
 
 

平成２１年２月～２１年５月   

（順不同。用字については原文のままとします。）  

 

１． 大成荘は我が家の別荘です。時折、利用させてい

ただいています。なのに、今日大発見！！この部屋か

ら富士山が見えるんです。いつも近くの山や木は見て

いたのに…。はるか遠くには視線がいかなかったよう

です。清里のカラマツの色が黄色になり、風にふかれ

て散っていく時が一番好きな清里の季節です。シャトレーゼにスキーに子供を連れて行きました。

初スキーだった子供たちもとても楽しく滑れて良かったです。ファミリー向きで良かったです。

大成荘は2回目ですが、やはり食事がおいしくて子供は大喜びです。 

２． 私は大成荘に来たのは2回目です。1回目は小学校の時の移動教室で行きましたっ！今回は家

族旅行で大成荘に来ましたぁ。移動教室ではできなかった卓球など、いろいろやりたいなと思っ

ています。 おはようございます！！今日は清泉寮と三代校舎に行きます。楽しみ～。今日も卓

球やるぞぉ。ごはんが朝、夜とも本当の本当で本当においしかったです！！ 

３． スキーで滑ってたのしかったです。大成荘の料理はおいしかったです。清泉寮のアイスはお

いしいです。（６才 もえちゃん） 

４． 春の香りいっぱいの美味しい料理を堪能しました。和風牛タンチーズ焼き、穴子の小桜蒸し

も珍しく、こんなに工夫された料理を惜しげもなく提供してくれる大成荘は今年の目標「月に１

回訪れる」ことにしました。山好きの者にとって八ヶ岳を目指して青空の下、清里の森を歩くの

は残り雪を楽しみながらの至福の時です。八ヶ岳自然ふれあいセンターにも１時間近く、いつも

新しいふれあいを貰っています。（石井 様） 

５． ４/３０に来て２泊３日しました。私はごはんがとてもおいしかったです。また、多目的室に

は卓球台が２台もあり、一緒にやっている人とも仲良くできました。清里はとても水がつめたく、

おいしいです。それから、萌木の村にはお店がたくさんあって、メリーゴーランドにも２回乗っ

ちゃいました。ほかにもパターゴルフなどとてもたくさんの色々な体験ができました。この２泊



３日とても楽しかったです。大成荘の皆さん！！お世話になりました。ありがとうございまし

た！！ 

６． 卓球があったことがよかった。またきたい。 

７． 八ヶ岳！！３月２９日１８：００ころ来ました。ご飯はデザートがおいしかったあー。ご飯

食べた後はバトミントン、卓球をやったよオ。お風呂は９時過ぎに入って、その後にお菓子をば

んばん食べたよ。じゃあ又来年。バイバイ 

８． 八ヶ岳おすすめのミカンのクーは大成荘の食堂にも売ってるよ♡ んじゃあこんどネ。 

９． とてもきれいでお料理もおいしくて卓球もできたので、良かったです。ちなみに、お風呂に

しょうぶがういてた！しょうぶじゃん。それでわ。（すがわら まほ 様） 

１０． おいしいごはんでした。朝食ももちろん。楽しい旅のはじまり～～！！ 

１１． 日野ではぜんぜん雪ふんないしと、こっちに来たら、ちょー雪降ってた。い～な～。友達も

この日記に書いてあったし！ビックリ！明日はスキー。○○―○の授業大変。 

１２． 卓球は楽しいぞー！大成荘に来よう！エイエイオー！ 

１３． ４月１２日。元気なこいのぼりが待っていてくれました。小淵沢の満開の桜を２時間愛で歩

き、清里の萌木の村で２時間遊んでの到着。前日は塩山の桃の花を堪能しながら、慈雲寺のしだ

れ桜を見て、甘草屋敷の見事なひな飾りを楽しみ、午後は信玄公祭りのため甲府下車。連日４時

間ウォークで、大成荘のジャグジーは足の痛みも回復させてくれました。４月１３日。清里駅ま

での送迎バス（９人乗りとか）に、初乗りしました。いつもは５０分ちかくかけて山々を眺めな

がら歩いていたのですが、朝食の後すぐに、出発しなければならなかったので、９：４０までの

んびり出来るのは、ありがたいことでした。平成に入って清里の隆盛期には、学校区から駅まで

車の渋滞で５０分もかかった話を運転手さんの清水さんから聞き、今昔の感がします。これから

どうなっていくのか、楽しみでもあります。４月１９日。小淵沢発６：１０で清里に着き、飯盛

山からしし岩、さかさ柏をまわって鉄道最高地点を通り大門川コースの静かな小径を大成荘まで

楽しみました。（水が増えていて川石を飛び越える子ども心もスリル）２週続けて春の清里の変

化を思いっきり楽しんだことでした。（今週は初夏をこして真夏！） （神明 石井 様） 

１４． ４月２６日（日）晴れのち雪のち晴れ。今朝もおいしいバイキングを頂きました。５才の娘

が「なんか雪みたいのが見える」と言うので、何を言っているのだろうと、思ったのですが、数

秒後、食堂内にどよめきが…。なんと吹雪が…。鯉のぼりと一緒に雪を見られるなんて、とても

不思議な光景でした。 



１５． ５月１～２日。今日は GW とは言え平日なので思ったほどの混雑もなく、なかなかスムーズ

な行動ができてうれしい。日野の自宅から八ヶ岳のアウトレットまで直行！！買物ざんまい♡♡♡ 

５才と３才の息子・娘は幼稚園を休んでの旅行です。昨日のアウトレットでは、遊び広場とレゴ

しか遊べず、少々不満気味。今日は牧場とか行けたら良いなあ～と、思っています。そして、日

野山荘へ。日野の保養所のはしごです。そうそう、食事がとってもおいしかったので大満足。で

もボリュームが満点なので、少しもったいない事に…。大成荘の皆様ごめんなさい。それから朝

食の時間が１時間しかなかったので子連れにはなかなか厳しい感じでした。せっかくの高原での

食事なので、のんびりムードを味わいたかった気も…。でも、なかなか予約の難しい大成荘に来

れて本当に良かったです。また、是非来れたらいいなあ～と、思いました。では、本日出発しま

～す。行ってきま～す。 

１６． 今日はアニメ映画があると楽しみにしていたのですが、なかったので残念でした。去年はこ

の日、やってくれたのに。来年はアニメ映画やってください。４小 ２年生より ごはんとって

もおいしかったです。 

１７． お天気はあいにくの雨だったけど、大成荘のスタッフの皆さんにはいつも良くしていただい

て、のんびり、楽しく過せました。夕食も山菜の天ぷらなどおいしかったけど、なんと言っても

バイキングの朝食。息子のお気に入りはスイカ、メロンなどのフルーツ。お皿に山盛りに食べて

ました！主婦の皆さんには分かると思いますが、フルーツは高いですよね。しかも、この時期、

メロン、スイカはまだまだ高い！本当に母としても嬉しいです。あと、嬉しいのは、おかゆ、味

噌汁の野菜を中心にして具沢山なところです。こんなにいろいろな具が入っているところに「他

の旅館など大成荘にかなわない！」と、思うところです。料理長さん、ありがとうございます。

また、来たいです。本当におせわになりました。シャトレーゼの工場見学いいですよ。アイスが

食べ放題。 

１８． 南米、パラグアイより来ました。初めての雪に感動しました。食事が大変おいしい。又来た

いと思っています。 

１９． ３月３０日。夕べ、季節外れ（こちらでは普通か？）の雪が降って、外の風景が白くなって

いた。今朝の新聞に甲武信岳へ登山に行った男性１人が戻ってこないとのこと。心配。無事救助

されることを祈る。毎年数回、大成荘でお世話になっているが、いつも食事が良く楽しみです。

スタッフも山崎さん他皆様感じが良く、楽しい気分で帰れます。ありがとう。 

２０． 最高な旅行だと思ったのに、雨が…。残念！！明日は晴れたらいいなと思っています。明日



晴れて、元気良く外で遊びたいです。 

２１． 転んでしまったので、お風呂に入れなくて残念でした。でも、ヤマネミュージアムに行きま

した。とても楽しかったです。お山は木のいいにおいがして、気持ちよかったです。 

２２． ２月１３日（金）。今日は学校に行ってから、ここに来ました。なんと今日は私の誕生日で～

す。誕生日にこんないい所にこれて光栄で～す。あっ、そういえば…。誕生日の話に戻りますけ

ど、私の誕生日バレンタインデーの１日前ですネ。明日はスキーに行って、もう１日だけ泊まり

ます。よろしくお願いします。卓球もやりました。２月１４日。今日はスキーに行きました。あ

たたかかったけど気持ちよかったです。屋上に行って星を見ました。はじめていっぱい星を見ま

した。ありがとうございました。 

２３． 今日終了式が終わってから、ここに来ました。ここに来れて良かったし、バトミントン、卓

球、オセロができてよかったです。明日はスキーに行って帰ります。 

２４． ４月２８日。快晴。日頃、肩痛の治療を施しているが、大成荘に早く着いたので、久し振り

に体育館で卓球をした。腕も軽く振れて心地良い汗をかいた。肩痛のリハビリになり、体調良好。

館長さんに頼んで、デジカメの写真をﾌﾟﾘﾝﾄしていただき楽しかった様子が判り、良かったです。

２９日。ゆっくり大成荘を出かけ、サンメドウズで山の風景画を水彩で描いた。出来ばえは？自

分で良ければ…。体が冷えたので早々に引き上げ、清里の駅の近くでほうとうを食べた。吐竜の

滝を見た。前回（昨年の１１月下旬）に比べ、緑が増え、石と水の状況がとても良かった。八ヶ

岳高原大橋→清里→野辺山→松原湖。とても景色が良く八ヶ岳連峰を堪能した。松原湖は静かな

湖面であったが、山や木々が美しかった。山の上の美術館を見て、帰路。大成荘での夕食はとて

もおいしかった。３０日。ゆっくりと日野へ。 

２５． ２月２８日 小海リエックスに行ったの！山頂はちょっとなだらかでよかったよ。最後の辺

は急な斜面でいっぱいだったの。今は、後かがみで行ったけど、こけずに行けたよ～ん♡すごく

楽しかったよ。妹はこけまくってたのよ。 

２６． 今日、大成荘に着きました。楽しい一日がすごせそう( .̂̂ ) 

２７． 母、妹、弟×２、祖父母で一泊。WBC 日本勝ったね～＼(^o^)／イエーイ。今日のレッドカ

ーペットは松田さんとジャルジャルと横山さん、見れて大満足！！ルカ様とか出たけどやっぱミ

クが良いよ。でも一番好きなのはKAITOとMEIKOの「猶予の月」 

２８． ５月４日 私と弟、父、母で１泊２日！ちょー楽しかったですっ！皆様もぜひ×２大成荘に

来て下さい。ご飯もめっちゃ×２うまいです（*^_^*）幸せ！あとは…、多目的室っていう所に



卓球コートがあるんですよ！そこで卓球は３０分しかできません。だから、いっぱいやりましょ

う！バドミントンもできますよ～～(^。^)ピアノが好きな人はピアノがありますのでどーぞ！ 

２９． ３月２１日～２２日 ２１日にシャトレーゼでスキーを楽しみました。雪はもう重たかった

ですが、天気も良く施設も充実していてとても良かったです。２２日は雨でした。ここはとても

霧が濃くびっくりしました。 

３０． ４月１日 夕食 大人用、子・幼 全てとっても美味しかったです。友人からおいしいよと

聞いていたので思ったとおりでした。朝食も楽しみです。 

３１． ４月２９日 いつも気持ちよく利用させて頂いてます。はじめて美しの森の展望台に登りま

した。山々がきれいでした。美しの森から歩いて２５分位でここに着きました。 

３２． ５月２日 今日は川上村へ千曲川の源流を見に行く。まわりめ平。川上村は広大な畑地が広

がり、今、高原野菜の植付けの真っ最中。ビニールシートの白・黒で畑を覆っている光景に驚く。

源流の渓谷はすばらしい大石が転がる中を清流が勢いよく流れ下る。生命の源を感じさせる。改

めて自然の偉大さを体感する。５月３日飯盛山へのハイキング。先ず車で獅子岩まで。駐車場は

すでに満車。置く場所探しに一苦労。しかし、ここからの八ヶ岳、南アルプスの眺望は圧巻。自

然の大パノラマ。山岳美を堪能する。これも天候が「晴れ」で、雲一つない事が生んだ感動かも

しれない。飯盛山まで１時間弱。手軽な登山気分を味わう。周囲の木々はまだ芽吹きもなく、お

陰で眺望がすこぶるよく、歩く疲れをいやしてくれる。飯盛山の山頂は満員状態。ここからの南

アルプスの眺めは圧巻。山麓を白く雲のまくに取り囲まれた姿は神々しい。下りは、千が滝まで。

これまた、１時間程の森林浴。下りで良かった。登るとすれば大変なコースかも。千が滝で車に

乗る。宿舎から歩くとすると、１日コースかも。５月４日 ２泊の旅も終わる。最後にやどにつ

いて、外舘も屋内も想像以上に立派だった。勿論、従業員の方々の対応もすばらしく、大満足。

特に感動は食事。種類も多く、味も秀逸。★★★★★の宿でした。ありがとうございました。 

３３． こんにちは(^_-)GW でーす。今回、GW により大成荘♡清里に来ています。空気もウンマーイ。

お水も美味しいですよね♪気候が微妙で、曇りって感じです。晴れが良かったです(^^)v 今日は

丘の公園でゴルフ→リゾナーレでチーズケーキを食べる→美味小屋でバーべ Q 食べる→谷口牧場

→清泉牧場→カラスの死１本公園で遊ぶ って言う流れです。私的、大成荘は夜ご飯もバイキン

グにしてほしいです。それでは さよおなら 

３４． ２月２１日 夜、金星の半がけを見ました。星の事も教えていただきこういうサービスは東

京ではなく、とても嬉しいです。今回は八ヶ岳シャトレーゼスキー場へ。ここは「初」。ファミ



リーゲレンデで初級の方にはいいスキー場です。ある程度滑れる方には、ちと…。上のモーグル

コースはバリバリのアイスバーンでこけるとそのままお尻でずーと滑ってしまう。反対側コース

は雪不足で滑れずでした。やっぱり、小海まで行くとおもしろいかも～。 

３５． ２００９年 March １４,Satarday 今日は久し振りにスキー場と大成荘に来ました。ほん

とに久し振りすぎて、なんだか懐かしすぎました（笑）現地到着！と、思いましたが、結局、寒

くて面どーだったのでスキーもしませんでした。（←何しにきたんだよ）しかし、親が行く気満

②だったので（←オイ）、私と我が弟が残って車にいました。最初わ車でゲームをしていたので

すが、途中で電池切れがおこりサプライズでした。なんで、２人は諦め外の雪で遊ぶことにしま

した。（仮にも駐車場）雪の上を走ったり、埋まったり（笑）と、まあ、ずいぶんスキーとかけ

離れたことをしていたわけですよ！！そんで、大成荘にのこ②と、やってきて、さっそく卓球し

ました！！少しの間、学校の体育の授業で習っていたせいか、前よりもとても上手くなっていま

した！！（驚）弟もLv.1ぐらい、母もLv.2ぐらい、父はLv.100ぐらいでした！！（えｗ）そし

て風呂に入ろうと言われ行きましたが、スリッパわんさか「おいっ この時間あんま人いないん

じゃないの？？（怒）そして夕食。油っこいもの以外食べて最後のデザートも残しました（すみ

ません）。でも、その他はちゃんと食べたので。そして、麻雀を借り、みんな（友、父、自）で、

やりました。ずっと焼き鳥状態で、超☆初心者の友人が連勝していました！！んで、やっと抜け

出せたかと思ったら、「ちょんぼー」で、しかもその後にひいたやつが「つも」なのに、それを

見逃していた自分。まさに、自爆ってやつ？？今わ１２：２１なのですが、全然寝る気ないっ

ス！！明日もスキーをするつもりはさら②ないです！！（笑）ホント何しに来たかわからないの

ですが、楽しいですワラ。でわもー寝ます。P.S.こっくりさんを一生に一度わやってみたいです。

あと、顕微鏡でミジンコに会いたいです。 

３６． ３月２０日（金）春分の日 こんにちは！！今日で大成荘は４回目です。なので、結構詳し

くなってきました！！ワラ とても清潔でとても親切な対応をしてくれてすっごくいい所だな～

(^。^)って思います♪ またって言うか、ずっときたいなア。お風呂も、もお最高♡ 

３７． ３月２０日 日野市から来ました～～♡今日初めて来ました。お風呂はと～ても気持ちが良か

ったです♡ ゆっくりできて、もう最高～。お風呂を上がったら、卓球やオセロをしました。前

より卓球、上手になったかもっっ！！でも、やはり家族でやるとビリ(^_ ;̂)オセロもビリ。でも、

とっても楽しかったです！！部屋に帰ってきて、みんなでボードゲームをしました。初の１

位！！めっちゃうれし～！！汗をかいたので、またお風呂に入りました。やっぱり気持ち～！！



よし！！今日はいっぱいねれる～！！（？）やっぱ、ここはいいな～！！また来たいです♪おじ

ゃましました。 

３８． ３月２６日 昨日から１泊で来ています。昨日は末の息子の小学校の卒業式。午後は謝恩会

とあわただしい中、明日から上の子の塾も始まることもあり、我が家の癒しの場、この大成荘に

移動してきました。ただでさえ到着が PM７位になるかと予想していた中、小仏トンネル近くで

事故渋滞！！何度か大成荘のスタッフと連絡をとらせてもらいながら到着。PM７：３０位にな

ってしまいました。食事の片付けなど迷惑をおかけするかと、恐縮する中、出迎えてくださった

皆さんは、とても温かく、嫌な顔一つせず、笑顔で応対してくださいました。それがとても有り

難く…。人の優しさに触れ、やはり来て良かった…。食後は恒例のバドミントン、卓球で楽しい

時間を過しました。上の子も高２となり、家庭で全員で大成荘にお世話になる機会もなかなかと

れなくなりそうですが、機会を見つけ又是非お世話になりに来ます。お料理もおいしかったです。

本当にお世話になりました。 

３９． バイトメンバーとお別れ前、最後の旅行に来ました。総勢１２人、８ヶ月～５年目まで、今

年はたくさん社会へと出て行ってしまいます。協力して仕事をして、仲良く遊んで、本当に本当

に楽しいメンバーでした。最後の思い出に大成荘でゆったりと過せてよかったです。春の新メニ

ューもとてもおいしかったです。ありがとうございました。 

４０． 友達と一緒に来ました。又来ます。 

４１． ３月７日 今日スキーにいきました。富士見高原の所です。雪が重たくて滑りにくかったよ。

今日は１泊です。もっと泊まりたかったけど、又来ます。 

４２． サンマルクメンバーで来た。楽しかった。 

４３． 今日は、イチゴ狩りに行った。ちょうおいしかった。サイコー(^。 )̂明日はシャトレーゼのス

キー場に行きます。楽しみ♡ 

４４． ３月３０日 夕食と朝食のデザートを食べまくった。UNOやりまくった。 

４５． ４月１１日 東京都日野市からやって参りました。今朝は午前３時半に自宅を出発して「高

遠コヒガンザクラ」を見に行って来ました。お天気も快晴で雲一つ無くとても素晴らしかったで

す。今晩はこちらの大成荘さんでお世話になります。予約が遅くなり団体棟しか空いてなかった

のですが、近代的な作りできれいにされているので驚きました。これから夕食なのですが、とて

も楽しみです。又、利用させていただきます。 

４６． ４月２８～２９日 日野市から来ました。夜おそい到着だったので、朝食だけでしたが、親



子でチーズフォンデュに感激。和食もふきの入った炊きあわせがとてもおいしかったです♡ と

にかく、お掃除が行き届いていてきれいですね。また、ゆっくり来たいです。ありがとうござい

ました。 

４７． ５月２～３日 祖父母９１才も同行し、大人５人、子供２人楽しく過させていただきました。

有難うございました。皆様の心遣いもうれしく思いました。又、おじゃまいたします。 

４８． ２月２０日 今日はみんなでスキーに行きました！！いとこが日野第八小です。楽しいでー

す。バドミントン１５回続いた。初めて大成荘に泊まりに来ました。卓球 or バドミントン、い

っぱいやります。いとこはパズルにはまっています。お食事もおいしかったです。（ちょっと多

かったですが…。）明日はどのスキー場に行くのかなぁ。また、来たいと思いました。ありがと

うございました。 

４９． ４月３～５日 日野市大人２人、小２、小３、家族４人で富士サファリパークへ行った後に

大成荘に来ました。サファリパークからは須走 IC→須玉まで約２時間でした。ちょっと遠いです

が、いつもお世話になっていてなじみのある大成荘に泊まるのが安心で、体も休まるので、サフ

ァリパーク周辺のやどにしませんでした。到着が遅れるので夕食なしにして、途中のほうとう

「小作」の店で食べてチェックインです。夕食や朝食も自由にでき、子どもたちも館内で楽しく

過せるので、大成荘はとてもよい所です。４日の日にはやまねミュージアムへ行きました。１人

３００円で、記念にかわいいピンバッジがもらえます。やまねの冬眠している姿が見られました。

かわいかったです♡ 又、来ますね♪ 大成荘歴２６年より 

５０． 大成荘の近くにある最高地点のアイスクリームがおいしかったです。そこは JR 鉄道の最高地

点なのでその名がついたそうです。 

５１． 最初は雨降っていました。でも、最終的にやんでよかったです。初泊まりです♡ エコバレー

スキー場、おもしろいので是非行ってみてください。また、来ます。 

５２． ３月２９日 家族で旅行に来ました！！夕方から来て… すぐ夕飯でした。おいしかったで

す。 

５３． ４月４日 今シーズン最初で最後のスキーに来ました。すでに、シャトレーゼスキー場は、

終了だったので、サンメドウズへ行ってきました。HP には積雪５０ｃｍとかいてありましたが、

さすがにこの時期…５０ｃｍ以下…。暖冬と言うこともあり、雪がないのはしょうがないネ！！

来シーズン、たくさん雪が降ったら大成荘へ泊まる回数が増えるんだけどな～。予約とるのも大

変になるけど…。５日 霧が立ち込めています。 



５４． ３月２９日我家は大成荘を１８年ぐらい利用しています！！いつも家族で楽しく過させても

らってます。まだまだ、この先も毎年来たいです。それぐらい毎年満足しています。 

５５． 今日はスキーに行って、一番上からおりれてヤッター。ソリをしたり、うさぎに入りました。

すっごく楽しかったで～す。 

５６． ３月７日 今シーズンは今回で５回目の利用になります。我家の別荘？？大成荘には本当に

いつもお世話になっていて大感謝です。大成荘が無かったら、こんなにスキーができなーいと、

家族で言ってます。このお値段で、このお料理、家族３人で泊まっても、他の１人分って感じ。

高速も最近は ETC で八王子からのって韮崎まで１回おりれば半額♡ 又そこですぐ高速のります。

…でも、今度からどこまで行っても１，０００円になるの？それもまたウレシー！！以前はサン

メドウズにいつも行ってましたが、最近ここ２年くらいは小海リエックスにいつも行きます。リ

エックスはファミリーチケットがとってもお得。大成荘（約１時間）にある割引券と同じかな?

（ファミリーチケットはお食事券つき）（ファミリーチケット 大人２＋小１＋食事券１５００

＝￥８０００） コースも色々あって楽しめるし、土曜日は２：００PM から１日リフト券でく

じ引き大会があります。ハズレても（エーデルワイスにて）シャトレーゼのお菓子なんかもらえ

てちょっとウレシー。うちの帰りのパターンは、日曜日午前中 SKI。小作でほうとう（リフト券

で５％OFF になります）。高根の湯で温泉（これもリフト券で１００円 OFF）。車の中で東京

FMアベレイジ PM５：００を聴く。帰宅。 

５７． ４月４日 はじめて来てお部屋とか廊下とかがきれいでびっくりしました。夕食もおいしか

ったです。 

５８． ５月１日 昨日は渋滞で混んでいました。３時間ぐらいで着きました。夜ご飯はおいしくて

１００回ぐらいは行っています。今日はどこかのホテルで２：００にはカステラを作りに行きま

す。また、行きたいです。 

５９． スキー旅行 in シャトレーゼ＆大成荘 ３月７日 スキー旅行に日野市平山から来た。シャト

レーゼでスキーをした後、大成荘に１泊した。楽しかった。 

６０． 今日は卓球をしました！最初はあんまりできなかったけど、２回やったら、とってもできま

した。昨日は卓球をいっぱいやったけど、今日はバドミントンをしました！楽しかったです。ま

た、やりたいと思います。 

６１． １回目の大成荘 今日は４時に家を出ました。写真を撮ろうと思い、お父さんの使い捨ての

ケータイを持ってきました。それでまず ♡のラブレター（森のラブレターとして山にある高速



でみれます）をとろうとしたら、電源が入ってなくて、残念、撮れませんでした。すっごく悲し

かったです。道は混雑はしていませんでした。よかったです。１時間３０分くらいたって、やっ

と八ヶ岳につきました。そして、道の駅によってトイレ休憩、足湯があったので入りました。道

の駅は昼ぐらいが便利！ スーパーみたいなのがちらばったみたいな大きな所に行きました。そ

の中でも、「レゴブロック」の所がおもしろかったよ。おすすめです。その時、くじ１回５００

円があったので家族１人１回やりました。楽しかった～。でも、特賞欲しかった（やっぱ）。そ

の後、知らない男の子、川から転落。びしょびしょでした。まきば公園に行きました。そして、

羊をさわったりしました。でも、毛は刈られてた。水遊び広場でおたまじゃくしをつかまえまし

た。８ぴきぐらい逃がしたけど、暗くなって車に戻りました。大成荘でバドミントンをしました。

走って、忙しくて疲れました。お風呂、きもちぃー。 

６２． おはようございます！７時です。今日の予定は釣りに行きます。たぶん。 

６３． やっぱ、釣りに行きました。楽しいよ～！！おすすめ。今回はかなり人が多くて 待ち！！

（それは実は８：００から釣りは始まっているのに、父が１０時からと思っていたからです）釣

りはコースがあり、２時間つり放題４４００円（お得）など、さまざま。最初はつり方が良くわ

からず２匹にがしてしまいました。（ガビーン）でも、１３匹とれました。２泊なので、腐って

しまうので、その場で焼いて全部食べました。（家族で）美味しかったよ！！次にまきば公園の

おみやげショップに行ってバカンスしました。（うそです）アイスクリームを食べたよ。おいし

かった。次にどこかしらない国の楽器を買いました。１，０００円ドからシの音がでまーす。今

キラキラ星ができます。羊を野放し状態の原っぱに行きました。うんちがいっぱいで、オニュー

の靴もべちょべちょきたなかったよ！！もう、ブー子帰ります。日野へ帰ります。さようなら 

おだまき、ありがとう。スタッフの皆さんありがとう！！バイバイ又来年。 

６４． ２月２８日 私達は、家族旅行に来ました。大成荘は毎年来ています。昨年の春は、５年生

移動教室に来ました。夕食のカレーバイキングおいしかったです。あと、話変わるけど、食事の

後にロビーにおばさんが来ていて、工作をつくらしてくれます。 

６５． ４月１８日 今日は久し振りに大成荘にきました。本当に久し振りで、最後に行ったのは小

学校の時でした。あー、なつかしー。今日はアウトレットパークに行って何も買わず、帰りにほ

うとうを食べてやっと８：３０くらいに大成荘に着きました。着いたら早速キューブで遊びまし

た。なかなか難しくやりがいがありました。そして卓球、バドミントンをやりました。１時間し

かやってないのに、なかなか疲れました。そして、お風呂に入りに行って、露天風呂があったは



ずなのに、おかしいなーと、思いながら入りました。入っているといきなり、ジャグジーが止ま

り、外の電灯が消えてしまいました。だからもう出ろってことなのかなって思いました。確かそ

の時は１１時前だったのにね。部屋に帰ってきたら、ママが露天風呂なんて最初からないよって

言われて、あれ？？って思いました。あと、キューブは今のところママだけできてません。次は

７個キューブに挑戦しようと思います。あっ、今９個キューブ、ママが完成させたみたいです。

良かった。良かった。ところで、今、SYAM（シャム）はどうしているのでしょうか？家に来る

猫です。明日まで大成荘にお世話になります。それではまた。 

６６． ４月１８～１９日 姉と私は大成荘に着くなり、卓球とバドミントンをしました。卓球はほ

ぼ、ラリーが無く意地で打ち返すようになってきていました。バドミントンは天井に羽がぶつか

って直角に落ちる、の繰り返しが多かった。あと、もうすぐ私は京都、奈良に行きます。受験が

終わったら、また大成荘に来たいです！日野市の人におすすめポイント。①１ヶ月に１回の割合

で日野本町５丁目のミニストップに試食品が出ます。②日野駅に日野本町５丁目から行く右面で、

向かうと3分の２の確立で猫に会えます。  明日朝風呂とバイキング、楽しみ～♪ 

６７． 6～7 年くらいぶりに大成荘にやってきました(^ｗ^) 小５の時に移動教室で来て、他にも家

族で何回か訪れたけれど、私はもう高 3 です。(・.・;)笑  もっとみんな来いー！！  本日は

朝 5 時起床晴れ 高速が 1,000 円で混んでると思ったらまあまあでした。リゾナーレ小淵沢→八

ヶ岳アウトレット→清泉寮→大成荘   さっき、ここにある木のキューブのやつ、白いのはす

ぐ出来たけど、黄色いのは悪戦苦闘の末出来ました。めっちゃむずかしかったです。コツは、ガ

タガタすんのはまちがってる！結構、立体で考える感じ。 明日はもえぎの森と南清里行って、

信玄餅ソフト食べます。まぢ、楽しみー 

６８． 1 月 2・3・4 日に来て以来の今年二度目。今回は団体の部屋のみ当ったそーです。小 5 の移

動教室では、確か「のぎく」だったかな…。やはり今回もマイラケ持って卓球三昧。これでも、

かなりうまくなったんだけどなぁ～。サーブは YG で、そのレシーブは台オーバー、もしくはチ

ャンスボール。それを、ストレートにスマッシュ！！（本格的ですいません。（笑）日本の石川

選手が中国のツァン・イーニンに負けたー。やっぱ世界一はちがうなあ。部屋に戻り、待ちかま

える難関「木製キューブ」☆キューブ攻略！ 白（9 個）これは全てのキューブが同じ形なので

それほど難しくない。黄（7個）キューブは一つ一つ違うのでメチャ難しい。 

６９． ５月１８日 １６日～１８日までこちらを利用しました。去年と同様５月１７日（日）に野

辺山１００km ウルトラマラソン大会へ参加し、走ってきました。 私は７１ｋｍの部に参加。



主人は１００ｋｍに参加。前日から悪天候のため、朝から雨が降りしきり、山へ入ると野辺山最

高地点１９０８ｍでは雪が地面に残っていました。体調は雨でぬれていて冷たく冷えきる中を、

ゆるやかな坂は走り、きつい坂は歩くを繰り返し、制限時間が厳しいので私は４２ｋｍ地点でリ

タイアとなってしまいましたが、楽しいレースでした。来年は是非７１ｋｍ完走したいです。一

つだけ残念なのは、レースの朝は早いので、ここを夜中の３時には出るので、ここの朝のバイキ

ングが食べれなかったこと。夜はレースが１９時までなので帰ってきて２０時。夜ご飯には間に

合わないこと…。せっかく大成荘にきて２泊ですが、１泊分のごはんが食べれずなんか損したよ

うな、とても残念ですが仕方ありません。レースではない時にも又来たいです。 主人は１００

ｋｍ無事完走です。去年に引き続き２年連続。これを１０回完走すると、記念にデカフォレスト

と言って、永久的に固定のゼッケンがもらえ、名前も張り出され、これをいつかねらうらしいで

す。又来ます。今日は観光して楽しみます。（神明 松崎 様） 

７０． 家族旅行に来たよ～。今まで来た事がないから楽しみ。ばあちゃん、じいちゃん、おじさん

×２、彼女と、１０人ではじめて来て、楽しい一晩を暮らします。皆さんはどんなプランでここ

に来たのですか？ 

７１． あいにくの天気でしたが、母の日と父の日をかねて、私の実家の家族を主人が連れてきてく

れました。１０人になりました。普段、休みがほとんどなしで働いている主人のめずらしい休み

を、私の親孝行の為に使ってくれる主人にはホント感謝です。更に母の４９年ぶりの同窓会の会

費や傷のついたメガネを買ってくれたりしてくれました。日野に１０年ぐらい住みながら、初め

ての家族での大成荘でした。来月は５年の息子が移動教室でお世話になります。ありがとうござ

いました。（東豊田 Y・S 様） 

７２． カレーバイキングがすっごくおいしかったデス♡ 

７３． カレーバイキング、すごくおいしかったで～す！お風呂はゆっくり入れなかったけど、とて

も気持ちよかった～♡ 大成荘最高！！リクエスト：もうちょっとお風呂のお湯が冷たかったら、

もっと最高だったと思います。また、来たいと思います。 

７４． 今日から１泊の家族旅行に来ています。天文台→SL→まきば公園→もえぎの村→清泉寮に寄

りました。食事もおいしかったです。卓球も楽しかったです。また、遊びに来ます。お世話にな

りました。 

７５． 初大成荘…長女だけは移動教室で昨年お世話になりました。１０：３０～バーベキュー場で

昼食。飯ごうで炊いたご飯＆豚汁！！おなかいっぱい、もりもり食べました。デザートは、恒例、



焼きマシュマロ。溶かしたチョコレートをたっぷりつけて、パクリ。お試しあれ。夕食、豪華で

めちゃめちゃ美味しく、大満足でした。管理人さん達、みなさん、とても気さくで、親切♡ と

ても気持ちよく過ごせました。ありがとうございました。息子が明け方から熱を出してしまいま

した。管理人さん、食堂の方、本当にいろいろ心配してくださり、温かいお気遣いありがとうご

ざいました。 

７６． ２回目の大成荘。１０：３０ぐらいから BQ 場をかりて、豚汁とごはん。そして食後に焼き

マシュマロをやりました。おいしかったよお～。いつもキャンプばかりなので、うれしいです。

又来たいなー。弟と妹の楽しみを減らしちゃったけど、２人がいいって言ってるから良いかア…。

良い思い出を残して帰りたいデス。この後はお風呂、夕飯。あと卓球もやりたいなあ。管理人さ

ん、食堂の皆さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。 

７７． 初めての大成荘。バーベキュー場で昼食に行きました。飯ごうでたいたごはんと豚汁。おな

かいっぱい食べたら、お腹が痛くなってしまいました。寝転がって、寝たら治りました。大成荘

に行って、ゆっくりトランプをやってお風呂に行きました。そして、ちょー豪華なごはんがでて

きました。全部は食べなかったけど、お母さん、お父さんに食べてもらいました。おさしみがお

いしかったデス。デザートがあったから全部食べました。おいしかったデス。又行きたいです。

学校で来ます。 

７８． 約３時間歩いたあとにジャージーハットのアイスクリームを食べたよ。８人で来たよ。明日

も楽しみだな。 


