
  

 

 

平成２０年１１月～２１年２月  

（順不同。用字については原文のままとします。）  

 

１． 静かで館内全体がきれいで気持ちの良い日が過せました。食事も（夕食）

季節感があり、もみじといちょうであしらわれ、器も素敵でとてもおいし

かったです。接してくださる方も感じが良くいい旅になりそうです。続行

中・・・。三日間お世話様になりました。また来ますね。どれもこれも美

味しかったです。 

２． 2 泊、とても静かで吐竜の滝と小海線、風景がとても良かった。富士山が見えて絶景。

八ヶ岳倶楽部にて柳生博さんに会った。小雪舞う天女山の駐車場から、権現岳山頂が小雪で

みるみる雪化粧。天女山見晴台から富士山、すばらしい。今度油絵を描こう。昼食はＪＲ最

高地点のレストランで！卓球を行いよい汗をかいた。 

３． 今日は 6 人でここに来ました。メンバーは真くん、ケロミ、ローション、なおたん、

安原くん、なみちゃんです。みんな絡んでくれないけど、頑張ります。卓球頑張るぞ！ 

４． 夕べ、東京は冷たい雨が降ったので、清里は雪かなと思い車だったので少々心配した。

今冬初雪。日陰に雪があったが暖かい陽射しでほとんど融けていた。今日は来るとき勝沼の

「天空の湯」へ入ってくる。南アルプスが太陽の光に美しく輝いていた。清泉寮でスケッチ

する。いつも賑やかな所だが、外に観光客は見当たらなかった。（大成荘今年 3 回目の日野

台７３才男性） 

５． きっと、来年の今頃、ひっしで勉強しているんだろうなー。来年ここに来れないです

ね、おそらく。そうそう。２００９年はマクロス進宙式がある年だそうです。そう！２５年

前に放送されたマクロスの時代に追いついちゃったんですねー。マクロスフロンティア見れ

ればいいと思います。音楽と三角関係と戦いの組み合わせ。ヤック・デカルチャーです。あ、

楽しかったよ、スキー（今さら）。 

６． 初大成荘です。朝起きたら、雪が降っててビックリ。思わず写真バシバシ撮っちゃい

ました。ごはんも美味しかったし、また是非利用したいです。今度は紅葉の季節もいいな



あ・・・。今日は雪道をドライブして日野へ帰りま～す。 

７． 私は大成荘は０歳のときから来ています。もう１０回以上来ています。今日は雨だっ

たからスキーが出来なくて、だから卓球をしました。明日は天気予報が晴れだからスキーを

いっぱいします。 

８． 今日はなんとなくのどの調子が悪いです。部屋にあった急須を使ってお茶を飲みまし

た。おいしかったです。時計が無かったので時間が分からなかったです。ちょっとリレー旅

日記を書いてみました。お風呂が気持ちよかったです。 

９． スキー場でスキーをしました。スキーは楽しいよ～♪やろうよー。 

１０． 毎年この時期に来ています。スキーをするはずが、なんと雪がなく大変な状態なので、

明日（？）に行くことになった。２泊３日らしいので明日スキー行ってきまーす。 

１１． スキー…それは、もっとも寒い時にやるスポーツ。転べば大変なことになります。皆

さんはマンガで見たことありますよね！スキーだからって油断しないでね。 

１２． 朝、食堂からの富士山の眺めは素晴らしいです。お食事もおいしくて、よく工夫され

てあります。夕食と朝食に出たキノコは甘くおいしかったです。サラダのひとつひとつの菜

の風味がよく、新鮮でさすが地元の味です。ごちそうさま。今日は晴天。佐久の方へ行きま

すが、よいドライブになると思います。気持ちよく冷えています。 

１３． 大成荘♡ 楽しく元気よく過せました。ありがとうございました。また来ちゃいま～す。

お茶はやり方を全部おぼえて、お母さんにほめられました。これがなかったら、お母さんに

ほめられてなかったから、うれしいです。 

１４． 今年初めての旅でした。午後に「シャトレーゼ」のスキー場に行ってきました。まだ

二回目くらいなので、下手でした。でも、楽しかった。大成荘に入り、すぐ風呂に入りまし

た。スキーも案外、汗かくんだよなぁ…。その後は、夕食を食堂で食べた。お刺身などがと

てもうまかった！その後は、卓球三昧！！気合入れてウェアやマイラケを持ってきてしまい

ました。昨日は日野の高幡不動に初詣に行ったというのに…。大成荘には生まれたときから

行っています。もう何回行ったか分かりません。また来ます！！（万願寺 男 １３歳） 

１５． 今日はここに泊まるのは１日目で、２回目です。前回はこっちではなかったけど…。

え～っと、今日スキーでガーンと、こけましたっ。しかも逆さまで、頭っから…。もー痛く

て、痛くて、脳内出血してるかも！！ですネ。いやー、今年はここで、初雪を見ました♪積

もっててうれしいですネ☆あーまだ頭痛いっ！冬っていいですよね。暑くないし、服着れば



あたたかいし♪ お風呂も気持ちよく入れるし～。 

１６． お正月の応募でようやく当たりました。正月飾りの前で写真を撮り、可愛いカルタが

並べてあるのが楽しいものでした。そういえば３０年近く前、日野に越してきてすぐに、図

書館活動の中で、日野市のかるた募集があり、「鳴り籠に願いをこめし金剛寺」が入選。か

るた１箱を貰ったのが、懐かしく思い出されます。大成荘の図書室にもお正月だけでも飾っ

てくれたらいいナ。４日の夜７時から映画会を催してくれ新美南吉と小川未明の童話が木下

恵介監督の映像で鑑賞できました。ウシ年にちなんで「牛女」。大きくて力持ちで、優しい

お母さんの姿-―私の母はネズミ年でいつもくるくる働き続けていたことを思い出しました。

（神明在住 石井 様） 

１７． また、泊まりたいです。映画も楽しかったです。 

１８． 雪が見たくて八ヶ岳に来ました。残念ながら曇り空。清泉寮の「からまつ林の径」雪

の中を歩けてごきげんでした。日野市に来てから十年。大成荘は我が家の別荘です。子供た

ちが、高校・大学の頃、赤岳に登ったのはすばらしい思い出です。美しの森から天女山のハ

イキングも好きなコースです。おいしい食事、暖かいもてなしに感謝しています。もっと多

くの人に大成荘を利用してもらいたいです。（落川 三木 様） 

１９． 今年７回目の大成荘。駅から５０分かけてのんびり歩いていきますが、今回はからま

つの絵模様が見事に道路に描かれて面白い写真がとれました。大成荘手作りのふくろうお手

玉を少しずつため、子供時代を想い出しながら遊んだり友人にあげたりしていますが、今回

はお年玉用に７個買って帰るつもり。厳しい社会状況の中ですが、２００９年もよろしく！

（神明在住 石井 様） 

２０． 大成荘は２回目ですが、やはり食事の美味しさはあの時のままでした。朝食のバイキ

ングのコーンスープは本当においしかったです。また行きたいです。 

２１． 久方ぶりに主人と２人で遠出し、あちこち道草しながら…。天候に恵まれ富士山の雪

化粧を真近に見て、日本人に生まれて本当に幸せだ…と、感動したりして…？夕方大成荘に

到着しました。スタッフ皆様のやさしい物腰、美味しい食事、（人伝てに大成荘の食事は美

味よ、と聞きました。）大満足でした。ちなみに今日の宿泊は私達二名のみとの事。大変お

世話になりました。又、機会があればお世話になりたいと思います。（Ｅ・Ｈ 様） 

２２． 初めて利用しました。良かったのでまた来ます。 

２３． 食事の席が、２日目窓側になっていて嬉しかった。 



２４． 大成荘は何度も来てるけど飽きません。大成荘はずっとずっとたっててください。 

２５． 私は大成荘が大好きです。毎年行っていますよ。今日で４回目ぐらいです。 

２６． いつもお世話になってます。私は毎年来ていて、今年で４、５回目です。いつも、い

とこと、ばばと、じじと、私の家族で来ています♪♪ 去年は雪がふって、積もっていたの

で、今年はどうかな～と、楽しみにしていました。思った通り雪はすごく積もっていて嬉し

かったです。今日から２泊３日のお泊りをするので、明日も書けたら書きたいです。 

２７． いつも大成荘を私達の別荘のように利用させて頂いております。親切な各業務の方々

と毎年何回かお会いするのを楽しみにしています。いつでもくつろげ、料理がおいしいので、

友人、知人と同伴してきて自慢しています。もうスキー、季節の風景を楽しむために毎年１

～２回。もう何年続けましたか…。これからもずっとお邪魔したいと考えています。よろし

くお願いします。（児玉 様） 

２８． 昨日は本当に楽しかった。又来ます。 

２９． 日野から２時間かけて八ヶ岳に着きました。大成荘に来る途中いきなり雪が降ってて、

びっくり。積もらないらしいけど、まさか雪が見れるなんて思っていなかったから、めっち

ゃ嬉しかった。大成荘には初めて来たんですけど、すごいキレイで良いです♪ 結婚する前

は府中に住んでいて小・中 府中山荘によく学校で行ってて、となりにあるのを見てなつか

しかったです。 

３０． 午前１０時半ごろから飯盛山をめざして歩き始めたが、１０分もすぎると登山道の積

雪が多くなり登るほど凍結してきたので、残念ながら途中で引き返しました。雪道は下山の

時が危ないので、早めに見切りをつけました。今年はお山の雪がいつもより早く来た感じで

す。Ｕターンして今度は「美しの森」へ行きました。たかね荘前を通って羽衣池までは雪が

あっても容易に歩けたのですが、池から先は飯盛山と同じく積雪量が多く、ここも止む無く

Ｕターンして下山しました。１１月も末になると「冬」ですね。１ヶ月後から始まるスキー

が楽しみです。ここ数年、１～３月に大成荘へ毎年５～６回来ています。来年は８０才にな

るというのに、おかげで元気です。（多摩平 Ｍ・Ｓ 様） 

３１． 久しぶりの旅行、楽しいな～。パパ、ママ、子供２人でルンルンです。来るときジャ

ム・クラフト「とりはた」に行きました。楽しくテイストもさせてくれるジャム屋さん。料

理に入れてもＯＫみたいで、家に帰ったら作ってみるぞー。その後は清泉寮に行った。車に

愛犬ブルーとジャファーが乗っているので散歩。嬉しく走ってた ワン。鹿の糞を食べてい



た。明日も行こ～うと。明日はパン食べるぞー。清里は見所いっぱい。楽しい～。いつ来て

も空気もおいし～い。ママも優しくなれるし！☆はきれいで…。また、大成荘に来ようーと。

家にはフェレットのチップちゃんが待ってま～す。車に乗せてつれて来よう。今頃、車の中

の犬たちはＺＺＺ！！です。冬だから一緒に来れる!夏も来たいけど、部屋ダメだから…残

念。また来年、冬来まーす。 

３２． 今日、日野から来ました。大成荘に来るの楽しみにしていました♡♡ いつも、冬は必

ず大成荘に来ているので大好きです。（小島 様） 

３３． ｶｰﾄﾞゲームのＵＮＯでドロ４を３枚だされ１２枚もひくことになり、最後は負けまし

た。終わってから数えたら１４枚も手にもっていました。ガーン。でもトランプの「しんけ

いすいじゃく」では、１位。嬉しかった。 

３４． 今日スキーに行きました。お父さんにカーブをしながら足をとじろ！と、言われまし

た。まあまあとじられるようにはなりました。帰りはヨーグルトを買ってもらいました。楽

しかったです。（小島 様） 

３５． 初めて大成荘に来たのですが、大好きになりました。又来たいです。皆さん、書いて

らっしゃる通りごはんがおいしくて感動しました。スタッフの皆さんも感じがよくて大変良

い時間を過せました。ありがとうございました。清里駅から美しの森まで歩いたのですが、

坂道やし、雪がつもってて車をよけながら車道を歩きました。なかなか出来ない経験ができ

て良かったです。目的はチーズケーキを食べることで無事味わえたし、プリンも美味しかっ

た。店員さんも良い人で、鳥も見れたし、満足だった。清里の人はみんないい人ですね！日

本もまだまだいいとこがいっぱいあるなあ、と思いました。今日もいっぱい歩いて美味しい

もん食べて温泉も行くぞ～！ああ、ここに住みたいくらいや！関西から日野に移り住んで１

０ヶ月。日野に来て、こんないいとこに来れて感激です。 

３６． －３度の道路標識を見ながら清里駅から大成荘までのんびり５０分。横岳が現われ、

赤岳の懐かしい堂々たる出迎えを受けると雪の道に立ってシャッターを押し続けることにな

ります。何度きても大成荘はいいのだ。「お待ちしておりました！」と、満面の笑顔で迎え

てくれるスタッフ。四季折々の行事の飾り、ジャグジーで疲れをとると、いよいよ最高のも

てなしの美味しい料理。手の込んだ、ゆり根まんじゅうや、牛肉パイ包み、安肝テリーヌ。

もう、とろけてしまう一時です。今回は泊まり客が少ないので、明日の朝はバイキングでは

なく洋風・和風を選ぶ食事ですが、これがまた、美味しいので楽しみひとしおです。（神明



在住 石井様） 

３７． 今日は金星の欠けているのを見ました。金星は多分見たことがないので、とてもびっ

くりしました。ごはんもおいしかったです。私は大成荘に３回来ましたが、その３回とも、

とてもおいしかったです。 

３８． 初めて来ました。２９日、３０日と、サンメドウズ清里で、ソリすべりや、プラスチ

ックスキーで子供と遊びました。景色が良く、富士山も見え楽しかったです。大成荘、お料

理もおいしく、きれいな室内。来て良かったです。卓球や将棋を借りて、子供と３人でゆっ

くり遊びました。５才の娘は、「また来る？また来る？」と、何度も聞いて、帰るのが惜し

いようです。今まで泊まったホテル等で一番いい所だと思います。天体望遠鏡で三日月のク

レーターまで見えたこと感動です。またぜひ遊びに来ます！ 

３９． お風呂、あたたかかったよ！  ５才の娘は卓球を初めてやり、気に入って何回も遊

びました。 

４０． とっても楽しかったよ！ スキーもしてリフトに乗ったんだ！私は先に一番にとっぱ

しちゃったんです。でも、ゆっくり普通にすべりました。家族一緒に楽しく滑れて、とって

も安心したよ！ホテルの社長さんほんとうにありがとうございました。 

４１． ２０数年前からスキーに通い、時々利用させて戴いております。今回は２年ぶりの宿

泊でした。環境良し、施設良し、食事良し、それにいつも親切な対応に感謝しております。

八ヶ岳の遑しい岩山の眺望はどこから見ても感動を与えてくれます。昔登った、赤岳の岩肌

を想い出します。いつも元気をくれる八ヶ岳。これからは夏場も含め、お世話になりたいと

楽しみにしております。最高の宿に感謝します。（岳風 様） 

４２． 学校とかの友達と一緒に遊びに来ました。今日はリニアモーターカー資料館と萌木の

村に行きました。お昼ごはんは萌木の村のＲＯＣＫのカレーライスでした。とってもおいし

いのでおすすめです。 

４３． 大成荘は楽しいです。スキーに行きました。大成荘は大好きです。最高！バイキング

が楽しみです。また来たいです。 

４４． 日野三中のＳさんで～す。今、スキー教室（サンメドウズ）で来てますよ。なんかぁ

…スキームズイッす。でも、この３日間で絶対滑れるようになってやるぜ！ 

４５． やぁーどーも② 日野三中の○○です。やっぱスキーは楽しいですネぇ。今ここにい

る人は楽しいですか？私はテンション↑↑で、熱３７．０度です。（笑）でも、インフルエ



ンザじゃないのでOKです。 

４６． スキー。お隣のサンメドウズに行った。雪が少ないので２コースしか滑れなかった。

「雪の無いスキー場」とか（笑）まあともかく、調子乗ってとばしてたら、こけて打撲した

わけです。２日目のリフト券買ってるのに…。実にもったいない…。それはともかく、大成

荘は料理がおいしいですね。風呂も大きいし。疲れも取れたみたいなので、また来年もこり

ずにスキーしに来ます。良いお年を！！ 

４７． 窓の外はまるで絵はがきのような美しい富士、そして山々。凍てつく寒さもなんのそ

の。また訪れたいと思う。おいしい食事。気持ちの良いお風呂。今日私は帰ります。ありが

とうございました。 

４８． 今日は金川の森に行きました。自転車に乗って交通ルールを学びました。とても楽し

い所でした。どこかのホテルでお菓子作りを体験しました。みなさんも行ってみてください

♪ 

４９． あけましておめでとう。今日も晴れでいいお正月でした。スキーで２５本すべりまし

た。いつもより多く滑れてうれしかった。夜に金星、月を見ました。はじめて月のクレータ

ーを見ました。オリオン座もありました。とてもスタッフの皆さんが親切で…。３年ぶりに

来ましたが、お食事もとっても美味しく…。良い変化にビックリ。また来ます。本当に良い

お正月でした。ありがとうございました。ヨーグルト、ステーキ、豚シャブと、お刺身と、

カニがおいしかったなぁ～また来るね。 

５０． スキーに行きました。遊んでる途中雪が降りました。帰りにも雪が降りました。楽し

かったです。（平林 美鈴 様） 

５１． スキー行った。楽しかった。フルーツ食べた。おいしかった。今回学校の行事で大成

荘に来たよ。もーすぐ帰る。（泣）もうチョイやりたかったです。ではではbye byeキーン 

５２． 今日はスキーに行き上級コースを楽しんで来ました。楽しかったです。でも、明日も

スキーに行くので頑張ります。 

５３． HAPPY NEＷ YEAR  小海リエックスに行って来たよ。寒かったけど、楽しかっ

たよ。 

５４． 今日スキー教室１日目。スキーは難しかったけど、まあ楽しかったかな（？）これか

らお風呂だぜ。２日目。今日はスキー５時間もやりました。疲れたブー。でも、うまく滑れ

たから、まぁいっか。レクのとき緑チームが負けたくやしい。その後Ｍちゃんとあ A ちゃ



んが怖い話をやって泣きそうでした。３日目。今日が最終日！２時間のスキーをやった。 

５５． 子供たちは移動教室で来ていたので２回目。親達は初めて来ました。結婚して１２年。

利用してみようと、いつも思いながらも予約が取れず×××。話には聞いていましたが、

本当にきれいで食事も涙が出るほど美味しくて、作ってくれている人に感謝、感謝です。手

作りのものばかりと思われる食事はどんなにお腹一杯でも残せません…。施設もきれいで、

とても気持ちよかったです☆☆ 大成荘の皆さんに感謝です。ありがとうございました。滝

沢牧場…バギーすっごく楽しかったです！！ 

５６． 小海リエックスで滑りました。３連休ですが、わりと空いてます。年末年始の後は少

し空いているのかしら…。大成荘の夕食は美味しい。大満足！！日野山荘も冬もやってほし

いなあ～。今日は－６℃。小雪がちらちらと。雪が少ない今シーズンだから恵雪なのかしら

…。そうそう、夕食のしゃぶしゃぶの「とまとポン酢」よかった！！売ってたらほしい！！

是非お土産に！！販売を～。パジャマを忘れてしまい、ゆかたを借りたのですが少し小さい

かな…。１６５ｃｍで細身ですが、かなり短い。大きめもあるといいな～。 

５７． 今年は５月と８月と１２月に大成荘に来ました。５月は旭小の５年だけで行って８月

は土曜日の理科室の合宿で行って、今日は家族と来ました。今日はスキーをしに来ました。 

５８． 今日はとてもｅｎｊｏｙな日でした。疲れたけどいい思い出になりましたぁ。こちら

に向かっている時に鹿を４頭見ました。オス鹿１頭、メス鹿３頭、その内２頭子供でした。

オス鹿の角はとてもかっこよかったです。また見てみたいです。明日は疲れると思うけど楽

しい思い出をたくさんたくさん作りたいです。大成荘をご利用する方々へ。大成荘はゆった

りでき、くつろげる場所です。店員さんたちも愛想いいです。またもう一度泊まりたいと思

う所です。めちゃくちゃいいです。ではまたお会いしましょう。タバコが辛かった！！１Ｆ

も２Ｆも寛げません。寒いので窓を開けるのもどうかと思うし…。今時なので、ご一考下さ

い。 

５９． 大成荘 最高！ 

６０． 今日は東京都を出てからいろ～んな所に行ってやっと１５：００くらいに大成荘に到

着です。ソフトクリームを清泉寮で食べました。ちょーオイシイ！美味れす♡ 

６１． 今日はおじいちゃん、おばあちゃん、あと家族で１泊２日 泊まりました。もう大成

荘には５回位来ています。ここに来る前はスキーを２時間位滑りました。場所はサンメドウ

ズです。とってもとっても雪がまぶしかったです。次に行ったのは「萌木の村」です。５時



位まで遊んでました。帰るとき、イルミネーションがきれいでした。ここのごはんはとって

もおいしいです。１泊２日じゃなくて、２泊３日がよかったです。だからその分楽しくして

いきたいです。 

６２． 初めて年末に泊まりに来ました。年越しを家でごろごろするより、のんびりでき、と

っても良かったです。大成荘の企画が満喫度アップさせてくれました。 ・夕食前の金星と

月の鑑賞会 ・１１：４５からの年越しそば食べまくり！ ・朝の初日の出の鑑賞会  ・

９：００頃からの甘酒  やみつきになりそうです。 

６３． ２００９年初めてきました。１月３０日～２月１日まで、また泊まります。

その時は今のところ泊まる人が私達１組しかないかもしれません。だから、ちょっ

とドキドキしています。小瀬スポーツ公園にスケートを滑りに行きました。スケー

ト滑ったのは今日で２回目です。１回目は１人で滑れなかったけど、２回目は１人

で滑れるようになりました。楽しいです。 

６４． 今日はワイワイのみんなでスキーに来ました。来年もまた来れるといいな

～と思います。今日は子供たちだけの飲み会をやります☆ 初めて！とぉって

も楽しみです。昨年もその前も、その前の年も大成荘に泊まりに来ました。も

っと、もっと泊まって、卓球とかバドミントンとかやりたかったです。これか

らも、もぉっと泊まりに来たいです。 

 


