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                            平成 30 年 8 月～11 月 

（順不同。用字については原文のままとしました。）  

1. 2018.8.21～22 毎度毎度ステキな時間

をありがとうございます。また、来年も

来られたらいいなぁ～ 清里最高でぇす

♡ どこ旅行しよう？と思って、いつも

たどり着く所は大成荘です。ステキ！！

小さい頃は、家族と来て、小学校の修学

旅行で来て、大人になって彼氏と来て、

次は子供を連れて来るかな～ 

2. 2018.8.27 景色も良く、食事もおいし

く頂き職員の皆様も親切で心地良い時を過ごさ

せて頂きありがとうございました。 

3. 2018.9.3 2 泊しました。2 夕食 2 朝食おいしくいただきました。器もかわいらし

く料理の良さをひきたてていますね。私も夫も生まれた時から日野市民です。以前

の大成荘のスタイルも中学生の時、経験しましたし、この建物になって約 30

年・・・何回も清里・信州・八ヶ岳の山々を楽しみながらこの場所にお世話になっ

ています。変わらぬ良さ・・・私は日野で育ちくらし続けているのでここに来るこ

とがまるでふるさとみたいです。昨年は大病をわずらい、日野市立病院にお世話に

なりました。日野市の良さにふれまくっています。日野市最高！！北杜市も・・・

キープ牧場が拡大していてびっくり、いつも行くとショップでリボンを買うのを楽

しみにしていましたが、ピーターラビットのグッズや草木花のグッズなど清里の思

い出になるものも多々ありました。昨日は病気をしたので大きなものにすがる思い

もあり、長野の善光寺へ・・・ここからなら２時間程でラクラク行きました。仲見

世などのにぎやかで古風な雰囲気がよかったです。いつもなら清里のまわりの山々

をめぐるのですが、身体をこわし、体力もなくなり、足腰もも年令以上に悪くなり

散策等はあきらめましたが信州にはそれだけでない良さもいっぱいありました。と
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れたて野菜、おいしいスイーツ・・・また来たいです。今度は秋に・・・何度も来

てるのに GW か夏しか来たことがないのでぜひ紅葉時に・・・足腰が悪くなって感

じたこと・・・スリッパがブカブカ、ズルズル・・・今度、来る時はマイ・スリッ

パを持ってきます。階段で脱げそうになり怖かったので・・・あたたかく、優しそ

うな雰囲気の職員の皆様、いつもありがとうございます。３０年もたつのに部屋・

ろうか・トイレ・布団・・・みんなきれいでうれしかったです。 

4. H30・8・28(火) 1 泊させて頂きました！思っていた以上にキレイで素敵な大成荘

お食事もすごく美味しかったです。全てに最高に良かったです。もちろんお風呂も

です。又、来てみたいと考えていますので、宜しく！！日野市在住、在勤です。 

5. 30・8・30～31 夏休みの〆で、泊りに来ました。チェック㏌まで時間が出来たの

で、近くのリフトに乗ろうと思ったけど、500 円の出費が多くなるのでキャンセル

して、楽しくあそべませんでした。 チェック㏌して大成荘に入ると、和室でおち

ついたかんじでした。お風呂はジャグジー付きで、なんとなく肌がつるつるになり

ました。ごはんもボリュームあって、おいしくて、ごはん 3 ばいも食べてしまいま

した。明日はチャリでかんこうしようかなー 

6. 30・9・15～30・9・16 3 連休の土日で泊まりに来ました。チェック㏌するまでは、

まきば牧場や天女の湯に行きました。毎年、家族と来ていますが、ごはんはおいし

いくまったくあきません。今回のコロッケはとてもおいしかったです。ごはんを早

くたべおわったのでおふろにだれもいなくて、ゆっくり 1 人で入れました。明日は

シャトレーゼに行って、アイスをたくさんたべれるのですごく楽しみです。 

7. 2018.8 月 23 日～24 日 学校で初めて来て、今回が 2 回目の宿泊になりました。2

回目なので思い入れのある場所だと自分は感じてました。清泉寮に行って、アイス

クリームを食べたり、温泉が貸し切りじょうたいだったため弟が少し暴れたりとた

くさんの思い出ができました。またきたいなあと思います。字が汚くてすみません。 

8. H30．10/11(木).12(金).泊、13、帰 主人と二人でよく八ヶ岳に来ますが初めて松

本城に行きました。途中霧ケ峰に行きましたら霧で何も見えず予定を変更し松本城

へ GO。ところが帰りに八ヶ岳横断道が途中土しゃくずれで不通になっていた為、

迂回しましたら道をまちがえ何とか無事に宿に着いてほっとしました。スタッフの

皆様にご心配おかけし、夕食時間に間に合いよかったです。スタッフの皆様、お世

話になりありがとうございました。感謝申し上げます。また来ますね。八ヶ岳大好
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き   70 代のとしよりです。 

9. 2018・8・18 8/16 から 2 泊 お世話になりました。お友だち家族と楽しくすごす

ことができました。来週はみーみんかぞくが楽しい時間をすごしてくれるといいな

あ。 ひまわり見て戻りまーす。   すみかん 

10. august、twenty、faust  ぼくじょうのバギーにのってったら、タイヤのにぶつ

かってそらでいっかいてんしました。Ｔｈａｔ ｉｓ ｂａｋｕｃｈｕ Ｉ ｗａ

ｓ～ｆａｓｔ ｔｉｍｅ ，ａｈｈｈｈ なんとか着地し、生き残れました。もう

少し広大な土地でもう一度乗ってみたいです。私は今、受験生です。I study 

every ｄａｙ、夏休みの終わりが来て、ようやく休息がとれています。そこで、

私は顧問から「１位いがいありえない」と言われプレッシャーで、プレスされそう

です。まさに文武両道とはこのことなのだと痛感しています！！引退が 10 月なの

でメッチャ長い！！水泳飽きた・・・勉強する時間がほしい・・・私は頑張ります

よー！そしてまた来る！あばよー 長々と失礼しました。( m‐‐ｍ) 

11. 2018.8.18 お世話になりました。みーみん 来週 楽しんでネ！星がキレイでし

た!    すみやん 

12. 2018.9.3 お世話になりました。朝ご飯もう少し早めになったらうれしいです。 

13. 8・24 今日で最終日です。1 日目は清里行ったり、牧場公園に行った。羊さわっ

た！！そして清泉りょうへソフトクリームを食べに行ったよ！！楽しかった三日間

ありがとう大成荘、そしてまた会いましょう！！  Ｎ・Ｊ 

14. 今日まで三日間、たくさんのことがありました。一日目は牧場公園に行って羊をさ

わったり、清泉りょうに行ったりしました。二日目は白駒荘に行って池をみに行き

ました。この三日間、とてもお世話になりました！ご飯、とてもおいしかったで

す！来年も来たいです！！  小学 5 年  

15. 今回、移動教室もふくめて 3 回目です！前回は 1 階だったのですが・・2 階です！

やっぱり楽しい思い出いっぱいです✩ ごはんおいしい、最高です。いつもありが

とう ｔｈａｎｋｓ ｙｏｕ zootopia 絵は得意分野じゃない・・・！！ 

16. 2018.9.25(火)am9：00 くもり 初利用・公共の宿を何か所か利用してきた。大成荘

の外観が素晴らしい！このたびの利用者は 3 組と知って少し寂しく思った。利用人

数が多いと朝はバイキングらしいのだが、今朝は和食。昨夕食も多彩で量も満足の

ゆくものだった。対応された方々もとても好感を覚える人たちでしたね。このリ
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レー旅日記の前冊を読んでいると皆さん又訪れたいという方がたくさんおられた。

当方もそう思った。残念なのは♨が温泉ではないこと、この地域は温泉が湧出しな

いのかな？せっかくの施設、帰宅したら我ら日野市民にこの素敵な大成荘を宣伝し

ようと思った。利用者が多ければここでお仕事されている方も張り合いがあるとい

うもの、賑やかなほうがよろしいですよね。 

17. 2018.8 月～一泊 初めて大成荘に泊まりに来ました。よろしくお願いします。楽し

くあそんでかえります。 

18. 2018.9.16 日野市民なので時には大成荘にと思ってきています。スタッフの方々が

皆ニコニコで気分よくなりますね。今回は天気イマイチでしたが星空みにまたきた

いです。 

19. 2018.9.26 （9/28～9/29）今回もお世話になりました。いつも料理がおいしく、食

べすぎてしまいます。 

20. 8 月 17 日(金) 今日は朝 9 時から白州シャトレーゼ工場に行き私は、アイスを合計

6 本！食べました。（外が意外と寒かったのですがぜんぜんいけた ww）お昼はカ

レーをアフガンで食べ、ソーセージカレーを食べてメチャうま！（でも父とケンカ

したため、そのことは家族には話しませんでした。）その後サンメドーにいって

ロープウェイにのりました。コンビニでお菓子を買いました。そしてついにやっと

大成荘にいきました。おいしい夜ごはんをいただいてねます！ 大成荘 お世話に

なりました。 

21. 8 月 18 日(土) 今日は家族とまきば公園にいってから、ここ大成荘に来ました。よ

るごはんを食べてから、（よるごはんとってもおいしかったです！！）屋上で星を

見ました✩目がなれてくるとたくさん見えてとってもきれいでした。ながれ星はみ

られなかったけど、その後館長がぼうえんきょうで土星を見せてくれました！(館長

ありがとうございます。)そしてもう朝だ！今日はほかのばしょに行きます。ではご

はんたべに行きます。 

22. こうへい（7）しょうがっこう 1 ねんせい このじ、きれいでしょ。 

23. 1 泊で大成荘に始めて来ました。清潔なお部屋で高原の風に吹かれてとても気持良

く過ごせました。ありがとうございました。又利用します！ 

24. 9/22 かえるときにたっきゅうとプールにいきました。ふゆにはしんのすけくんと

きます。すきーもします。 
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25. 2018 へいせい 30 ねん 9/22 にはありがとうございました。。おかげでたのしめ

ました。ありがとうございます。 

26. 2018.10.13 土 SUNNY �  ⇒CIOVDY ☁ めちゃたのしかった！ありがとうご

ざいまーす！ 

27. 10 月 8 日 自然がたくさんあってごはんもおいしくて、とても幸せな時間が過ごせ

ました。ありがとうございます。私はマンガがすきなので、エヴァンゲリオン②を

早くよみたいです。ふとんもとてもフワフワしていてとても気持ち良かったです。

朝のバイキング、とてもおいしかったです。特にさけやクロワッサン、からあげ、

ロールキャベツなどがおいしかったです。なにもかもが幸せでした。ありがとうご

ざいました。 本当にありがとうございました！！ 

28. 清潔なリネンで、ぐっすり眠れました。部屋から見える景色もステキ・・・・紅葉

の始まりで、秋が感じられました。朝夕の食事もおいしく、お風呂もゆっくり入れ

ました。あー幸せー♡♡な 2 日間でした。 また、来たいです～と高１・中 2・小５

の５人で話しました。ありがとうございました。 

29. とっても、ゆっくりすごせました。 静かで、TV もないので子供達も早く寝てく

れて、うれしかったです。食事もとてもおいしく、お部屋もきれいで大満足でした。 

30. 2018.10.2  また来ました。明日仕事が終わったら清泉寮に行ってソフトクリーム

食べて、チーズ買って帰りの SA で買い食いして帰ります。大成荘で夕食が食べら

れなかったのが残念です。もう少し早く来られれば食べられたのに・・・何か食べ

ることばっかやな！ 年 2 回来ています。次回は 6 月か 7 月 また来ます。 

31. 8・25(土) 4 人で大成荘に来るのは初めてだけど、5 年生の八ヶ岳移動教室できて

いたのでどこにながあるかがだいたい分かりました。そのおかげでみんなリラック

スして泊まれたのでとても幸せな夏休みの最終日になりました。また、４人でいっ

しょに泊まりたいです。 

32. 30.8.27  大成荘！！ 大成荘には、私たちが小さいころ６才ぐらいから（今は、

２２才と２３才）お世話になっています。あれからかわらぬすがたで、そして、な

つかしかったです。ありがとー💜♡ おんせんも気持ちよかったです。こんどは、

いつこれるかな？ 楽しみです。ありがとうございました。 

33. 本日、ワレワレハーOO 時に此処ヲ出発シ美しの森へ出発シタ。そして牛首山へ歩

いた。大成荘から山頂まではおよそ 6～7 時間。足が少し疲れたが美しい自然の風
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景に体力が 10000Ｐｈ復活。 最高のパノラマ！  2018 年 9 月 

34. 8/26 リピーターです。ゆっくりさせてもらいました。食事もおいしくいただきま

した。ありがとうございました。 

35. 9/8 楽しい一日でした。 ありがとうございます！ 

36. しばいで～す。！ しばたーで～す！ とっても楽しかった！ (2 日間) 

37. お願いと感謝 お願いはもっと卓球台を増やしてください。おねがいします。その

他は最高！！ 

38. 2018.10.7(日) （おだまき）日野から来ました。家族で来ました。夏休み家族の予

定が合わなくて旅行にも行けず、やっと今１泊だけど大成荘に来ることができまし

た。とつぜんの計画でラッキーなことにキャンセルがあって泊まることができまし

た。みんなでたっ球して、おふろに入りこれから夕食です。楽しみ！！ 

39. いつ来ても清潔で、食事も美味しく、何よりスタッフの皆様が親切、いつも、あり

がとうございます。次はスキーシーズンに来ます。沢山雪が降りますように！！

2018・10・7(日)／10・8（月） 

40. ボーイスカウトで～す！みなさん Hey！SEY！Ｊｕｍｐ LOVE ですよね～💛今日

は井首山に登りました。山ありたにあり川あり！つらかった～ みなさんもぜひ

登ってみてね～「やばいぞ」ボーイスカウトは 1 年生～大人までさんかできます！

他にもクリスマス会やキャンプハイキング、もちつきなどなど、いろいろあります。

ぜひ、ボーイスカウトに入ってみてください！（女の子もいるよ♡）ちなみに女子

が書いています！まずは、『ボーイスカウト』で検索してね！まってま～す！！ 

41. 今日は 7 年ぶりに家族でとまりました。1 日とっても楽しかったです。私は家族で

は 7 年ぶりだったけど学校で来たから 1 年ぶりでーす。ソフトクリームおいしかっ

た♪♬！ 

42. 2018.10.7.(土) 天候にも恵まれ充実した本日となりました。いつも大成荘のスタッ

フさんは気持ち良い対応をしていただき、ありがとうございます。又、利用させて

いただきますので、よろしくお願い致します。 10/7 

43. たのしかった！ 何よりごはんがめっちゃおいし～い しかもあさごはん、バイキ

ングだし！！今日は清里テラスに行くのたのしみ！ ありがとうございました。 

44. 2018.8.17 一度、来たことありますが・・・ やっぱり！ がいけんがかわいい

です！！ あと部屋からの景色も最＆高！ これから 2 泊お世話になります！日野
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からきました！とーってもすずしかったです！ながそででいいぐらい！ 夜のバー

ベキュー楽しみです！そば、はちみつ、ソフトクリームがすっごくおいしかった。

どりゅうの滝が迫力あって良かったです。自撮りすると滝が白すぎて・・・まっ

黒！ でも天気良くてキレイでした。ＢＢＱも楽しかった！最初は火をつけるのに

苦戦しました～！！ 中 1 姉ちゃん 日野市 

45.  10 月 13 日 キープまつりすごいたのしかったよ。 さむーい カチ―ン ポー  

ル・ラッシュはかせのこともしれてすごく楽しい 1 日だったなあ おふろもすごく

きもちよかった、たっきゅうも楽しかったけどぜんぶ負けちゃった。でもす

ごーーーく楽しいいちにちでした。❀ たかはた小 3 年生 はるで～す。 バイバ

～～イ 

46. Ｏｃｔｏｂａｒ20 今年も大成荘に来られてとても幸せです。毎年こないと発作

がおこりそうなくらい毎年楽しみで大好きです。 

47. 2018 年 10 月 27 日(土)～2018 年 10 月 28 日(日)このやどにとまるのは今日で 2

回目です。このやどのたのしかったところはおんせんです。なぜかというと、ひ

ろくて、スペースをかんがえてるなあと思いました。(広さ)  後ごはんも朝ご

はんもとてもおいしかったです。やっぱり、とまるって、あっというまの時間な

んだあと思いました。また、このりょかんにきたいです。 

48. 10 月 28 日(日) 2018 ねん とまってこれで 2 かいめです。ここのりょかんはと

てもいいところでした。とてもたのしかったです。またきたいです。 

49. 11/3(土) 2018 ここの宿にとまるのは、2 回目です。いとこと、ばぁばとじぃじ

と来て楽しかったです。とくに卓球が楽しかったです。夜ごはんがごうかでおいし

かったです。東京都から来たのですこしとおかった。また何回も来たいです。今度

はバドミントンなどもしてみたいと思いました。しぜんがいっぱいで、とてもきれ

いな紅葉でした。ぜひまた来たいです！！ カメ虫こわかった 

50. 2018.10.29 一泊 日野市在住の夫 79 才妻 74 才の夫婦 大成荘のスタッフの皆

様には完璧なサービスをしていただき大変お世話になりました。『リレー旅日記』

の中にある子供さん方の絵がほほえましく、絵から若さをもらうことができました。

お陰様で若返って日野へ帰ることが出来ます。日野市の大成荘の運営を担当なさっ

ている市の職員の皆様へも深くお礼申し上げる次第です。 

51. 2018.10/31(水)～11/1（木）日野市民です。初めてきました。平日で宿泊者少なく
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てもったいないなあと思いました。食事も美味しく、とても良かったです。お世

話に成りました。 

52.  2018.10.26(金) 日野、8：15 出 朝ドラまんぷく 北八ヶ岳 ロープウェイ 

ハイマツの森 坪庭 11：15 着 ロープウェイに乗り坪庭まで上昇(7 分) 黒

い石がこんもり。ミニチュアの世界みたい。12：00 横岳のルートへ 13：00

北横岳山頂着！！風がとても強いので、たいへんだった。しかし！！！この山

が目の前に立っておりすばらしき。ボーっと生きてんじゃねえーよ！！ばたん

キューで大成荘に来ました。ばたんキュー寝。 

53.  今、夜中 1：30 目覚めたので東の空を見るとオリオン座が見事に見ゆ、他の

星も、名未詳  このような星空を見たのもン十年ぶり。南のまどから満月

が・・・ 但し、少し雲が出てきた。 10-22-‘18 

54.  2018 年 10/27(土) Ｔ.Ｔ（10）（色々まちがえてスミマセン）今日は八ヶ岳リ

ゾートアウトレットに午前行きました～！パズルや人形を買ってもらい、すっ

ごくうれしかったです。午後には八ヶ岳ふれあい公園と滝沢牧場に行きました。

その後、やっと大成荘～！というかんじが今日のルートです。 大成荘もう 5

回くらい行っているけど、いつ来てもおふろもサイコーでご飯もいつもサイ

コーです！！ご飯を食べた後にバドミントンを姉とやってラリーが続かなくな

ると笑ってばかりでした。大成荘また行きたいです！ 

55.  ｍｕデス！ 2018 年 10/27(土) T.M（12）今日はアウトレットで、パズルを

買ってもらいました。450 ピースのです！パズル好きなのですごくうれしかっ

たです。家かえってやりたいと思います！そして八ヶ岳ふれあい公園とてもさ

むかったけど紅葉がきれいでした！そこにある湖は前は天然のスケート場だっ

たそうです！（ビックリ）そして滝沢牧場カボチャがいっぱい！もうすぐハロ

ウィンだなぁと思いました～！そして大成荘！！いつきても最高！！ご飯も、

お風呂も最高です！バドミントンもやって楽しかったです！ぜひこんどは、冬、

スキーのあとに来たいと思います！ 1 年前八ヶ岳移動教室の時はお世話にな

りました。（六小です）クラスのみんな大成荘最高だったと言っていました！ 

        （このノートに友達のが書いてあってビックリ！！） 

56.  2018 年 11/3（土）ゆい（小五）今日は入かさ山にのぼりました！とちゅうス

ベッテしまい、とてもびっくりしました。つかれて来た大成荘！いつきてもキ
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レイだなぁ～。今年の 5 月は大成荘に来ました。五小です。たのしかったです。

キャンプファイヤーとか。雨がふったのが少しざんねんだったけど、楽しかっ

たし OK また来ます！ ありがとうございます。 

57. 

 


