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平成 31 年 2 月～31 年 5 月 

（順不同。用字については原文のままとしました。） 

 

1. 2/10 いつもお世話になっています。

幼稚園の頃から何回も大成荘に来て

います。来年は大学受験がひかえて

います、受験が終わったらまた来ま

す。マクラもこもこで気持ち良かっ

たです！どこでかったんですか？ 

2. 2019 年 2 月 18 日―21 日 2016 年の 2

月から 4 年間お世話になりました。とても良

い所で、楽しく過ごす事ができました。また

来たいと思える場所です。4 年間ありがとう

ございました。 

3.  清泉寮ですてきなお土産Ｇｅｔ！雪景色の大成荘もきれいでゆったりできまし

た。また、夏に来ます♪ ROCK 

4.  2/18 サークルの皆と泊まりに来ました。 

5.  2019.3 月 9.10 日（土・日）スキーの帰りに来ました。フロントの方もやさし

く、とてもいい思い出となりました。何度か来ていますが、この部屋は初めて

でした。とてもきれいで、居心地が良くすごくねむくなりました。もう自分の

家みたいにくつろがせていただきました！！（笑）また来ます！！ HAPPY 

   ごはんとてもおいしかったです！ 

6.  大成荘のみなさん 9.10 日本当にありがとうございました！！気持ちの良い対

応がどの宿泊施設よりもいいと思いました！！ 

7.  31.2.9 初めて大成荘 雪がふってたけどもつもらなかった。星はうっすらと

みえた明日はスキーたのしみ。5 年生で行くまえにこれてよかったです。 
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8.   
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9.  すてきな大人になれるおまじない。スタイルがよくなる！ 白い紙に自分の名

前を書いて折りたたんで、一晩靴の中に入れておこう。朝、取り出して靴をはけ       

  ば将来、望みどおりのスタイルに！ 

すてきな結婚ができる！ キャンディーをコップの中に入れて 2～3 回軽く振

ろう。その後食べると、あなたの願い事が叶うよ！（ピアニストになりたい・

サッカー選手になりたいなど） たのしかったよ！！！！！ ありがとう！ 

   これで 3 日回目！ 

10.  恋にぴったりのおまじない 気になるコと仲よくなれる！ 小さな紙に  

マークを描いて、中に気になるコとあなたの名前を書こう。いつも持ち歩くと 

   仲よくなれるよ！もっと仲良くなりたいときは積極的に遊びにさそうといいか       

   も！ 男の子にモテるようになる！ 黄色の折り紙を星の形に切ってね。一番 

   好きな本の間にはさんで一週間置いておくとモテモテに！   

   ＊もともとモテない人はこうかがないかも・・・・・！ 

   理想の男のコが現れる！ 月のきれいな夜に窓辺に立ち「月の女神よ私を理想 

   のカレにめぐり合わせてください。」と唱えてみよう、理想のコとめぐり会え 

   るよ！  ポイント、顔や体形などを想像するといいよ！ 

   かわいい女のコになれる！ 自分がなりたいと思う理想の姿を想像してね。 

   これを朝と夜の 2 回ずつ毎日続けると、理想の姿にグンと近づくよ！ 

   自分で努力するのもいいよ！！ よかったらやってください！！ 

11.  パンはパンでもてつでできているパンは？ 

12.  友だち運アップのおまじない 友だちと仲直りできる 水色のおりがみのまん

中に仲直りしたいコの名前を書いてね。そうしたら丸めて赤いリボンで結ぼ

う。 後はカバンに入れておけばいいよ！ 心友ができる 自分の写真の 

   上にリンゴの絵のついたカードをのせよう。そのまま 1 日おいておけばバッチ     

   リ！ （リンゴの絵は自分で描いても OK！） 新しい友達ができる！  

   トランプの♣（クラブ）の 8 のカードを本や手帳の間にはさんでおくと新 

しい友達との出会いがあるかも・・・  苦手なコと仲よくできる！  

   消しゴムの先に苦手なコの名前を小さく書こう。書いた名前が消えてなくなる 

   ころには仲よしに。＊女の子向けです。（男の子もいい） 

13.  心理テスト あなたは勇気がある？ ある夜ピーターパンが要請のティン
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カーベルをつれて、ウェンディーの部屋へやってきたよ。そしてネパーラン

ドへの冒険の旅に出発。あなたは 3 人のうちだれになってみたい？ 

   ① ピーターパン  ②ウェンディー ③ティンカーベル 

  （最後にはんたいにしてかいてあるよ。選んだら見てね！） 

① 勇気 100％とってもゆうきがあるあなた新しいことにもどんどん挑戦する 

タイプ！  

② 勇気 75％友達と一緒になら勇気を出せるね。 

③ 勇気 50％勇気が出るまで時間がかかるかも。友達に引っ張ってもらえばでき

るタイプ 

14.  シャトレーゼスキーじょう→大せいそう 温泉 最高  ごはん おいしい 

バドミントン、たっきゅうたのしい けしき キレイ 帰る→いやだ～ 

15.  こんにちは。今回は３月２４日にとまりました。さいしょはスキー場に 

行って、そのあとたいせそうにいって、バドミントンなどしました。たのし

かったです。またきます。 

16.  2019.5.4（土） 改元の１０連休。そろそろ家路へ・・・・という人も多い中、

大成荘へ！ 今回もボリューミーで美味しい、お夕食！ お風呂は“菖蒲湯”

明日、帰宅したら我が家も菖蒲を買わなくては！！ 本日は「名水公園べるが」 

   でバームクーヘン作り。とても楽しく、貴重な体験が出来ました。その後、

シャトレーゼ白州工場見学し、アイスの食べ放題。明日はパノラマの湯へつか

り、お決まりの清泉寮へ。まきば公園にも寄りたいけど、中央道の渋滞が気に

なるので、いかがかな・・・・。大成荘スタッフの皆様、今回もお世話になり

ました。日々の仕事を頑張り、また癒されに来ますので、宜しくお願い致しま

す。 

17.  こんにちは きょうは２月２３日土ようびです。きょうはここにとまります。

へやにはいったらとてもあたたかいくうきがすえました。 

18.  2019 4/3～6 大成荘の方には、１０回以上お世話になっています。いつ来

てもすごく落ち着きます。いつもありがとうございます。また来ます。 

19.  このりょかんにきてから 2 かいめです。はいじのむらはすごくたのしくしあ

わせですよ  みなさんもいってみてください。しんいちねんせい  
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20.  2019.4.29 平成最後、GW１０連休 ３日目 大成荘は２回目の利用になりま

す。（中央道で）八王子→韮崎まできてハイジの村へ。ハイジの村は花がとて

もキレイで大好きな場所です。１日目は午前中が移動で終わったので、その他

はどこにも行けずに終了。２日目は、まきば公園→八ヶ岳倶楽部→道の駅南き

よさと→もえぎの村 まきば公園は寒くて３０分もいられなかった・・・八ヶ

岳倶楽部のフルーツティーはとても美味でした。道の駅 南きよさとは鯉のぼ

りがとてもきれいでした。もえぎの村はメーリーゴーランドで子供のテンショ

ンもあがります。明日は長坂 IC 近くのスーパー「オギノ」で地酒を買って帰

る予定です。「オギノ」は大成荘より車で２０分程で行けて、何でもそろいま

す。＊子供服を忘れてしまい、一式買いました。とても安くて、助かりました。 

21.  2019.4.27（土）初めての利用です。春だけど、小雪ちらついた寒い日。代わ

りにとても空がキレイ！ 創造以上にしょうしゃな建物、おいしい食事、親切

なスタッフの方々。今まで利用してなかったのがもったいない！！と思いまし

た。 

22.  ２０１９年（令和元年）５月 6 日 今回初めて家族 4 人で利用しました。食

事もとてもおいしく、スタッフの方々にも親切にしていただきました。 泊

まった日がこどもの日ということもあり鯉のぼりと兜の飾り、お風呂には菖湯

が入っていました。とても気分よく過ごすことができ大満足です。次は夏に利

用したいと思っています。ありがとうございました。☺ 

23.  2019.3/2～3/3 この宿には、４回来たことがあります。私は、卓球ができる

こと、対応してくれる人たちがやさしい所、あと、夜空がきれいな所が特に好

きです。ねながら空が見えるので、とても落ち着きます！ご飯は春のメニュー

を食べました。ボリュームたっぷりでごうかでおいしかったです。私は、きゅ

うりがすごかったです。おふろのあと、卓球をしました。私はけっこう強かっ

たです（笑）また、絶対来ます  接客してくれたみなさん、ありがとうござ

いました！！ I LOVE SNOW 

24.  とてもいい景色でした。また、５月に林かん学校で娘が来ます。どうぞよろ

しく、また来たいです。  ４月７日 ８時  

25.  ごはんがおいしかったです。たくさんたべました。とくに、にくじゃががお

いしいでした。ごちそうさまでした。おせわになりました。 
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26.  平成 31 年 4 月 30 日 八ヶ岳、牛首山まで登りました。雪と氷、樹氷は初め

て見ました。自然の美しさと雄大さと達成感。また、28 日には「彩雲」と平

成の最後に初づくし、令和になっても頑張れそう！大成荘のスタッフの方々に

はささいな困ったことがあるとよくよく対応頂き感謝しています。笑顔での対

応でいやされ、ゆったり安心して過ごさせて頂きました。しっかり装備して赤

岳に挑んでみたい！  

27.  R-1 5/1 改元初 宿泊客。ごはん食べて美味しいワイン飲んで、お風呂に

入ったらフカフカのふとんがしいてあってサイコ－ 

28．  平成が終わろうとしているこの時期に一泊でしたが、ゆったりとぜいたくな

時間を過ごさせていただきました。 途中、日野市内では終わった満開の桜を

見る事が出来幸せでした。お世話さまになり厚くお礼申し上げます。H31.4.20                      

29． 令和 1 年（2019）5 月 3 日～5 月 4 日 のぎく わたしは、たいせいそうに来

たのが、これで 6 回ぐらいです。わたしは、日野市で暮らしていて、小５です。

わたしは、今月末に学校のしゅうがくりょ行で、またお世わになるので、よろ

しくお願いします。わたしのたん任の先生が近くにある府中の宿よりこっちの

たいせいそうのほうがすごいと言っていました。1 年ぶりにきてやっぱたいせ

いそうはすごいなあと思いました。よるごはんでは、ごうかなごはんでとても

びっくりしました。わたしが、１番好んだのが、トマトのなべみたいのと、タ

コのつみれがとってもおいしかったです。こんな、ごうかなのに金がくが安く

てびっくりしました。たいせいそうの夜ごはんどれも全部おいしかったです。 

朝ごはんは、バイキングで、わたしが好きなおかゆなどがでて、すごかったで

す。わたしは、たいせいそうに来て、とっても楽しかったです。ありがとうご

ざいました。 

30．  ５/４ あさごはんもよるごはんもおいしかったです。はなびはきれいでし

た。ありがとうございました。 

31．  ３/２３~２４ 姉：10 年ぶりに来ました。来てみると色々思い出すもので

すね。 弟１：1 年前にも来ました。すごいです。 弟２：7 年前に来ました。

おわり。 母：子供達がお世話になりました。それぞれ楽しい思い出があるよ

うです。 父：子供達が来た話を聞いていて、楽しそうだなと思いやっと来れ

ました。 全：のんびりできて、おいしいごはんを食べられて大満足です。ス
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タッフの方々とても親切で良かったです。また来たいと思いました。 

32．  ５/２～５/３ 令和になって、初めての家族旅行！ 大成荘はおふろもご飯

もじゅうじつしていてすごく楽しかったです！ また、家族とこれるか分から

ないけど、また行きたいです。楽しかった！ 

33． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34．  ５/３ 令和です！！  今年の大成荘も料理がおいしく最高でした！！ 

萌木の村のセグウェイ楽しかった。 

35．  ごはんもぜんぶかんぺきです。 

36．  清里の森で、家族 5 人初めてパークゴルフをしました！なかなかホールに入

らず、でも、年齢関係なく楽しめるので良かったですよ！（5 才児は途中で飽

きちゃいましたが、近くに遊具（すべりだい等）あるので） 今日は清里テラ

スにパノラマリフトを使っていってきます。晴れてるから景色がきれいだとい

いな  また大成荘きたいです。ありがとうございました。 

37． たのしー！！ 

38．  ごはんおいしいです。 

39．  3 月 30 日～31 日 今日は久しぶりに大成荘に来ました。星を見るのを楽し

みにしていましたが、今日はあいにくの雨で悲しいです。 大成荘に到着して

からこの日記を見ていたら 3 ページ目に自分が書いた文があってびっくりしま
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した。前回も雨が降っていたので、明日は晴れてほしいです。  

40．  UNO をしました！！テレビがなくても楽しめました。負けた私はお父さん

の肩を 250 回もみました…。くもっていて星があまり見えず残念でした。 

41．  こんにちは グノーティ セアウトン 汝自身を知れ 

42．  2019.4.20 毎年、今ぐらいの時期に利用させて頂いている日野市民です。4

月 20 日は結婚記念日。それに合わせて、一年に一回という感じです。高校生

と中学生の娘と 4 人、毎回静かな所、おいしい食事、お世話になります。何度

も来ているのでほとんどは行っているのですが、今回はちょこちょこ見させて

いただいています。「現地新着情報」の情報から「おいしい学校」で、桜を見

ながら癒されてこようと思っています。←まだ行ったことないので！！ あと

は娘が好きな「いちご」狩りに八ヶ岳フルーツ農園に行ってきます。甲府では

なく、清里でイチゴ狩りするところがいいでしょ！！平成最後の旅行！  程

久保在住のご家族様 

43．  今年も泊まらせていただきました！上 2 人の家族です。今年の晩ご飯は、と

ても美味しくて残したくないという気持ちから最後になってしまったのですが、

嫌な顔 1 つせず対応していただきました。ありがとうございます。そして毎年

やっているバドミントンもなんだか上達したように思います。（笑） 

44．  新学期が始まり、2 週間ほど過ぎました。新しい環境に少し疲れた時に大成

荘に来ることが出来、心身共にリフレッシュできたと思います。10 連休まで

あとひと頑張りです。大成荘のみなさま、今日もいろいろとありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


