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                        令和 1 年 11 月～令和 2 年 1 月 

（順不同。用字については原文のままとしました。） 

1. 2019 年 11 月ハハッ！僕ミッキー？次は君

を食べるよ！ ゆっくりできた。ごはんおいしかっ

た！！  ごはんおいしかった。月も綺麗な夜でし

た。 

2. 令和元年 2019.11 お料理が美味しい大

成荘と口コミで聞き訪れました。本当に静かな環境

でお料理も空気も美味しく極上の時間を過ごすこと  

が出来ました。日常の生活から離れてのスローライフとても楽しい時間でした。

お料理 を楽しみに又何時か来れる日を楽しみにしたいと思います。スタッフの

皆様もご自愛の 程！！  昭和のあら あら かしこ！！ 

3. Na ありがとうございいます。 Ｎａｎａ ｍⅰ ごはんおいしかったです。 

4. ホテルで食べたごはんは、おなかいっぱいだったけどおいしかった。たっきゅう

やバドミントンをかしだせるなんていいと思った。 

5.  ＴＶがな～い！ どうゆうこと？ 

6. 2019.12.29 料理が最高に旨い！ どれも良い。 たんぱく質を多く摂取できま

した。 鶏レバーｇｏｏｄ！ 

7. 2020 年 1 月 3 日 金曜日 今日は家族でスキーにきました。よく、私の友達と

いっしょにスキーにいくのだけど、今日は家族でスキーにきました。 ここには

よくとまるので、スキーにいくのだったら、ここだなと思っていました。おふろ

がかしきりでとてもうれしかったし、ボコボコするやつができてよかったです。

ごはん」は夜はチーズケーキとおさしみがおいしくて、朝はバイキングというの

がいいと思いました。たっきゅうやバドミントンができて、とても楽しかったで

す。おみやげ売り場がとても、かわいい小物があってかわいかったです。東京か

らきて、東京はこごえるほど寒くなかったけど、ここにきてとても寒くてびっく

りしました。ども、大成荘はあたたかくて、まったりできました。また、行きた

いです！   楽しかったよ！！ 
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8. R1.12.29 スケートをおえ、へとへとのあと、おいしい夜ごはん♪～ほうとうや

スイートポテト、おいしかったです。その前おふろ あったかかったけどすぐな

れた、ジャグジー気持ちよかったです。ごはんのあとみんなでたっきゅうをしし

た。楽しかったです。時間になりおえて、みんなねちゃいました。ｚｚｚ けど

私はお絵かきしました。お絵書きにつかれてこれを発見し書くことにしました。

朝ごはんたのしみだなあ～ではおやすみなさい。2 日間ありがとうございました。 

217 号室 

9. 2019.11.15 朝起きたら、目の前に富士が見えました。すごい！ 幾度もこちら

におじゃましているのに、今回初めて気がつきました。この部屋で、寒い時期で

朝から良く晴れている日しか見ることができません。何かラッキーなお部屋です。

なぜ、一言書こうと思ったのかは、前ページの方のおかげです。瑞牆山に登られ

たのですね。すごい！ 我家はせめて、公園の駐車場まで行ってその名峰を拝ん

でみたいと思っていたのですが・・・。大成荘の方にいろいろ教えていただいた

ら、クリスタルラインは林道のほそい道である上、10 月の 19 号台風で、ずい分

ダメージがあるかもしれないとの事です。いまだに今日はどうしようかなと迷っ

ています。ちなみに昨日は富士見トマト工場（カゴメ）行ってきました。すばら

しいロケーションです。大成荘はここを拠点にいろいろアクセスの便が良いので

嬉しいです。ご飯もおいしいし、皆さん親切で、いつもありがとうございいます。 

10. 5 回目の大成荘！ まだ知られざるみりょくがまだあるなあ～と思いました。お

くがふかいです！質問、ちなみに何月から屋上に行ってキレイな星がみられるん

ですか？その月に来ます！！ 

11. 令和元年 12 月 27 日（金） お食事がウマウマで満足の極みⅴⅴ4 にんでこれて

よかったきれいでうれしい。こうだいがげんきでよかったね！ 

12. 令和 2 年 1 月 5 日～7 日 楽しかった！スキー、おんせん  ごはん  また来

たいです。   西平山より 

13. 2019 年 12 月 14 日 33 才 会社員 酒よこせ。 酒あげねーよ。星は見たけど 

14. 2019 年 12 月 14 日 たのしかった。 またきたい。 

15. 2019.12.14 ほしがきれいで、つきもきれいでした。 

16. 2019.12.14 ごはんがすごくおいしかったけどとちゅうでおなかがいたくなった

けれどめちゃくちゃおいしくてよくあじあえました。 おいしかっです。 
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17. 1/5（日）大成荘は小 5 の時、行ったんだけどたんぴんでみんなでいくほうがいい

な  ごはんはおいしかった！ おふろきれいだった！ 部屋大きかったけど、

押し入れでねたー ちょっとたのぴかった！ 

18. 2019 年 12 月 28 日（夜）~12 月 29 日（朝） 今回大成荘に来るのは 5 回目くら

いでしたが、とても安心感がありました。夜は、駐車場からまるでプラネタリウ

ムのような満点の星空が見れて、来て良かったなと思いました。（オリオン座）く

らいしかわかりませんでしたが（笑い）次来たときは他の星座もわかるように

なっていたいです。こんなにきれいな星空を見たのは多分 1 年 5 か月ぶりくらい

でしょうか？東京だったら絶対見れない景色を空気がきれいなここで見ることが

できて良かったです。目に焼きつけておきました！ここら辺にはどんな野生動物

がいるのでしょうか？（散歩したときに足跡を見つけたもので）夕食、朝食どち

らもとても美味しかったです。特にチーズケーキが・・・！ 今年も大成荘に来

れて良かったです。いい思い出になりました！ 今年もあと少しですね。  良

いお年を！ 

19. 2019.11.24 約 10 年ぶりに来ました。これまで何回来たか・・・覚えてません。

小学校以来、21 才になってここでお酒を飲む日が来るなんて・・・エモい。家族

で旅行をすることが最近はほとんどありませんでしたが、たまたま予定を空け、

みんなで来ることが出来ました！！大成荘のふんいき、香りなつかしくて、ここ

にいるだけでおちつきました。ごはんは量が多くて残してしまったけど、昔と変

わらずおいしい。日野市の子たちは恵まれているな。こんな良いところにいける

なんて！！このノートを読んで小さい子たちのクスクス笑いながらも見つけた

“ハイジの村”“まきば公園”明日、行ってみようと思います。教えてくれてあり

がとう！！笑    もも 

20. 子供達とスキーに行くために利用していたので冬の大成荘しか知りませんでした。

今回、天気は曇りで残念でしたが紅葉を楽しむ事が出来ました。料理はおいしい

です。炊き合わせの鶏治部煮がすごくやわらかくてびっくり！鮭の信州蒸しも手

がこんでいて、目でも楽しませてもらいました。 

21. 2019.12.26（木） 今日から子供達の冬休みが始まり大成荘にやって来まし

た！！ 子供達とパパと 3 人で 3 月に大成荘に泊まり、私はきょうが初の大成荘

です。パパと子供達と卓球を 1 時間やって来ました。すごく楽しかったです！ 
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22. 令和元年十二月二十日、二十一日 宿泊 

    子供が小さかった頃は良く大成荘、乗鞍と保養所を利用させてもらいました。子

供が大きくなり二十年ぶりに夫婦だけで訪れてみました。 

大成荘は変わりなく静かな、心落ちつく宿です。食事の豪華さ、その心のこもっ

た目から食欲をそそられてしまいます。 とても美味しかったです。今回は黒魔

を利用しないで清里まで来ました。なんとかタクシーと電車を使いながら周辺を

観光しましたがそれものんびりと、とても良い旅でした。 

又、ファミリーで利用できたら、年を重ねた思い出話でたのしい旅になると思い

ます。 大成荘が長く続くことを願ってます。 

23. 12/28 おんせんがきもちよくて、たっきゅうもおもしろかったです。またきたい

です。 

24. 2019.12/29 結婚して 10 年、日野市に引越して大成荘を知り今回 4 度目の来訪で

す。気取らず温かく過ごしやすい場所。いつもながら美味しいお食事にも大満足

です。3 才の子供も雪を見て大はしゃぎ、冬に来るのは初めてで予想以上の寒さ

に驚きながらも、八ヶ岳の雄姿はさすがですね。冬の抽選に当たったおかげで、

令和元年の年末に 1 年の疲れをほぐせました。部屋の備えつけのお茶も風味があ

りとても美味しかったです。いつまでも大成荘さんには頑張って欲しいです。又

必ず来ます！！皆様も良いお年をお迎え下さい。 

25. 2019.12.31~2020.1.1 広報ひのの抽選には外れてしまいましたが、キャンセル待

ちで連絡頂きました。年越しそば、お出汁がとても美味しかったです。来年も当

たりますように、八ヶ岳スケートセンター 14：30 頃はリンク整備でチケット販

売していませんでした。時間をずらして行くと良いです。 ＪＡＦカードや大成

荘の宿泊領収書があると貸しクツ半額になります。そば何ばいも食べれた。   

Ｆｒｏｍ Ｔ   

26. 2020.1-11 こんにちは、二中の中 1 です。今日はスキーの練習に来ました。ス

キー楽しかったなあ～。でもパラレルターンできない・・・。あと今はいく人少

ないと思うけどシャトレーゼ白州（だったかな？）工場はアイスを作るこうてい

をみれて、さらにさいごにはシャトレーゼのおいしいアイスが食べほうだいなん

ですよ！！ぜひいってみてください。無料ですがよやくしないといけません。い

いですよ～～。ぼくがだれかわかる人いないかなー。  Ｍより  
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28. 令和元年 11.23（土） ごはんもすごくおいしくて良かったです。3 回目の利用

だったので、だいぶ何がどこにあるのかも、わかってきました。今度、私は 5 年

生になって、ここに移動教室に来るので楽しみです。また、お世話になります。

ありがとうございました！！  楽しかった☆ 

29. 令和元年 12/1（日）ごはんのボリュウームがすごかったです。たっきゅうだい

が新しくなっていて使いやすかったです。私は他にも、どりゅうのたきなどもま

わりました。だけどそれよりも大成荘が一番楽しかったです。来年小 5 になり移

動教室でくるのでよろしくおねがいします。最高でした！！  （小 4）  

30.  
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31.  Ｒ１．１２/２６～２８ スキー旅行  毎年、大成荘にスキーの時期に来て、お

世話になっています。今年は近場のシャトレーゼスキー場に一日目は行きました。

2 コースしか開設していませんでしたが、ゲレンデはそんなに混んでいなくて楽し

めました。帰りにシャトレーゼのお菓子も買いました！明日はサンメドウズスキー

場（一番近い！）に行き、娘Ｓはスノボ。私はスキーをして楽しむ予定！息子はス

キー！  大成荘はいつも私達をホッといやしてくれるステキな宿です。（ごはん

もおいしい！おフロはゆずが入った湯舟でした。朝のバイキングも楽しみ！） 3

日間のんびりした後は、家でお正月準備に取りかかります。 また来ます！！ス

タッフの皆様、本当にあたたかいおもてなしをして下さり、ありがとうございま

す！！ 

32.  たのしかったです。ごはんおいしかったです。 

33.  12 月 27 日にスキーしに行った。むずかしかったけど、たのしかった。３０にち

はじめてスキーしにきました。（５才） 

34.  １１/１７ テレビこわれています。４ちゃんしかうつりません。修理おねがいし

ます。 

35.  １１/３０ 今回２回目です！晴れていたので星空がすごくキレイでした！！ごは

んもすごく美味しくて子供も喜んでいました。また、泊まりに来たいです。ありが

とうございます！ 階段の天井の星もすごく可愛かったです！ たのしかったです。

またきたいとおもいます。（あかねより） 卓球台借りました。楽しかったです。

今日はありがとうございました。 

36. １２/３０ 今日はスキーに行ってとても楽しかったです。でもここにとまるのもす

ごく楽しかったです。食事はおいしいし、おふろも気持良かったです。またここに

くる時があると思います。本当にありがとうございます！！ 

37.  私は今日スキーを練習しました。私は八王子出身です。私はこのホテルで楽しみ

ました。ここの食べ物はとても美味しいです。 

38.  たのしいたいせいそう いつもたのしくいけるのでうれしいです。子どもです。

母がかかないので、かきました。（父もです） 

39.  2019.12.29 日曜日 大成荘には何年かぶりに来ました。ＣＯＤをやっている兄

の口がとても臭かったです。（嘘です）スノボーをやり切れ痔があっかしました。 



 - 8 -

40.  2050 年 2 月 19 日 私は未来から来ました。ここの宿は今でもやっています。お

いしいご飯、きれいな部屋、澄んだ空気、全て何も変わりません。  これを見た

あなた！次のページに書きたいことをたくさん書きなさい！ このページを開いた

あなたは頭、わるいかも？（笑） とても良い部屋でした。 

41. 19.12.31  ラーメンかざみどり…見た目は怪しすぎる。昔ながらの、こってり系

ラーメン。 醤油…６００円 味噌・豚骨…６５０円 大盛（1.5 倍）+100 円 細

いちぢれ麵。スープはやや白濁（動物系のスープ？） 変なオブジェ。置き物など

たくさんあって、入りにくいが、お客さんは割と入ってて繁盛していた。ＰＭ８：

００くらいまでやってるらしいです。味は正統派でおいしいです。 大成荘には恐

らく20回以上来てます。ヘビーユーザーです。最近思うのは、電波の悪さ。立地の

問題なので仕方なしですが、Ｗｉｆｉあるととっても嬉しいです。あとは共用ス

ペースに電子レンジもあるとよいですね。 いつ来ても清潔で感心します。来年も

また来ます。 

42.  １/３～４ イエーイ！大成荘ごはんもおいしいし、まったりできるし！もう最

高！ザ・冬休みだよ～～！ 3 月にはもう私は卒業！中学生になりまーす☆ 〝鬼

滅の刃″知ってる人、集まれ~！ ちなみに私は、炭治郎と伊之助が好きです。大

成荘ＬＯＶＥ   

43. 2020.1/27（月） 天候不良（大雪）で宿泊者はなんと・・・私 1 人でした。しかし、

スタッフの皆様が大変良くして頂き、恐縮しております。少ない休日を楽しく過ご

させて頂きました。ありがとうございました。スタッフの皆様に感謝申し上げます。

日野市栄町 在住 

44. 今日は、3 回目です！今日もおいしいごはんやおふろ、すごくたのしかったで～

す。！みんなもはしゃぎすぎていたので、すごくあせをかきました。 楽しかった

～～！  

45. 2020 年 1 月 11 日 111 の日！！ココはテレビもｗｉｆｉもないのがよい！！なぜ

なら美しい自然があるからです！！ふじさんが見えます！くうきがキレイです！な

んといってもこのくうきがよいのです！CLEANAIR!! Ａｉｒ ｉｓ ｃｌｅａ

ｎ！ ａｎｄ ｂｅａｔｉｆｕｌ ｓｅａｎｅｓ！ 
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46. 2020 年 1 月 11 日金ようび 東京都から車できました！ ここは山梨県！だそう

だ！きのうは学校で都道府県のテストをしたよ！ ぜんぜんかけなかった！（ＷＷ

Ｗ）かいたのは・・・北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城・・・ほかにもかけ

たけどわすれた！ ごはんがおいしかったです。ロビーのテレビで「すべれない話」

をみました。とてもおもしろかったです。それとねつきがよかったです。 


