りお邪魔した所、私達一組ということで大変恐縮しましたがお世話になりまし

た。また、時間をみつけて来たいと思っております。涼しく、静かな一時を過ご

せ心の洗濯ができました。  日野市 老夫婦 

3. Ｈ30.7/14～7/15 1 ぱく２日とまりました。毎年きています。 ことし２回目～

いどうきょうしつがあって！ 

4. 日野市平山２丁目のふれあいサロン「ひだまり」のボランティア仲間１０人と

やって来ました。私は初めてですがリーダーの織田さんが「良い所だよ」と言っ

ていたのでついて来ました。新緑の中とてもきれいな空気が清々しく心が洗われ

ました。昨日は電波望遠鏡を見学し八ヶ岳の雄姿に感動しました。とても気に

入ったのでまた来ます。   H30.5.26～27 k.jamako 

5. 日野市川辺堀之内より来ました。２時半頃早く着いたのですが、心良く部屋に入

れてもらいました。外を散策すると、バーベキューが出来る施設やキャンプファ

イヤーの跡がある広場、小川が流れており、とても広いです。４時前にお風呂に

入ると、空いていて、貸し切り状態でした。妻がマッサージチェアーを発見、２
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００円を投入、気持ちよさそうでしたが、無動状態の意味が良く判らないなかっ

たようです。何でも仰向けになっただけ？とのことで・・・？ 楽しみな晩ごは

ん。会席風ということで、品数沢山、ご飯おかわりして満腹です。夏料理という

ことで、夏野菜が多く使われていたようです、茄子が大好きなので楽しみました。

山梨産の白ワインがおいしく、沢山飲んだので夕食後、子供と将棋をして、すぐ

寝てしまいました。将棋は足付の立派な盤をお借りできました。朝は早く目が覚

めて、風呂に又入り、バイキングの朝食でした。朝からご飯おかわりしてお腹

いっぱいです。あと部屋の座イスは不評？壊れそうだし、音が結構うるさいとの

意見が・・・・布団のあげおろしは有難うございました。楽でした。また来たい

と思います。 2018.06.10 

6. 夫婦二人の２回目の利用です。前回はトコトコ電車で来ましたが、今回は車で。

ここをベースに観光したかったのですが、雨模様で残念ながら、八ヶ岳の自然は

楽しめませんでした。食事は夏メニューという事でしたが美味しく大満足！！ 

２日間ゆっくり出来ました。明日から又、活動開始、有難うございました。 ＊

次回は孫も連れて来たいです。 2018.6/10～12 

7. いつか、いつかと思いつつ、やっと利用することとなり、周辺の村々の雄大な自

然にもふれることが出来ました。台風７号の影響で風が強く降ったりやんだりの

天気でしたが、宇宙電波観測所を見学したり北甲斐亭のおいしいそばをいただい

たり、思いのほか楽しい時間を過ごすことができました。大成荘の食事も美味し

く、スタッフの皆様のていねいな対応にも、ほっとする思いを致しました。又、

利用したいと思います。 今度は娘夫婦と一緒に・・・・！ 2018.7.4～5 

8. 2018.5.26 ７０代の夫婦です。サービスが過不足なくとても快適でした。又訪れ

たいです。 

9. H30.6.8―9  104 号室 吐竜の滝を見てきました。とってもキレイでいやしの

時間でした。電話予約、来館の際受付の方の対応がとても良かったです！！ お

食事（A 定食）とても豪華で美味しかったです♡ お子様プレートも子ども達の好

きなものが多くよく食べていました。 卓球たのしかったー！！ 

10. 2018.6.8 泊 E・O 日野南平 5 丁目 

11. 2018.6.19  Violet Ｅｖｅｒｇａｒｄｅｎ 

12. 2018.6.18～20 大成荘に来たのは 2回目です。アンティークな雰囲気がとても好



 - 3 - 

きです。ご飯はとても美味しくボリュウームがあり、ついつい食べ過ぎてしまい

ました。夜は卓球やバドミントン、オセロやトランプを借りて遊んだり屋上で星

空を見たりと、とても楽しかったです。 また来たいです。 

13.  2018.5.11 日野市から車で 3 時間かけて来ました。妊娠 7 か月で最後の 2 人の

思い出にと利用させていただきました。料理も美味しく、施設もきれいでスタッ

フの方々もあたたかく迎えて下さりとても思い出に残る 3 日間になりました。

バーベキュー楽しかったです。ありがとうございました。次は 3 人で行きたいで

す！！ 

14. 私は小学校の移動教室以来です。実に 21年振り。星撮りさせていただきました。

あいにくの雲天でしたが、スキマから。 

15. 2018.6.23 久しぶりに大成荘利用させて頂いています。子ども達が小さい頃から

何度も利用させて頂き、いつもスタッフの方々に親切にして頂き、楽しい時間を

過ごさせてもらえます。ごはんもとても美味しいし！！卓球も！いつも子ども達

大はしゃぎで戦っています。少し反抗期にさしかかった年頃の息子たちも笑顔で

楽しんでいます。子ども達との旅行も後何年できるかわかりませんが、また遊び

に来たいです。 

16. 2018.6.28 十数年ぶりに利用しました。私達の時間の流れにかかわらず、ずっと

大成荘がここに元気にあることに勇気をもらいます。おいしい食事と優ししいス

タッフに感謝です。これからもよろしく。 

17. 始めての大成荘！！ 来年くるんだ☆ワクワク、ドキドキ ごはんもおいしい。

おふとんふかふか 202 やまざくら→くらげ 2018.7.7 たなばたの日おへ屋 1

日よろしくね。 

18. 2018.6/24(日)わたしはしらかばのへやにはいりました。わたしがおもしろかった

ことは、しょくじの時です。いろいろな話をしてたのしかったです。それとおふ

ろの時です。あったかくてでたらすごくきもちよかったです。たっきゅうもたの

しかったです。 

19. 6/27(水)～１泊 初めて利用しました！！ 思ったよりキレイで広くて、木の香

りがとても良く癒されました！！ 子連れでしたが、スタッフの方々が笑顔で迎

えて下さり助かりました。お食事も美味しく、頂きました。 雨天で散策はでき

ませんでしたが、次回は是非森林浴をしたいです。おむつのゴミ箱助かりまし
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た！！心の洗濯日和になりました♪ 

20. 2018.7.6 長い間、自然の多い大成荘に来たいと願っていても仲々チャンスが無

くて、今回もやっと一泊予約出来たのに全国的大雨警報に半分あきらめかけてい

ましたが、フロントの方に問い合わせた結果、勇気を出して来ました。アフリカ

ン・アートミュージアムのナイジェリア王国の繊細で力強い手仕事、美術・館内

外の行届いた美しさ等に感動したり、シャトレーゼ社見学でのアイスクリーム、

ひまわり農園の珍しい外国野菜の数々等見、本当に来られて良かった！と、満足

しました。夕食も大変美味しく頂きましたし、スタッフの皆様の笑顔にもホット

安心な家に戻って来れたようでうれしく思いました。又、来たいなぁ～と心から

思っています。ありがとうございました！ 

21. 2018.7.8(日) 曇～晴 ５月に孫（七小 ５年生）がお世話になり、とても良かっ

たと聞いたので今日来てみました。日野に６０数年住んでいるのに始めて利用し

ました。今までは旅館、ホテルばかり泊まっていましたが、こうゆう所も良いも

のだと思いました。夜になっておどろいた事があります。まどの外に灯りに集

まってくる虫がものすごくて多かった事です。気温が低いのにびっくりしました。

窓はしめているのに室の内にもずい分入ってきてしまってたくさんとりました。

秋の紅葉の頃がすてきだと聞いていますので、その頃、また来たいと思います。 

22. 2018/5/27 私はたっきゅうとバドミントンが楽しかったです。バドミントンで

ラリーがたくさんつづいてたのしかったです。あとごはんもおいしかったです。

うは～たのしかったなぁー。 たいせいそうほんとうにたのしかったなー。また

くるよ！ 

23. たいせいそうたのしかったです。 たのしかったよ～～♡2018 ねん７がつ 9 にち 

24. 2018.7 バドミントン、連日楽しみ上達しました！どこも清潔で気持ち良く過ご

す事が出来ました。これから、桃をお土産で買って帰ります。 

25. 2018.5.20 家族５人と来ました。美味しいお夕食ありがとうございました！！ 

26. 2018 年 6 月 23 日 初めて来たのは、小 5 の時の移動教室。日野の野菜、日野の

お米を食べて大きくなり 20年ぶりに戻ってきました！！大成荘は変わらず、大き

く、あたたかく、とてもリラックスできる空間ですた。5 年生の時にも、今回も

感動したのはお料理がおいしい！！しょっぱくなく、やさしいお味に癒されまし

た。なすのえびあんかけ、鰯のつみれ汁、朝食のひじき、巾着の煮物などなどど
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れも美味しかったです。今度は紅葉を見に、また来たいと思います。ありがとう

ございました。 生粋の日野っ子より 

27. 2018 年 6 月 23 日 主婦目線で大成荘はリーズナブルでお得、外観とろうかや絵

画やインテリアは高級なペンションって感じです！！（でも、お部屋は普通でし

た）食事もあの料金でホテルのお料理より美味しくって、煮物もちゃんと面取り

がしてあり、心づくしが感じられました。スタッフの方もとても感じが良く、ま

た来たいなって思いました。(ボールペンの調子が悪く乱筆で申し訳ございませ

ん) 

28. １日目 こいのぼりをいくとちゅうに見てきれいだった。ハイジのむらにも行っ

た。たのしかったし、おみやげもかってもらった。💜 お昼にハイジのむらにあ

るレストランでおそばもたべた。おやつにクレープやアイスも食べた、おいし

かった～💜 2 日目今日はぼくじょうとシャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳に

行った、ぼくじょうでは自分でつくれるキーホルダーがあったからそのイルカを

つくった。キレイにつくれたからうれしかった。シャトレーゼスキーリゾート

八ヶ岳ではあすれちっくみたいなとこで遊んだ、そこではアイスがたべほうだい

だったけどおなかをこわしそうだったからにこしかたべなかったけどおいしかっ

た。 ♪ すごくたのしかった ♪ 

29. 2018.5/12 くもりのち晴れ 24℃ 大阪から来ました。気持ちの良い季節、紫の

ツツジ、小さなかわいいリンドウとってもきれいな花々で緑の中で映えていまし

た。このお部屋の外の林の中で、小さい小鳥ヤマガラが飛びかえっていて窓の近

くの枝にもとまって、姿をゆっくり見せてくれました。すごく嬉しかった！ ま

た来たい！ 

30. 2018.7/15 晴れのちくもり 24℃ 1 日目 日野市小 3 男子 東京都から来まし

た。ぼくは、ほしがすきなのでとてもよかったです。2018.7/16 2 日目 P.S

シャトレーゼスキーじょういったことあるよ～ 

31. 7/7～7/8 おとといまで雨予報だったけど、きょうくもりに変わってテニスをし

ました！！終わって 3 時に大成そうへ来て、第一日目のたっきゅうをしました。

おやつとか食べて、お風呂入って第 2 回目のたっきゅうです。大成荘最高です！ 

32. 2018.5.3 今日は大成荘に来ました。夕飯とてもおいしかったです。特に一番お

いしかった物は季節のフルーツ大福と牛乳鍋です。お風呂も気持ち良かったです。
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森のお話し会とてもよかったです。特にライオンとやぎのお話しがおもしろかっ

たです。(笑)ありがとうございました！！ またお話し会やってください！！ 

また、くじであたりますように！！ 

33. 2018.5.12 大成荘のごはん、おいしいね！ うんそうだね。ぼく、夜ごはん美味

しいと思ったよ。こんな感じじゃない！ おなかいっぱ～い げっぷ！！ 

34. 今日は日向山登山と尾白川に行ってから大成荘に来ました。疲れた体をお風呂で

いやし、美味しいご飯を食べ、満足の 1 日でした。子供たちはホールで卓球三昧、

やってました。夜はアニメを上映していただき子供とのんびり鑑賞できました。

食堂の雰囲気やスタッフの心遣い等、とても満足です。明日は清泉寮に行ってみ

たいと思います。気軽に八ヶ岳に来れるのは大成荘のおかげです。 ありがとう

ございました。 

35. 5/12(土) たきざわぼくじょうで、あすれちっくであそびました。そふとくりー

むがおいしかったです。 

36. 2018 年 7 月 7 日(土) 七夕 けっこん記念日 大成荘に来たのは移動教室も合わ

せて 5 回目くらい！そのうちの 4 回は家族と来ました。お風呂はとてもきもちよ

かったし、ご飯はとてもおいしかったです。またいつか来ま～す！ 

37. 7/8 3 回目のやつがたけ～！いつもどうりおふろもきもちかった～！ごはんも

ちょ～おいしい～でもうかえる☺ でもまたいつかく～る～！だからまっててね！ 

38. 2018.7 月 14 日(土) 2 回目～3 回来たけど楽しい。おふろもきもちいいから、今

夜も入ります。またぜひ来ます。 楽しみです。 

39. 2018.7.22 昨日はベルガに行って楽しかったです。 来年もまた来ます。 

40. 2018/7/28 バレエ見たかったけど台風で残念・・・・！！ こんどはバレエ見

たい、でも（友）ととまれたからラッキー！！卓球などで楽しも～☺ 大成荘最高

本当はバレエ目的で来て大成荘にとまるつもりだったのに台風がちょうどいいタ

イミングで来て、とっーても残念・・・・😭 でも友達と大成荘だけでもいっ

しょにとまれてとてもうれしい！ 大成荘でいっぱいはしゃいでおどって楽しん

じゃうぞ～ 大成荘は移動教室で来たことあるけど、やっぱり友達と思いっ切り

楽しんむ方がイイネ！✩ごはん、おいしかったし室内でもまったりできて最

高！！絶対また遊びにくるぜっ！！ 

41. 2018/7/30～8/1 日野市から来ました。７人の家族です。３日間、本当にありが
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とうございました。ジージ、バーバ、娘の家族５名の７人の家族です。7/30 午

后３時頃大成荘へイン 7/31 清里高原での楽しい一時、空は快晴 夜は星空を

見て感動しました。火星、木星を見ました。 8/1 朝食後孫達とサイクリング自

転車で散歩しました。朝の高原は涼しい風がふいてサイクリング、サイクリング、

サイクリング、ヤホーでした。 また来年も家族みんなで大成荘へおじゃましま

す。いつまでも、いつまでも日野市のみなさんを見守ってください。さような

ら！  ハレルヤ―！！ 

42. H30.7.30~8/1 ７０代のジージ、バーバと娘１人、孫男の子４人お世話になりま

した。 食事が手抜きなく、おいしい家庭料理に満足しました。ありがとうござ

いました。 台風１２号の去った後で晴天に恵まれましたが、夜空の満天の星空

が一瞬して雲にかくされるのが残念でした。 今の建物の前の自炊の頃からお世

話になっています。まわりの観光施設もずい分様変わり・・・又来たいです。5.6

回以上お世話になっていますがフロントの方、食堂の方皆様のあたたかいおもて

なしに感謝しています。最後に廊下は涼しいのですが夜部屋があつく換気のやり

方がよくわからず、扇風機を上向きでまわしぱなしという状態・・・欲ばりでス

ミマセン 

43. 自分の家からもってきた花火をすることができました。バケツに水を入れてくだ

さりありがとうございました。 受付のお兄さんがとても優しかったです。 

44. ２０１８．８/７（火）あさごはん、よるごはんがとてもおいしかったです。たい

せいそうのひとたちがみんなやさしかったです。わたしはたいせいそうが大好き

です！！ とくにわたしはおんせん、あさごはんがすきでした。おんせんはきも

ちよかったです！！りゆうは、おくのほうにおゆが出てくるところをせなかにあ

てたらきもちいいです！！あさごはんはすきなものをえらんでたべられるし、か

き氷もたべられるのでさいこうです！！たいせいそうのみなさん大好きです！ 

45. ２０１８ ７月３１日 また、１年ぶりに大成荘に来ました。久しぶりに来て、

とてもなつかしい気持ちになりました。まだ１日目なので、２日目や３日目も楽

しく過ごしていきたいと思います。 

46. 2018. ８月１日 毎年、夏はこの日を楽しみにしています！特に今年は子供達も

部活で忙しく、夏の旅行も大成荘に泊まることだけ😢 来年は今年よりも子供達

が忙しくなるからどうかな～？行きたいです。 ３日間、お世話になりました。
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部活もあるけど来年も来るよ～！ 

47. ８/６(月) 日野第一小学校 三年（2くみ） 2回目の大成荘！！夜食堂のごはん

すっごくおいしかった♡ごはんをたべた後へやにもどったら、ふかふかふとんがよ

ういされていた、やっぱり大成荘世界一だよ♡♡(笑)花火をできるからもってきて

はなびした、りょかんの人やさしすぎる。もちおふろ、めっちゃきもちい

い・・・！おふろはちょうどいいゆかげんだったよ～♡ 8/7 朝食がビュッフェさ

いこい！！朝もおふろあいてる♡めっちゃきもちいい。大成荘さんへ わたしは大

成荘が大好きです。ぜったいにまたきます。  

48. 7/26(木)昨年に引き続き、今年も来させてもらいました。去年は肌寒かった気が

しましたが、今年はこちらも暑いですね。ゆっくりさせてもらいます。ノープラ

ンで来たので、これから作戦会議！遊びつくしたいと思います。☺ 

49. H30.7.31 子どもが小さい頃何度か来ましたが、昨晩は 100 才近い叔母のお見舞

いがてら、1人旅 子どもも、長野が好きになり、1人は信州大学生になり、もう

一人も大学生、ゼミで山梨にお世話になりました。キャンプも今は楽しい思い出 

今度は孫と来たいナー♪ 変わらぬ景色、変わらぬ暖かさで向かえてくださり、

ありがとうございます。 

50. 7/31～8/2 卓球はメッチャ楽しい。 あいラブ八ヶ岳 

51. 来年もきたるで～ 

52. 8 月 1 日 美しの森から見える景色最高！ 

53. 8 月 2 日～8 月 4 日 毎年、大成荘に来ていてもう 10 回以上は来ているなと思い

ました。今年の旅行も卓球したりして楽しく、食事もおいしかったです！！  

2 日目の夜はとても天気がよく星がきれいに見ることができ天の川や土星までみ

えました。大成荘に泊まりに行くのは毎年の楽しみになっています♪ また来ま

す。朝風呂 サイコー！！ 

54. 8月 5日～7日 二日間お世話になりました。初めて家族 3人で来ました。思った

より大変良かったです。お食事はとても美味しくて、量もとっても多かった。娘

が毎回残してしまって、すみませんでした。フロントの方々、食堂の方々、みな

さんとっても親切で優しかったです。ありがとうございました！  

55. 8月 5日～7日 フロントのおじさんとはなしができてうれしかったですし、たの

しかったです。ありがとうございました。 
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56. だいすきです、フロントのおじさん またいつかきたいです。フロントのおじさ

んとなかよしになれてうれしいです。2 かかんありがとうございました。 

57. おふろはさっぱりする！ わくわくドキドキ！！ 

58. H30.8/6 尾白川であそんでシャトレーゼの工場でアイスを食べてきました！ 

59. たのしい！ 

60. 2018 年 7 月 24 日 今年は日本列島どこも高気圧におおわれて広い範囲で酷暑が

続いています。熱中症で病院に行く人もたくさんいる中で大成荘に 1 泊したので

すが夜はふとんをかけるようでした。朝も涼しかったです。料理もおいしかった

です。有りがとうございました。 

61. 7/29(日)～7/30(月) 201 号室  1 日目は天女の湯に行った。プールと温泉に

行った。そのあと中村農場に行った。玉子丼食べた小プリン買って食べたりした。 

62. 7月 30日～8月 1日 201室  八がたけは外がすずしくて気もちよかったです。

りょうりがとてもおいしく、たくさんでたので王さま気分でした。星もとてもき

れいでした。東京だと 2 つか 3 つしか星がなかったけど、八ヶたけはたくさんみ

えてきれいでした。おじさんに星をたくさんおしえてもらいました。とてもたの

しかったです。鳥の鳴き声がとてもよくきこえました。バドミントン、やたっ

きゅうがとてもたのしかったです。5 年生になったら八がたけで大成荘にきます。

知っている人がいたらとてもうれしいです。5 年生でいくときもたのしくいきた

いです。今までありがとうございました。 

63. 2018 年 7 月 22 日 やはり写真で見た時と同じく、中はきれいですね。虫は多い

けど。バドミントンも楽しいしお土産のストラップもかわいいです。この大成荘

が好きになりました。また、行きたいですね。 支配人ありがとう！！今後もき

れいな状態でいてくれたら嬉しいです。   

64. 7/22 日曜日 おみやげ売場の種類がほうふでとってもいいと思いまーす。来年

も来たいです。 

65. 7 月 25 日(水) たいせいそうのおふろきもちよかったです。 

66. 7/23 小学 5 年 あと 1 日ほどお世話になります。ごはんはとてもおいしかった

～！またこんど来たいです。それまで、ごきげん、さようなら！ 

67. 平成最後の夏！！ H30 8/5～8/7 今年も来ました！ お料理おいしかったで

す！ 
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68. 8/3 今日これでたいせいそうに来るのは 2 回目だ。とても楽しい。まず 1 回きた

のはがっこうでいどうきょうしつ、2 回め ままたちときた 終わりちゃん 

69.  8/3(金)今日は、家族みんなでここに来ました。アイスクリームを食べたりおいし

いものを食べたりとても楽しかったです！そして何より星を見れたことがとても良

い思い出です。いつもは神奈川県なのであんなに空いっぱいに星を見たのは初めて

でした。詳しい説明も聞けたので見応えがありました。ごはんもとても美味しかっ

たので、ぜひまた来ようと思います。素晴らしい一日をありがとうございました！ 

70.  2018.8.8（水） 〝台風″！！ 大丈夫か？とも思いましたが、きのう、きょう

も雨には降られず過ごす事ができました。日焼けもした程でした。 いつも大成荘

さんに泊まる時は安心して過ごさせてもらっています。日常の生活とは違って時間

がゆっくりと感じられます。 小さかった子供達（オムツをはいてました）も、今

では私の身長をはるかに越えて、それでも一緒に大成荘での思い出を作ってもらう

ことができ、とても幸せです。 またお世話になると思います。その際は宜しくお

願いいたします！！ ☆シャトレーゼは事前予約制になっているようです。ネット

で予約していった方が良いかも？ 

71.  2018.8.9（木） 台風もたいした事なく、無事に大成荘に遊びに来れたよ！！ 

家族の思い出を楽しみに夏の思い出として過ごしたいな～～。もっと人が来ればい

いのに。行政、何とかしろ～～！！ 2 回目だけど、やっぱり楽しいぞい！ 

72.  ８/１３～ 今回で 3 回目です（くるのは）やはり何回きても、ごはんはおいしい。

部屋はとてもおちつけるし。 

73.  2018.8.12 今日はラフティングをしました！！楽しかった～～。スリル満点でし

た～～。とちゅうでは、３ｍの所から飛びおりました。超こわかったです (;_:)   

2 日目 今日は八ヶ岳自然公園に行きました。そこでは、マレットゴルフをしまし

た。そのマレットゴルフは意外にむずかしかったです。そして、とちゅうでどしゃ

ぶりがふってきたので、ずぶぬれになりました。帰り、車で帰った時、雨がすごす

ぎて、ゆっくりしか行けませんでした。 

74.  2018.8.15 h.s  I’m from hino  I enjoyed playing table terrer  I’m looking foruard 

toseeing stars. But I coudnt see stars. I was sad. I want to visit Taiseiso again. 

75.  2018 年 ８/１０ 私は家族とここに来ました。南アルプスの天然水の工場に行

き、たくさんまなびました。ごはんもとても美味しかったし、ふとんもふかふかで、
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よくねむれました。またここに来たいです。ありがとうございました。 

76.  2018.7.31 はれ 今回初めて利用させてもらいました。食事もおいしかったです

し、晴れていたので星もたくさんみれて、いやされました。木星も土星もみつけら

れて、うれしかったです。 昨夜は窓あけて寝ましたけど、気になるカメムシとか

部屋に入らず快適に寝られました。 夏だから、かき氷が朝のバイキングにあった

のかなぁ！っとびっくり！！子供さんが多いので、うれしいはからいです。 今後

もまた利用したいと思います。 

77.  2018 年 8 月 11 日～13 日 今回は家族 4 人で来ました。まず、1 階の自販機で梅

のジュースを買ったらアタリが出てリンゴのジュースも飲めました。 

78.  ☆８/７～８/８☆ 💜5年生の時に八ヶ岳移動教室で来て楽しかったので、家族に

八ヶ岳であった事を言ったら、弟達も行きたいと言ったので来ました。 また来れ

てうれしかった！ごはんもおいしかったし、おふろも気持ち良かったです。だから

また、八ヶ岳に来て大成荘にとまりたいです！！ ★オレのたのしかったのは大き

いおふろがきもちよかったです。 八ヶ岳楽しい！！ 

79.  ♡8 月 10～11 日金・土 いがいにきれいで、とてもきもちがいい！ 2018 年はじ

めて来たよ！ そうがんきょうで遊んで、きれいだね。そうだね！ 

80.  2018.8.12～14 家族が 4 人に増えて初めての旅行です。パパはエアコンがないこ

とにショックを受けていますが、外は涼しいので、せんぷうきでどうにかなると思

います。冷蔵庫がないのもショックです…。と、思いきや、共有スペースに立派な

やつがありました！(^^)/ これで、明日の麦茶が冷やせます！氷もありました。明

日はぶどう狩りかな？ 帰る前に絶対！チーズファクトリーに寄るぞ！ 清泉寮の

ソフトクリーム絶品でした！自分史上 1 位（暫定） 

81.  8 月 15 日（水） 今日はとてもたのしかったです。 

82.  8 月 10 日（金） 今日、わたしは平野ノラにあいました。あくしゅもしてしまっ

て、とてもうれしかったです。あと、マイケルにあいました。 めいな 今日、行

くとちゅう平野ノラとマイケルに会いました。あくしゅもしました。でも、きもだ

めしがなくなってしまいました。（マイケルはマイケルジャクソンではありません） 

今日、清里で平野ノラにあいました。うれしかったです。生で見るはじめてだった

から、すごかったです。また、あいたいです。 今日清里で平野ノラに会いました。

すごく近いきょりでみれてうれしかったです。でも、夜きもだめしができなくなっ
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てしまいました。 

83.  2018.8.15～⒗ 宿泊 白州周辺で魚のつかみどり体験などして来ました。大成荘

には何度も泊まりに来ていますが、８/１５は初めてでした。夜、ポールラッシュの

アニメーション映画を観賞し、清里での活動を知り、とても感動というか、ここま

でつくしてくれたことに、うれしく思いました。今日はあいにくのお天気ですが、

清泉寮に行ってみたいと思います。今までとは、違った気持ちで景色を見れる気が

します。 

84.  2018.7.21～22 日野市から毎年 4 月頃旅行に来ます。夏の時期の清里は初め

て！！ いつもは閉まっている所も、この時期はオープンしていたりしています。 

今回は初めての団体棟を利用、4 人家族には広すぎですが、森側の部屋だったので、

緑を見ながら朝から穏やかな気持ちになります。 夏の清里を 2 日間楽しんで帰り

たいと思います。4人家族（小学 6年生/高校 2年生/夫婦） 楽しかったです。また

これるといいなと思います。２１８あやめです。 去年は学校の修学旅行で来まし

たが、団体にはとまれませんでした。広くて、とっても快適でした～！ 団体棟は

初めて宿泊です。子育て中のお財布にはとてもやさしい料金です。来年受験生。来

年進級。 外では大きなあみを持っている人をみかけました。とても不思議でした

ので、お聞きしたところ、〝しじみちょう″というむらさき色のきれいなちょうが、

木の上の方にいるそうです。ネットでさっそく検索。〝リアルしじみちょう″みた

かった！！ スタッフのみなさん色々とお世話になりました。ありがとうございま

した。（下の子が 6 年生。宿泊学習の大成荘は去年でした。） 

85.  2018.8.6～8 日野在住 5 人家族 T 様 3 年連続で泊まらせて頂いております。川

遊び、ひまわり畑、美し森など楽しい思い出を沢山作りました。 大成荘のスタッ

フの方々は笑顔で対応してくれて、いつも居心地が良いです。いつもありがとうご

ざいます。また来年絶対来ます。その際は宜しくお願い致します！！ 

86.  昨日は川へ遊びに行きました。大成荘へ来るのはたぶん 6 回目ぐらいです。のぎ

くは今回で 3回目くらいです。ごはんもおいしかったし、卓球も楽しかったです。5

年生になったら八つがたけに行って、大成荘に泊まるらしいです。（今は 4 年生で

す。）早く 5 年生になりたいな～～♡ 大成荘＝楽しい また冬にスキーをしに来る

と思います。やっぱり、大成荘は楽しいです♡ 
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