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                        令和 2 年 6 月～令和 2 年 8 月 

（順不同。用字については原文のままとしました。） 

                          

1.  2020.6/20（日）3 月から 6 月に一気にワープです。コロナウィルス騒ぎの

せいで移動が難しくなったけど、今回やっと来れてうれしいです。「白駒池」

を久しぶりに散策できて感激でした。いつ来てもあの神秘の森と湖の感じは

印象深いです。また、来ます。K.K/K.K 

2. 2020.7.28～7.30 おいしいお食事…..あたたかい、おもてなし….素晴らしい

時間でした。コロナ禍の時節柄、少なすぎる客に申し訳なく思います。大変

ありがとうございました。又、来たいと強く思いました。ｍｒ．ｍｒｓ 

3. 20.8.1 ～日野のオススメラーメン～ ・毘沙門天 ［場所］東京都日野市、

ＪＲ中央線の豊田駅北口から徒歩 7 分程。［紹介］2006 年 12 月 20 日オープ

ン。豊田駅北口エリアにおいて地元の方を中心に高い人気を誇るラーメン店。

有名ラーメン雑誌揚載。ＴＢＳ系列で放送されている人気トークバラエティ

番組「マツコの知らない世界」で特集されたことも。［オススメメニュー］鶏

そば 塩 並盛（￥700）スープは鶏や魚介？出し汁の旨味をほんのり感じら

れるもの。出汁感控えめ。啜ると柑橘の風味、清涼感やアオサの風味ととも

に独特な甘味を感じられる。塩味は比較的強め。麵はプリプリっとした食感

のウエーブ帯びた中太麺。スープをよく吸い上げ、噛む度に小麦の甘味を感

じられる。具材のチャーシューは鴨肉をテリーヌで囲ってあり、洋風な味わ

いでジューシー。その他、ネギ、穂先メンマ、味玉。［ポイント］アルコール
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メニューが豊富で飲み目的で訪問するのも◎ ・中華そばうお青［場所］東

京都日野市、多摩モノレールの万願寺駅から徒歩 5 分程。［紹介］2018 年 11

月オープン。静岡産、地元の日野産といった材料に使ったラーメンを提供し

ている。第 20 回 TRY ラーメン大賞新人賞しょう油・しお部門入賞。ラーメン

Ｗａｌｋｅｒで特集されるなど地元の方だけでなく、東京のラーメン好きの

方やラーメン評論家から極めて高い支持を得ている人気店。 ［オススメメ

ニュー］上中華醤油（￥900）スープはあっさり。魚介を中心とした和風でま

ろやかな出汁のコク、旨味と醤油の甘味、旨味が口の中にじんわりと広がる。

ゴクゴクと飲めるスープで完飲しやすい。麵は菅野製麺所の細麺（現在は違

うかも）で、しなやかでコシがある。啜ると小麦の風味、甘味が強く感じら

れる。 具材はスモーキーな鶏チャーシュー、青菜、2種の豚チャーシュー、

海苔にウズラの卵。昨年の 9 月に訪問したため、現在は具材が異なる。［オス

スメポイント］限定メニューもよく提供してる印象。回転はあまり良いとは

言えないが、味は多摩エリア屈指の美味しさだと思う。 ～その他、関東の

オススメラーメン～ 2019 年Ｍｙｂｅｓｔラーメン［総合・つけ麺］中華蕎

麦 とみ田（千葉/松戸） つけめん（大）+特選全部乗せトッピング ［醤

油］ らぁ麵 飯田商店（神奈川/湯河原）わんたん入り しょうゆチャー

シュー麵 ［醤油］らぁ麵 すぎ本（東京/鷺ノ宮） 特製醤油らぁ麵 ［塩］

らあめん厨房 どる屋（栃木/宇都宮）鯛塩バターらーめん ［塩］和風楽麵 

四代目ひのでや（埼玉/蓮田）ひのでやラーメン ［味噌］ラーメンおやじ町

田店（東京/町田）おやじ麵 ［味噌］麵屋誉（埼玉/川越） 味噌ラーメン

［豚骨］濃厚ラーメンかなや（東京/方南町）得濃厚ラーメン ［鶏白湯］

ラーメン専科 竹末食堂 （栃木/自治医大）空前の帆立ペースト味玉スペ

シャル ［汁なし］ハイマウント（栃木/小山）まぜそば並 ［コース料理］

らーめん芝浜（群馬/桐生）小麦三昧  ２０２０年（8/1 現在）Ｍｙ ｂｅ

ｓｔラーメン［醤油］麵処 ほん田 秋葉原本店（東京/秋葉原） 特製醤油 

［醤油］饗 くろ㐂（東京／浅草橋） 味玉醤油そば ［塩］志那蕎麦屋 

藤花（神奈川／鴨居）味玉らぁ麵 塩 ［塩］麺処 しろくろ（東京／八幡

山）浅利とムール貝の汐そば ［味噌］味噌っ子ふっく（東京／荻窪）味玉

味噌らーめん ［味噌］ぼっけもん（神奈川／あざみ野）味玉味噌らーめん 

［豚骨］ラーメン凪 豚王 渋谷店（東京／渋谷）豚王 ［煮干し］ ノ貫 
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福富町本店 （神奈川／関内）煮干しそば Classic ［煮干し］中華そば伊

吹（東京／志村坂上）中華そば ［つけ麺］中華そば髙野（神奈川／大口）

味玉鶏つけそば ［担々麺］ほっこり中華そばもつけ（東京／八王子）味玉

担々麺 ＊多摩エリアのオススメラーメン店！ 八王子：みんみん 檜原

村：たちばな家 立川：楽観、鏡花、つばさ家 東中神（昭島）：めだかタ

ンタン 牛浜（福生）：カッパ 64 青梅：7 きくや、いつ樹 国分寺：ムタ

ヒロ 淵野辺（相模原）：中村麺さ三郎商店、がう屋 町田：しおらーめん

進化、一番いちばん 成瀬（町田）：超純水採麺 天国屋 *その他‥‥ココ

は行っておきたい！ 家系…直系店（吉村家、杉田家、厚木家、末廣家）+

元直系（環２家）＋本流（本牧家、寿々㐂家） 辛いラーメン…ろうそく屋

（銀座）のマーボー麺はかなり好き。つけ麺．．．個人的に、お茶の水、大勝

軒、あと麵屋一燈、つけ麺道。あっさりつけ麺なら辻直かな‥‥。 昆布水

つけ麺はほんと美味い。あと風雲児、麺堂稲葉の鶏白湯つけ麺。 醤油‥・

鶏喰はほんと美味しかった。Home ｍｅｄｅ Ｒａｍｅｎ麦苗もめちゃめ

ちゃ美味しい。特に横浜エリア（星印、夢、地球の中華そば、流星軒、時雨、

櫻井中華そば店、支那そば屋など‥）や東京 23区（麵屋Ｈｕｌｕ－ｌｕ、マ

タドール、にし乃、麺庵ちとや、かしわぎ、黒須、トイボックス、八雲、鴬、

鳴龍、多賀野、MAIKAGURA、ののくら、などなど、名店多い）東京郊外なら、

しば田、柴崎亭、麵屋さくら井・‥ 塩…新宿の麵屋翔、新座のぜんやは特

に美味しい。最近は貝出汁スープが流行ってると思う（貝節麺Ｒａｉｋ、琥

珀、らーめん改、金色不如婦などなど） 味噌… 純すみ系は抜群にうま

い！（大島、らーめん郷、三ん寅、らーめん福龍…）や味噌麺処花道、3Ｓ

Ｏ… 他… 栃木のラーメンはぜひ食べて頂きたい！地方には名店多い。ズ

バ抜けて美味しいというより間違いない美味しさ。佐野ラーメン（大和、森

田屋総本店、麺や大山）。アメノオト、YOKOKURA、STOREHOUSE、中華そば

一楽、麺堂ＨＯＭＥ、麺堂豊香、一品香、手灯焔、Soba、Sho、剣豪な

ど．．．．．．．竹末グループは確信できる美味さ。煮干しは天夢、つけ麺は村岡

屋、味噌は蔵蔵（ZAZA）以上！ 大成荘の夜ご飯ごはん、めちゃめちゃ美味

しかったです！ ふっくらご飯に胃に優しいスープ、うなぎ入り茶わんむし

などなど… またご飯たべに行きます！！ ごちそう様でした！！ 

4. 6 がつ 26 にち ありがとう。 リン  
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5. 貸切りビックリ！なんだか申し訳ない。 

6. 皆様もくれぐれもご自愛の上頑張って下さい。大変お世話になりました。コ

ロナ禍の自粛でガマンしていた家族旅行の最初が大成荘でホントに良かった

です。ありがとうございました。  日野市大坂上 

7. 2020.8.5 夕食がすんごくおいしかったです。おふろ入ったあとせんこうはな

びやりました。やらせてくれてありがとうございました。あしたのごはんも

たのしみです。ごはんありがとうございました。 

8. 2020.06.24 初回で利用致しました。大変すばらしい食事をいただけ感謝して

ます。お願い、深夜消灯すると害虫が 2 種類物陰から出て来て皮ふに喰い付

くので部屋を明るくして就寝しないとならなかったので、殺虫剤の使用をし

ておいてください。参考 ①大きい方の虫のかみつきがかなり痛かった。②

小さい方の虫は体をはい回るだけだった。 

9. 8 月 3 日 たのしかったこと たっきゅうがたのしかったな、また来たいな。

たっきゅうがうまくなってまた来たい。でもごはんも多かったからがんばっ

てたべたな。今どは、ふゆ来て雪あそびしたいな。 

10. たのしかったよ！たいせそう 

11. また、来年たいせいそうにきたいな～！ 

12. 楽しかったよ！ 大成荘！ ①ごはんがおいしかった！ 毎日、朝、よると

バランスと栄養のある食事を考えてくれて、この三日間、けんこうな体の

じょうたいで過ごす事ができました。味もおいしいかったです。料理人さん

達、本当にありがとうございました！ごはんの量も多かったのでおなかいっ

ぱいになったョ！ ②大成そうがきれいで虫は少ししかいませんでした！以

上の事から私は「しっかり、そうじができているんだな～.」と思いました。

また、虫が少ないことが気持ちよく過ごせました。 ③受付の人が親切にし

てくれた！いつも朝、昼、よるはあいさつをしっかりしてくれて、私達の気

持ちもスッキリ！☆ お出かけするときも、「いってらっしゃいませ」や「お

気を付けて」と言ってくれたのでうれしかったです。親切にありがとうござ

いました！ また、来たいです！ 2020 年 8 月 3 日（月曜日） 

13. 2020 年 8 月 6 日 木曜日 のぎく 211 号室 コロナウィルスのため、おばあ 

   ちゃんの家に帰省できなかったので、大成荘に来ました。ここは、静かで川  

遊びができるので、1 日目は川遊びをしました。その後、大成荘でも大きくて
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体のしんまであたたまるお風呂に入り、すごくごうかな夕食もいただけました。

とってもおいしいかったです。卓球も父と一緒にやりました。 

14. 2020年6月2日（土）～6月28日（日） コロナ後、初の県またぎ旅行です。

午前中は諏訪高島城！（別名、諏訪の浮城とも）どこから見てもキレイ…３

階から見れる景色が特にイイです。諏訪湖も見れます！！春は桜、秋は紅葉

と四季折々の景色が楽しめる場所でした♪ 午後は諏訪大社と清泉寮へ！ソ

フトクリームは暑くもないのにどんどんとけて大変でした。（でもおいしかっ

たですよ！）‥‥で大成荘に着きました。団体棟はおそらく私たちしかいな

かったみたいで静かでした。お風呂もゴハンもいつも最高！！明日はかれー

を食べに行きます。♫♫ 

15. 8/11～8/13  たいせいそうのちかくで、あそびまわりました。ともだちと

もきたいです。 

16. 8 月 8 日～8 月 9 日  216 号室（なでしこ）たいせいそうのちかくの川で水

遊びをしました。 

17. 2020/7/23～25 2 泊 3 日初めて 2 泊させていただきました。あいにくの梅雨

空でしたが、帰る時、娘が（3 才）が「また、来たい」と言ってました。毎回

安心して利用させていただいています。また、コロナが落ち着いたら遊びに

来ます！！朝食のバイキングもまた食べたいナ。 

18. 2020 年 8 月 8 日～8 月 10 日まで 楽しかったです！今回は 2 泊 3 日しました。

何回も来ているので慣れました！ここから 40 分ほどかかる「べるが」という

所に行きました。卓球も楽しかったです。コロナ早く落ち着いてほしいな～。

と思います。でも今回は 1 年ぶりにきたかな？ 

19. 2020 ねん 8 月 14 日から 16 日 きょうで 4 かいめです。15 日のよるには、は

なびをやりました。たのしかったせんこうはなびはさいごまでせいこうでき

ました。 

20. NAO です。 今回は、おせわになりました。スヌーピー好きです。 

21. 令和 2 年（2020 年）8 月 15 日 こんにちは、WADA です。 たいせいそうに 

はすごくたくさんきています。理由は楽しいからです。今はコロナウィルス

という病気で世界がたいへんなことに！！でもたいせいそうなら外で遊べる

し楽しいから安心します。 それではさようなら  WADA より 

22. おれはだーれだ！！  答えはたんじろう（丹次郎）でした。 
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23.  
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24. こんにちワン YUZU です、 大成荘にやってきました！ コロナで修学旅

行に行けなくなったけど家族と来れて良かったです。 

25.  2020.8.7～9 うしのちちしぼりしました。 ほしがきれいだったよ☆☆ 


