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                        令和 2 年 8 月～令和 2 年 11 月 

（順不同。用字については原文のままとしました。） 

   

                       

1.  2020 年 9 月 3 日（木） 清泉りょうでたべたソフトクリームが美味し

かったです。クイズラリーをするときのきりがすごかったです。コロナ

でマスクをしているのがたいへんでした。へやのなまえが花のなまえで

おどろきました。はじめて大成荘にきて、またきたいとおもいました。

怖い話もしました。楽しかったです。ごはんもとてもおいしかったです。

ほんとうに、ありがとうございました。また、みんなできたいです。 

2. 2020 年 9 月 3 日（木） めちゃくちゃへやがきれいでステンドグラスが

きれいでした。とちゅう友だちが友だちの服に水をかけてしまいました

が楽しかったです。 

3. 2020.10.17 おはようございます。世の中、コロナで様変わりしました。

大成荘も「コロナとともに」と緊張感を感じます。館内も一層きれいに

なり、市の関係者の方、職員の方々、ありがとうございます。窓から見

える木々は黄、紅に色づき、今朝は予報どおり雨ですが日野より秋の深

まりが感じられます。この旅日記を拝見し、皆さん、自由な時間を色々

楽しんでいるんだと思いました。団体棟、たたみもきれいになり、気持

ち良いです。コロナで在宅時間が増え、「今日のコロナは…」とＴＶを見

る時間が増えているので、ＴＶがなく、ワイファイがないというのは少
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し不自由でもありますが又、そういうものから解放された気分です。昨

日は美し森の展望台へのぼりました。あの眺めは大好きです。私として

は、昔、行った川俣川渓谷のハイキング、子供達と登った飯盛山ハイキ

ングがなかな実現できず。今回も宿題のまま、今日は旧友と会う、甲府

山梨県立文学館で林真理子展を見て、今日は土曜日、上りの高速の渋滞

を避け日野へ帰りたいと思っています。日野市は今春だったかな財政緊

急事態宣言が出されました。そしてこのコロナ！！どこもかしこもお金

がない…。実はこの大成荘の行く手を心配しています！！もしかして…

存在が… なんてことにならないか…？毎月、広報ひので記事を見ます。

なんとか皆の知恵を集結して営業↑↑存在してほしいものです。子供は

巣立ち私共も、会社を離れ、平日訪れることができようになりました。

しかし、あと何年  に乗って来れるかな….？車に乗れなくなったら……

と思うと、そういう平日利用の促進に高齢者への対応はいかがでしょう

か？ どうぞ英知をしぼり、工夫をこらし、存在できるように願ってお

ります。 追記 お料理も 秋メニューとても美味しかったです。少し

高齢になったか…？ 量が多く感じました。そして、もう少し高原の新

鮮野菜（サラダのような物）が食べたいかな…？ （限られた予算の中

で）シェフの工夫を感じながら… わがままを申し上げすいません。６

０代 Ｋ 又、清里へきたいと思います。 

4. ｂｙ 美山小 ごはんがうまかった。 きりがすごかった！ 八ヶ岳サ

イコー 大成荘ありがとう。 

5. 8/16（日） ごはんありがとうございました。外のけしきがとてもきれ

いでした。こんどはとなりのキャンプじょうもとまってみたかったです。

おふろもあたたかかったです。 ありがとうございます。 

6. Wednesday、August 19ｔｈ Ｒ2、August、19ｔｈ Wednesday  

お世話になりました。 お風呂が“超”気持ちが良かったです！！ 

7. 2020/9/5/土・日/ SAKI 今日から 2日かんおせわになります。わたしは、

とってもこまかいぬりえをぬるのが好きです。わたしは 3年生です。日の

からきました。大成そうさいこう！！ これからたくさんくる。 

8.  2020/9/6/日 SAKI 今日かえります。とっても悲しいです。またきます。

楽しかったです 
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9. つぶれないでください、またいきます。 

10. りん 8 月 9 日 2020 たのしかったよ～・・！！ ありがとう！  

11.  またくるね～ 

12. 202.9.5（土） 未だコロナが鎮静化しない中、横浜から家族で訪れま

した。今回利用するのは 2度目ですが食事もおいしくボリューム満点で、

スタッフも親切でとても満足しています。更に今日は台風 10 号が九州

に上陸している中、天候が心配だったのですが朝から快晴（奇跡

的！！）。早起きして朝一から「尾白の森べるが」で川遊び。滝に打た

れたり、ウオータースライダーに乗ったり、かえるを採ったり…妻も

10 才の息子も大満足。とても幸福感に満ちた一日でした。 夜はビー

ルを飲み、食事もたくさん食べたので今はかなり眠たいです。明日は

…ＺＺＺ    TakaToshi 

13. 2020 10 月 19 日 日野市に住んで 40 年 おばあちゃんです。大成荘

には何度かお世話になっています。 友達と夫と 食事もおいしくあ

りがたいです。今年は春にお世話になろうと思いましたが、コロナで

断念しました。いつかみんながワイワイ騒げる世の中になってほしい

です。娘夫婦もお世話になっています。ありがとうございました。 

字がきたなくてごめんなさい→指力がちと痛んでいます。 

14. 8.21 わたしはたいせいそうにきました。わたしはコロナたいさくに

びっくりしました。しょうどくえきをしたり、たいおんをはかったり、

それをおうちでもまねしたくなりました。  りお 

15. れいわ 2年 ここへくるのははじめてです。ごはんが一番おいしかった

です！八ヶ岳まで日野から時間がかかったけど楽しかったです！ 

16. Ｒ2.8.22 吐竜の滝が涼しくて 高でした。ご飯おいしくて、満腹でし

た。 

17. れいわ 2 ねん 2020 ねん 9 月 12 日（土）（あめ）さいこうのおふろ

（おんせん）にはいりました。これで大せいそうにきたのは 2回目、ご

はんもおいしかったけど、おふろ（おんせん）がいちばんきもちよ

かったです。おふろのかべからおゆがでていました。それにせなかを

あてるとすごーくきもちよかったです。また、お風呂（おんせん）に

はいりたいです。 



 - 4 -

18. 2020 年 9 月 19 日 たのぴかった～♪ 何回来ても飽きないですね！故郷

に帰って来たみたいな安心感がなんかある。（？）いつもどおり、たきざわ 

牧場→もえぎ→清泉寮というふうにまわろうかな～。来週テスト…..？え

～？知らない。（勉強しろ） ごはんもとてもおいしくて、楽しかったで～

す。また来ます！！ また来るときは画力を上げてきたい….。 友達ほし

い、そんな中一の私でした。 おもち*27 

19. たのしかった,またきたいです。 

20. 夕食・朝食もおいしく頂きました。スタッフの皆様も親切で楽しく過ごす     

事ができました。 又、遊びに来たいです。  Ｒ2.10.18 

21. 2020.8/.16～17 コロナで大変な中、泊まれてよかったと思っています。

当たり前ではない夏休みに少し当たり前を取り戻させてくれるものでした。

木が多いと涼しくとても気持ち良かったです。夕飯、とてもおいしかった

です。食堂にいた皆さん（スタッフ）とてもやさしかったです。ありがと

うございました。 

22. ありがとう。 Ｓ.Ｙ 

23. 10/16 楽しかったです！！ 私の誕生日に家族で訪れました。お料理もと

ても美味しく、リラックスできました！ 色々、ありがとうございます。 

24. 2020.8.21 まつもと こんのすけ みお 

25. 8/18～8/19 Ｍ.Ｈ 203 号室 しらかば たっきゅうをしました。ぼくは

まけました。（かちたかったけど楽しかったです。） 

26. 日野市民として何度か利用させて頂いておりますが子供達のためにも大成

荘はずっと続けていって欲しいです。 

27. よるごはん、おいしかったです   ぜんぶたべられました。おふろもめっ

ちゃきもちよかったです     あさごはんもたのしみです。ありがと

うございました。 午前中はまきばぼくじょうにいくことにしました。ソ

フトクリーム美味しかったです    Ｍ.Ｒ  

28. 2020.8.28 もう夏も終わりです。八ヶ岳はもう秋ですね。 

29. 2020.10.18 コロナ禍で世界中大変ですが、ねんがんの大成荘に来られま

した。窓からの景色も紅葉が始まってて綺麗です。澄んだ山の空気で生き

返った気持ちがしました。美味しい食事やスタッフさん達の優しい心使い

に感謝いっぱいです。 またの機会を夢見て頑張りたいと思います！！    
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行けた所 まきば公園・薮内正幸美術館・中村キース・へリング美術館・ 

     影絵美術館などなど、どこも充実していました。 

 30． 

31．2020 年 8 月 20 日（木）103 号室（しらかば）わたしは、8 さいの女の子小

学 3 年生です。たっきゅうむずかしい、たのしかった、おやすみなさい。 
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32．2020.8.23（日）～24（月） 103 号室 昨年の暮れに利用して以来の 8 か月

振りの大成荘。振り返ってみると、建て替えの H4 年建築のための審議員と

して参加した者です。あれから 32 年の月日が流れました。日野市内は連日、

真夏日で出る言葉が「暑い」と！！ここ大成荘は秋の気配です。日中、日射

しはきついですが朝夕は涼しいです。今年はコロナで世界中が翻弄されてい

ますが、当たり前のように感じていた暮らしを見直す必要を感じています。

自然が一杯の中で朝風呂を浴び美味しい食事に感謝です。また、利用したい

と思います。 

33． 103 号室 2020/8/10/PM19：19 時間“デタラメ”ですホモは嘘つ

きはっきり分かんだね。オッス、オッス！大成荘のみんな！今回は短い滞在

になったけど、色々ありがとナス！ご飯も美味しくて、景色も良くて、良

かったゾ～これ。じゃけん、来年もまたきましょうね。私は日野に住んでい

る、とある学校の学生です。連休の時には、よくここ山梨県の八ヶ岳にある

大成荘に来ます。大成荘に来て毎年思うことは、「あぁやっとここに帰って来

れたなぁ～」ということです。そして、今年もここ 大成荘に無事「帰って

来る」ことができました。今回は学校での行事などで、前年よりも早く帰ら

なければならないということが残念でなりません。また、来年、来るときに

はもっと長くここに居られることを願っています。（切実）わずかな時でした

が 高の一時を有難うございました！ これからも 高の「大成荘」であり

つづけて下さい！ｂｙ Ｍｔ、Ｘ 

34． 2020年11月2日 3才の長男が大成荘が大好きです。閉館と聞いて、

とても哀しいです。民営になっても来ます！！ 

35． ちょっとビックリしたことは、少しさむかったことと（7℃だよ）こ

うようがキレイだったことです。赤・緑の葉っぱでいっぱいでした！東京は

こう葉していないと思うので、今年は大成そうで初こう葉を見ました！あぁ

あと、星がすご～くきれいでとてもおどろきました。木の所くらいの下の方

にも星があり、とてもかんどうしました！月もきれいでカーテンをしめても

明るいくらいでした！ みんなも屋上にいってみてね！！！ 

36． 2020 年 11 月 1 日（月）くもり ぼくじょうにいってアスレチック 

37． 2020.11.3 久し振りに大成荘に来た。落ち着くね。卓球楽しんだ。

負けたけど。夕食はとてもごちそうでした。美味しい。お風呂も気持ちよ
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かった。あーさっぱりした。これまで何度も大成荘でお世話になった。職員

の方々が親切でほっとします。いつもありがとう。大成荘が閉館になると聞

き、ショックです。残念！とても残念！！ これまでありがとう。職員のみ

なさまもお元気でね。 ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！ （幸運荒れ） 

38． コロナのため 9 か月ぶりの旅行です。大成荘の方々のいろいろなコ

ロナ対策、本当にありがとうございます。安心して過ごすことができました。

それにしても来年 3 月での閉館とても、とても残念です。コロナが無事終息

したらもっと もっと利用させて頂きたいと思ってました……。これまで何

回も利用させて頂きました。たくさんのごちそう・卓球・キャンプ…….楽し

みました！！ ありがとうございました！！！ 

39． 2020.11.5（木）お世話になりました。すばらしい施設、食事も満足

でした。私は 2 回目、妻は初めての宿泊でした。来年の 3 月で、閉館とのこ

と、びっくりしています。たしか、東京オリンピック（昭和 39 年）頃に完成

した建物とのこと。当時としたら、 先端だったのでしょうね。日野市の財

政難のための閉鎖とは残念です。こうして紅葉がまだ残る季節に来館できて

幸せです。色々、ありがとうございました。東京オリンピックから 56 年～再

び開催、大成荘 ご苦労様でした。 

40． 2020.11/8 初めてで、 後の大成荘。とても楽しかったです。

2021.3 月に閉館とのこと….さびしいです。また来たかったなぁ。 ありがと

うございました！！ 

41． 2020 年 11 月 1 日 お世話さまになりました。この 3 月末を以って閉

館とのこと誠に残念に思います。 大成荘には家族一同大変お世話にさまに

なりまして、なつかしい思い出がたくさんあります。本当にありがとうござ

いました。このような施設がまた新しく出来ますように願っております。皆

様方のご健康をお祈り申し上げます。 

42． 2020.11.3 大成荘、まだ建て替え前の古い木造の頃から子供たちを

つれて何度も来たり、新しくなってからも….。沢山の思い出をありがとうご

ざいました。乗鞍の日野山荘に続いて大成荘も閉館、とても残念です。寂し

いですが市の財政もありしかたないのでしょうね。長い間ありがとうござい

ました。職員の方々もお世話になりました。いつも気持ち良く接して下さり

ありがとうございました。 
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43．  

44． 

2020 年 11 月 7 日 今日はほいくえんのみんなと大せいそうにりょこうにきま

した。ここにくるまでは「きめつの刃」の「なたぐも山」と言うのに出てくる

「るい」と言う十二きずきがでてきそうで、すこしこわかった！すごくきれい

です。こいかったです。これからもおしごとがんばっ 
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てください！！とおくからでもおうえんしています！！ 

  45． 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46．   2020.11.7 今日はほいくえんのなかまといっしょに大成荘に行きまし

た。しょくじもおさしみやごはんなどとてもおいしかったです。こんない

い大成荘がなくなっちゃうなんてかなしいです。もっとやってほしいです。

それと外はとてもきれいなけしきで秋にくると山々がおれんじいろにそ

まっていました。ちかくのぼくじょうはやぎやひつじなどがいました。
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もっとたくさんの人にきてほしいです。 

47． ひさしぶりにおとまりしました。たのしかったです。コロナがはじまって

からはどこにもいけず、学校でのしゅうがくりょこうもなくなり、いけた

はずの大成荘もいけなくなってしまったけど、やっといけるようになりま

した。ごはんはおいしかったです。おさしみやうどんなどおいしい料理ば

かりでした。おふろはいつもはいっているのよりもすこしあつめだったけ

れど、つかれた体がゆっくりほぐせました。たくさんの人にきてもらいた

いです。また、きかいがあれば今年中に……。 

 


