
 - 1 -

 

 

 

                        令和 1 年 5 月～令和 1 年 8 月 

（順不同。用字については原文のままとしました。）  

1. 大成荘の皆様ありがとうございま

した！！ 温泉もごはんもふとんもとっ

ても良かったです。けしきももちろん良

かったです。令和元年 7 月 14 日より 

217 おだまき  

2. ソフトクリームがすごくよかった

です！ 1 日がんばったから たいせい

そうでやすむととてもいいです。  

3. 大成荘は、怖い所かと思っていました。もう帰りたいと思っていたら、みんなと楽

しく とても楽しい 2 日間すごすことができました！！また来たいなぁ～とおもい

ます。 

4. 仲良しのファミリーと旅行に来ました。4 組 13 名でワイワイ楽しく過ごした 2 日

間。いつかきっと子供たちが大人になった時も大成荘をなつかしく思い、また皆ん

で来れると良いなと思いました。こんな施設のある日野市は最高！！ 

5. 2回目の大成荘♡ とても楽しみにしてました。安くて、近くて、気軽に来れるので

とてもうれしいです♡安心して泊まれるのは大成荘のみなさんのおかげです♡ あり

がとうございます。毎年来れたらいいなあ～♡ 

6. 初めての山梨旅行☆おいしいソフトクリームに、おいしいカレー☺幸せイッパイ♡

また、ぜひみんなで来たいです。☺ 

7. 令和元年五月十六日 ☼ 昨日より、一泊二日で大成荘さんにお世話になっており

ます。とてもすてきな施設で安心してすごすことが出来ました。子供達もケガ、病

気等なく無事に帰りの行程に移れそうです。元号も新しくなり、時代が変化する中

で、このような体験を通し、子供達が少しずつ何かを体得していってくれると嬉し

いなと思っています。美しい自然、都会では感じることのない空気感、牧場体験等

から何かしら学ぶことがあると大人になった時、感性の豊かな人間になるのではな

いかなと感じました。また、こちらも子供達から多く学び刺激をうけ、大成荘さん
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からの厚いおもてなしにも感謝しています。ありがとうございました。引率看護師 

8. 令和元年 5月 24日 保健室に備えつけのティッシュなくまりましたので補充して

頂けるとありがたいです。 

9. 令和元年 7 月 13 日 天気 ☼→☔ はじめて、ここにとまりましたがとてもサイ

コーでした。また次回行けたらまた行きたいです。きょうは天ねん水の工場見学し

ました。これも楽しかったです。星ぞらをみたかったな～。 

10. 3 月 28 日 とまたひりなより たいせいそうへ たいせいそうすき♡ たのしくて

おもしろくいよ、たのしかったですたいせいそう。 

11. 31 年 3 月 30 日～4 月 1 日の 2 泊しました。 ごはん、おいしかった！！ 

12. 4/1（月）卓球、楽しかったです。トランプ楽しかった。新しい年号発表たのし

み！！ 

13. 小 5 しの P（あだ名） 4 月 6 日 9：35 最高♡の景色ですなあ。 また来る！！ 

14. 平成 31（2019）年４月２８日から４発２９日 月曜日の１泊しました。私は東京

都日野市から来ました。年れいは 9 さいの小学 4 年生です。本当は 5 年にまた学校

でたいせいそうにくるんですけど、その前にいきたいなと思っていました。けど予

想以上にごはんもおいしくて、うれしかったです。 

15. 私のなまえは木下 です。私には弟と妹もいる下は妹のえです。へたで申しわけあ

りません。 

16. 5月 26日 たいせいそうにはじめてきました。ドキドキしました。でもすぐになれ

てきました。あさごはんもおいしかったです。たくさんおかわりしました。たのし

かったです。またきたいです。 

17. ありがとうございます。 

18. 2019.6.13 子供の移動教室のつきそいで初めて来ました。うちの子は心臓に病気

があるので運動に制限もあるし移動教室もどうしようかと思っていたのですが、本

人が行く気でいたので担当医に相談して来たのですが支配人さんを初めみなさんと

ても親切で一人で泊まりですが夜子供と一緒なのを話したら、ふとんを 2 人分しい

てくれました。万が一の事を考えて夜中発作を起こした時の対応も話して救急車を

呼ぶ場合の説明もしてくれました。本当にみなさんには感謝です。また、家族で来

たいと思います。ありがとうございました。 
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19.  

20.  2019.7/19～20 2～3 年ぶりの来訪でした。今回は弾丸旅だったためあまりゆっ 

くり満喫できませんでしたが（卓球できなかった 涙）相変わらずの美味しいゴ

ハン、温かいスタッフの皆様のおかげでとても素敵な旅となりました。今回はソフ

トクリームとアルパカを堪能して日野に帰ります。ありがとう大成荘、また会う日

まで！ 歌う日野市民 

21. 
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22.  2019.5.11～12 初めて泊まった時は、１番上の子がお腹にいる時でした。 

   その子も今では 11 歳になり去年は移動教室でお世話になりました。その移動教室 

   の時の部屋に今回案内され、思い出話に花が咲きました。子どもたちも楽しく   

   すごし、お腹いっぱい食べ大満足の様子。また、遊びに来ます。  さとちー 

   北杜市全域で停電があり、もちろんここも……  おもしろい体験でした。 

23.  2019.5.25 毎年、家族で 5 月下旬に利用しています。今年は 7 才・5 才・3 才を

連れてトーマスランドに寄ってから大成荘に来ました。また、来ます。女子風呂の



 - 5 -

ボイラーだけ直しといてください！！ さむかった！！（風呂の循環器が故障して

いて、スイッチを入れたのが 2 時。入浴を４時からにしていただいた。） 

24.  2019 年 6 月 17 日（月） スタッフの皆様へ 心のこもったおもてなしありがと

うございます。心より感謝しております。又、お世話になろうと思っています。 

   その時はよろしくお願い致します。  6/17 8：55 

25.  2019 年 7 月 13 日 あー朝ごはん おいしかった♡ 

26.  令和 6 月 1 日 祖父母と墓参りに来たので泊まりました。墓は高遠にあります。

あさってからは移動教室です。ここへまた泊まります。朝食と夕食がおいしかった

です。 

27.  6/9 今かいもたっきゅうをしました。とてもたのしかったです。いつもありがと

うございます。 

28.  2019.5.5 こどもの日 今日は久しぶりに大成荘に泊まりに来ました。小5のとき

移動教室で 1 回来たことがあるけど、今日来てみたら全然覚えていませんでした。

（笑）夜ごはんはとても美味しかったです！おふろは少し熱くてすぐにでてしまい

ましたがしょうぶ湯が気持ちよかったです。キースへリング美術館にも行きました。

また利用したいと思います。 202 号室 青木 

29.  5.1（水） きょう、たっきゅうをしました。たのしかったです。 

30.  令和元年 五月五日 日野市より 十連休の後半ですが高速道路は流れていまし

た。サービスエリアも混雑なし。朝は少し冷えるので上着があると良い。夕食のト

マト鍋が美味しかった。年越しの宿泊も当たりますように。 たかこ 

31.  令和元年 5 月 6 日 日野市 今回で 5 回目の宿泊となります。子どもたち 3 人が

移動教室でお世話になりました。親も一度体験したいと思ったのが 1 回目でした。

退職したので、混んでいない時を見つけて利用しようと思います。料理がうまい。

また、秋あたりにお世話になる予定です。 

32.  6/29 と 6/30 きょうはあめがふって、きりがでていました。やまみちをとことこ

といいながらのぼっています。こんなにうえだとおもっていませんでした。 

33.  さくらんぼがりにいきました。じゅくしてないのが多かったけど、おいしのがた

くさんありました。 

34.  6 月 9 日（日） 今回はじめてきました。ほんらいはさくらんぼがりにきたのです

が、「とまりがいいよね。」ということでとまりました。ごはんもおいしくて、たっ

きゅうなど、すごくたのしかったです。夜空もとてもきれいでした。来年またきま
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す。 ありがとうございました。 また、来ます。 

 

35.  令和元年 6 月 8 日～9 日 初めての利用です。日野に住んでいながら今まで利用し

たことがなく子供達をさくらんぼ狩りに連れてきたので、利用させていただきまし

た。価格もリーズナブル、食事もおいしい！タイミングが良かったのかお風呂も貸

し切り状態で入れ、子供達は卓球やバドミントンでずっと遊んでいました。洗濯や

乾燥、洗剤までもが無料で満足です。スタッフの方々の対応やあいさつも気持ちい

いものでした。また利用させていただきます。 

36.  皆様の親切な心が何ごとも楽しく日々楽しい旅が子供も楽しく一同喜んでいます。

ありがとうございました。又、来ましすのでよろしく。一同より 

   皆様もお元気で、ありがとうございました。 

37.  おじいちゃん、おばあちゃん。おとうさん、おかあさん、わたしの５人で来まし

た。来年はいどう教室で来ます。楽しみです。 よろしくおねがいします。 

38.  3 さい 2019 年 8 月 5 日 みわ 3 さい ほのか はなびがたのしかった。 
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   はなび びじゅつかん 

39.  令和元年 8/5 2019 チェックイン前にトンボ玉を作ったり、キース・へリング 

   美じゅつ館に行きました。大成荘に着いたあともすごく楽しかったです。ごはんも

おいしいし、おふとんもふかふかでした。またとまりにいきます！！ 

40.  見つけたのは一ばんぼし ☆ とんでみたいなあ～ すごい！！ 

41.  8.2 景色がとてもきれいだった！！ おみやげたくさん 

42． ♡大成荘♡ 7/26 ベルガにいきました。川あそびをたのしみました。大せいそう 

にかえってきてかぞくでたっきゅうをしました。あついおふろにはいりました。ご

はんをたべてえびふらいがすきで、ごはんにえびふらいがあったからうれしかった

です。 

43.  7/26 シャトレーゼ白州工場見学に行きました。たくさんアイスクリームを食べ

てすごくおいしかったです。アイスを食べながらこうていを見れてたのしめました。

お出かけからもどってきてお風呂とご飯を食べたり、はいったりしました。お風呂

は温かくて、ご飯はおいしかったので最高でした。 来年も来ます。ありがとうご

ざいました。 

44.  ありがとうございました！ 

45.  令和元年 7 月 31 日 70 才のジジと 69 才のババでこの広い部屋 2 人だけで泊まり

ました。テレビがなくて、暇でした。ｗｉｆｉもなくてヒマでした。ラジオを持っ

てきたので、雑音の混ざるＮＨＫを聴いていました。夜は 9 時に寝て朝 6 時迄。よ

く寝ました。部屋でラジオ体操しました。 

46.  令和元年 8 月 1 日 ばあばとじいじと来ました。私は小学校の時にここに来たの

で 2 回目です。あの頃と変わらないこの建物になつかしく、嬉しくなりました。テ

レビもｗｉｆｉもなく、なんて不便なんだと思いましたが卓球したり話して楽し

かったです。夏１番のババジジの旅行１日目サイコー！！明日もたのしむぞ☆ 

皆、虫に気をつけて！！ 

47.  元年 ８月１日 テレビ ナシ ラジオモナシ 無シーン サビシイ～ 

48.  大成荘楽しかったです。ごはんのデザートが甘かったです。おふろも温かかった

です。朝のバイキングでは大すきなパンを食べてその後、たっきゅうをしてトーナ

メントで 3 位だったのでうれしかったです。 

49.  2019.7/30～8/1 山のけしきが見えて、すごくきれいです。フィールドバレエを

みました。 すごかった！！ えんもく：ねむれる森の美女 
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50.  2019 8.4～6 102やまはぎ（1日目）私はまいねんきているのですが、今回はい

ろいろあってわくわくしました。そのりゆうは去年は車がプリウスだったのですが、

今年は「ベンツ」だからで～す！！もう一つはひさしぶりだからで～す。でも今年

はジイジとバアバときました！！大成荘にくる前にいっぱいお出かけしました！！

あまくてのうこうであじがこいスキなソフトクリームをたべました！つめたかった

です！！夜ごはんにはハンバーグ、カレーなどいろいろでした！！おいしかったで

す！！とくにカレーです！！あとは 1 かいにあるピアノをひかせてもらいました～

♡ おふろさいこう― 大成荘さいこう～ いきかえる～ 

  2019.8.4～6 （2 日目） 朝ぶろきもちい～ 

51.  2019.8/5～8/7 3日間 お世話になります！ 1日目では「三分一湧水」に行きそ

ばなどを食べました。大成荘のご飯はおさしみなどたくさんの料理がでました！！

私たちは毎年大成荘に来ていますがいつ来ても料理はすごくおいしいです！！☆ 

夜 9：00 頃にはバドミントンをしました、とてもたのしく運動できてよかったです。

二日目は神社に行ったりしました！朝ご飯のバイキングではとてもおいしく、バラ

ンスのよい食事をとることができました！あっというまに二日間がたってしまいま

した。大成荘ではとても楽しく生活することができました。来年も来たいなと思っ

ています。 

52.  7.28 日曜日 7.29 月曜日 7.30 火曜日 この宿にとまるのは、2 回目です。一番

たのしかったのはたっきゅうです。バドミントンも楽しかったです。東京の日野市

から来たのですこしとおかったです。食事は朝はバイキングで美味しかったです。

夜もごうかで美味しかったです。今度はもっとバドミントンやたっきゅうをやりた

いです。 

53.  7.30 これまで 2 回目です。たっきゅうとバトミントンをしました！わたしは２

回男お風ろにはいりました。わたしは１回お風ろにはいりました。お風ろにジェッ

トバスがあってとても気もちよかったです。朝ごはん、夜ごはんはとってもごうか

でした。とってもおいしかったです。朝ごはんはバイキングでおいしかったです。 

54.  バトミントンとたっきゅうがたのしかったし、おふろもきれいだったしよるはご

はんがごうかでした。また、行きたいとおもいました。 7 さい 吉村星璃奈 

55.  ２０１９ 7/26（金） ホテルの前のさんそうが２年前のセカンドスクールでし

た。 

56.  ２０１９年８月６日 私は初めて来ました。とても良い所です。お風呂は少しぬ
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るかったです。私のような足の悪い人は体を洗うのに、すわることが出来ず、立っ

て洗いました。ゆぶねから出て来たら机が有りました、いつでも使える様に中に入

れてもらってたら立って洗う事もなかったのにと思いちょっと残念でした。でも食

事も、係の皆様もとても良くしていただきうれしかったです。又、来たいです。今

日はあめ、孫達と来たので又来れると良いと思いました。皆様も身体に気を付けて

がんばってください。本当に有りがとうございました。（脱衣場には籐のイスがあ

り、足の悪い方は介護用イスを持って行ってもらう。（シルバーの方が多い）現状

を考えると 2 脚あっても良いのか検討中） 

57.  8/1～8/2 冷ぼうないんだって！ 暑い！！暑い！！お風呂キレイーで楽し

いー！！ 

58.  早朝 4 時半起床 美しの森へ きれいな日の出見れました。 富士山もうっすら

（幻想的）足を延ばして羽衣の池まで歩いました。朝の清清しいひととき、ここは

やっぱりいいところです。赤岳もきれいに見えて、満足。 

59.  7/29 お茶がすごく、おいしかったです！！ 

60.  7/25（木）～7/27（土）1 日目はももがりをした。でもまだはやかったのか、かた

くて渋いのが多かった。今日から開いたばっかりだったらしい。その後はシャト

レーゼ。 ももがりの後すぐ予約したら OK だった♪ いつもと種類が変わってい

ておいしかった♡ お昼はキッチンハートランドへ。 もと民家で優しいおばちゃ

んたちがおもてなししてくれました！！ここはめずらしくペットＯＫ！ わんこ

ちゃんたちが後に来て、すっごくかわいかったです♡ 2 日目は松本城に行った。

初めてお城の中に入ったけど想像よりも階段が急で狭くて段差もあって、場所に

よってはちょっとすべって大変だった。でも、みはらしはすごくよかったからのぼ

れてよかった！！多国語が話せるおじさんに色々教えてもらえて楽しかった。お昼

は近くにおそば屋さんへ。なんだか有名だったみたいで、芸能人さんの色紙もいっ

ぱいあった。おそば屋さんだけどざるうどんを頼んだら、ものすごいコシでびっく

りするくらい、おいしかった。3 日目はまだどこに行くか決まっていない。でも、

台風が来ているみたいで、お天気の具合が心配だ。きょうは屋内のところに行くの

だろうか。楽しみだ。また来たい。3 日間ありがとうございました♡ 

   203 号室 佐藤 

61． 8.2 うん、最高おちつくよな～やっぱり。うん！おふろはきもちいいし、ごはん

はおいしいし楽しいなって毎回思う。こんどは、冬に行きます。楽しかったです。 
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62． 8/1 ごはんが多くて、おなかいっぱい！！オイシカッタヨ！！ 

63． とっても楽しい大成荘！！ お風呂もきもちよかったー！！ また、来たい！ 

64． 8 月 7 日 たのしかった♡ 

65． 令和元年 8.1 夏休みだからとか何とかかんとかで、八ヶ岳につれてこられました。

今夜食べ物で一番美味だと思ったのは冷ややっこデス！豆腐以上に美味しいものは

軽食の中に存在しない（と思いたい…）【ＨＩＷＡ―秘話―】宿題が終わってない

「早く家帰りたいー」とか言いながら、実はロビーでテレビを見ながらゴロゴロ

しているテヘ♪  正直早く学校がが始まってほしい…小 5 の時、八ヶ岳移動教室

があったけど。親と来るより友達と来る時の方が楽しい！！ トランプやウノ、

たーくさん遊べた！！また、友達と来たい！ そしたら大成荘の良いところ言いま

くる！多目的室では卓球が出来るし、ごはん美味しいし、晴れてると星がきれい、

ロビーでのおみやげ選び楽しいし、良いとこメッチャあると思う！！これを読んだ

人は友達に大成荘すすめてね～？ よろしくお願いします。 

66． 7/25～7/27まで さいこうのなつやすみになりそう！ちののとがりいしじょうもん

考古館にいきました。色々なことをいっぱい学ぶことができました。たっきゅうを

いっぱいれんしゅうして、うまくできるようになりました。ごはんもおいしかった

ですー。なつやすみあそぶぞー 絵小 1（６さい） 文字小 5（10 さい）202 Ｉ

ＳＩＩ（石井） ありがとうございました。 みさと 

67．  令和元年８/９（土） 昨年に続き今年も娘夫婦、家族に声を掛けてもらい夏休

み、大成荘に連れて来てもらった。 夫を亡くして 1 人の私を気遣ってくれての事

だろう。ありがたい♡ 今年は日本、何処へ行っても猛暑。ここ八ヶ岳も昨年と比

べて暑いような気がする。 夜も暑くて寝苦しかった。扇風機を一晩中まわしてし

まった。でも、空気が違うから、そこは常から離れて新鮮な気持ちになる。窓から

の風が心地よい。 昨年から孫たちの成長を感じ、変わらない大成荘に感謝の気持

ちです。来年も来れたら…。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

68．  令和元年 8 月 15 日（木） 台風が接近する中、やって来ました。支配人さんが

変わったからなのか、少し雰囲気が変わりました。フトンが変わった。 前は小雨

でも花火できたのに、今回はだめだった。ベランダでタバコを吸う人がいて悲し

かった。扇風機はあったけど、暑い。 

69．  R1.8.17 ８/１５～１７お世話になりました。左記のよう、ベランダでタバコを

吸う方、外に場所があるので残念です。 暑いので窓を開けていたのですが、閉め
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る事になってしまいました。その他は食堂の方やフロントの方、皆さん親切にして

いただき、気持ち良く過ごせました。また、よろしくお願いします。 

 

70 ．
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 71． やっぱり、大成荘は自然だよねー。だって虫とか普通に死んでるし。 大成荘の
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ごはんやっぱり「美味しい！」 夜ごはんめちゃくちゃ美味しかった！！大成荘、

エアコン無いから暑い。夜なんて特に暑い。私の部屋は「カメムシ」は出なかった

けど、怖い。卓球、結構混んでた⤵ 久しぶりに来たから、バドミントン『中』で

やってたけど、『外』になったんだと思ってびっくりした！一日しか泊まれないか

ら残念⤵ まあ、仕方ないかぁ～(~_~)。 明日は、どこ行こっかな？迷う～～。バ

イバイー！ 大成荘は自然がいっぱいだから。これ見た人、来てね。（何回も！）

じゃあね～～！ 

72．  研修できております。普段は都会でくらしているので、自然を満喫。おいしいご

飯をたべ、充実した日々を過ごすことが出来ました。（８/１０） 

73．  こんどは、やました家とキャンプしたいな。 

74．  2019 年 8 月 16 日（金）（朝） じーじとばーばと家族できました。台風 10 号が

きていて、風と雨との戦い。 夜ごはんが、おいしかったです。 卓球もやって、

卓球室のテレビをみました。昨日の夜は、「ルパンの娘」フジテレビ系を、夜 10 時

からみました。 萌木の村で、オルゴール博物館にもいきました。台風 10 号が通

り過ぎますように！！ 無事にお家につきますように！！(*^-^*) 

75．  令和元年２０１９ 8 月 9 日～10 日 あやめ 家族 3人で来ました。 

76．  ８/１１日、初日でござる。旅行に行ってもお絵描じゃ。 １２月、きりが美し

の森でソフトクリーム食べた。せいせんりょう 150 円安い。 １３火、グッバイ大

成荘。ふろがよき。 

77．  良かった。ご飯うまかったなー！最高の二日間！忘れないや！ 

78．  2019 年 ８/１７ ご飯がおいしかったよ。テレビアンテナがあったとは…。こ

れから清泉寮に行くぞ！！ 

79．  １９“８．１０ ぼくじょうにいってうまにのって、たのしかったよ。 バレエ

をみて、はなびがあがったのが、すてきでした。 がおいしかったよ。 もさ

わったよ。 

80．  とてもたのしかったです。 今回初めて、お世話になりましたが、とても行き届

いて気持ちの良い旅が出来ました。（要望として、年寄のために、部屋に簡単なイ

スを用意して頂くと嬉しかったです。） 

81．  ８・１２～１３ 一泊二日の間、おせわになりました！！私は毎年、「大成荘」

に来ています。ですが、個人荘は、初めてでした。テレビやトイレがついていると

いうことが、おどろきです。4 人で来たのですが、皆、のびのびと過ごしていまし
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た。チェックイン 10 分前にも、入れて下さり、ありがとうございました。卓球も、

オセロも楽しかったです。ありがとうございました。 

82．  ８・１２月 1 泊 2 日 3 才から、年に 2 回、今回で約 20 回くらい来ていると思

う。大成荘は、本当に過ごしやすく、料理も美味しく、卓球やバドミントンなども

楽しめ、とても楽しいです。何回来ても、あきないくらい、すごくいい宿なので、

これからもずっと、来たいです。（無理だと思うけれど、できれば「テニス」をし

たいです。できればおねがいします。）チーズフォンデュ復活！！してほしー。。 

83．  8 月 16 日 はなびがやれて楽しかったです。  

84．  R1.8.15～17 ここ数年、利用させていただいてますが、娘からノートを書くと

言いだし、成長を感じます。お世話になりました。台風とともに、家族旅行となり

ました。明日は、お天気も良さそうなので、清里テラスに足をはこぶ予定です。 

85．  ８/１３火曜日 たっきゅうやりました。楽しかったです。 

86．  8 時ぐらいはお風呂が空いてるよ。ご飯がおいしかった。 

87．  ８/１６（金） 今まで、キャンプ場でとまってたけど、今回は初めての宿にと

まれて、うれし～！です。ごはんもおいしかったし、たっきゅうも、すっごくたの

しかったです！ 

88．  2019 年８/１５ 大成荘たのしかったよ！ 1 回しかお泊りできなかったけど、

おふろが、きもちよかったな～ 

89．  R1.8.12 流星が見えた。一歳の記念の宿泊でした。ありがとうございました。 

90．  R1.8.14・15 2 日間たっきゅうをしていました。たっきゅうのあとは、おふろ

に入りました。とてもきもちよかったです。ふとんもふかふかできもちよかったで

す。またきたいです。 天気は残念でしたが、ゆったり、のんびりできました。食

事もおいしく、ボリュームもあり、大満足です。子どもたちと、卓球やトランプ、

オセロと、色々楽しめました。ありがとうございました。 スタッフの方々の対応

が丁寧で、とても過ごしやすかったです。 たっきゅうをやったあとは、あせがで

たので、おふろにはいりました。そのときのおふろは、とてもきもちよかったです。

本当にたのしかったです。ありがとうございました。 

91．  ８/１６～１７ 一泊二日の短い時間だけれど、こおこは居心地が良く、食事も

うまい！おみやげもたくさんあって、充実しました。一泊二日を過ごすことが出来

ました。それにしても、カメムシ用のガムテープなんてものがあってｗｗ しかも、

ベランダがあり、夜はきれいな星が、と思っていたけれど、あいにくの天候…。見
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たかったなぁ… でも、星が見れなくても、家族で部屋の中で、すごく楽しむこと

ができた。ありがとうございました！！ P.S ひまなときはゲームもいいけど、

ホテル内を“たんけん”してみるのも、おもしろいですよ！いがいなものを見れる

かも…！ 

92．  ８/１５（木） たっきゅうがうまくなった！夕食さいこー！ 

93．  ８/１６（金） 昨日から 1 泊しました。日野市民になってから、20 年以上経ち

ましたが、初めて、家族で利用しました。あいにくの天気でしたが、食事もおいし

く、ゆったり過ごすことができました。また、ぜひ来たいと思います。お世話にな

りました。 

94．  2019 8 月 16 日～17 日 この大成荘には、息子が小学３・４年生の頃、少年野

球に所属していた関係で、合宿ということで、一泊したことがあります。その息子

も今年４６歳になりました。その息子家族と久しぶりに、この大成荘でお世話にな

ることとなりました。 当時は、大成荘は木造でした。今のように、シャレタ造り

ではありませんでしたが、なぜか温かい、落ち着く感じがしました。正面が、階段

になっていたような記憶があります。 息子にとって、今の大成荘は初めて見るも

のです。どううつったのかわかりませんが、彼なりに感慨深いものがあると思いま

す。 実は、上の息子夫妻が山登りが好きでよく、大成荘を利用させていただいて

いるようで、今回もその山登りのスケジュールにあわせて、計８名がお世話になり

ました。 台風１０号の影響で、実施が心配でしたが、渋滞もなく、そばうち体験、

清泉寮に尖石縄文考古館にとスムーズに体験や見学をすることができホッとしてい

ます。大成荘の方はみな、大変親切に対応してくださいました。美しい自然の中で

の食事。生活は貴重でした。８人和気あいあい、楽しい一泊となりました。ありが

とうございました。日野市民であってよかったと思っています。私は今年８５歳の

老人です。ときには、大成荘の空気を存分に吸ってみたいです。友人に紹介中です。

「東京は猛暑でも、ここは寒いくらい」だと。 

95．  おんせんがきもちよかったです。 

 

 

 

 


