
おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 7 月 16 日（体験 1 日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

本日より 7 月 31 日までの２週間を、おためし移住で、お世話になります海野（うんの）です。

夫婦二人で新勝寺さんと空港の町、千葉県成田市からまいりました。よろしくお願いします。成田

も北広島も、空港に近いので、移動は簡単、多分慣れたらドアツウドアで 3 時間を狙える（？）。

しかも、LCC ですと、今回一人片道 6,500 円は、お得感あります。 

お借りする素敵な一軒家へ、北広島市政策調整課の皆さんに、大変ご丁寧にご案内いただきまし

た。大丈夫です。何の不自由もなくそのまま快適に生活できます。 

明日はゴミの日でしたね、生ゴミは肥料にするから、きちんと分別して、黄色の袋に入れてと。

お隣さんも、話好きの楽しい方のようで、好印象。「東京は道路が 50 度あるって言ってたよ。こ

っちは涼しいから快適よ、だから東京に帰ったら余計暑いよ。」と早速定住をアドバイス。 

昼過ぎには、上野市長さんと政策調整課の川村課長さんがわざわざご挨拶に来てくださいました。

部屋に上がっていただきたかったのに、玄関先でご挨拶のみとのこと、お忙しいところご丁寧に来

ていただき、ありがとうございました。北広島でまず感激したのは、駅前のモダンな文化ホールの

建物に比べ、市役所の大変オンボロ（失礼）なこと。市民優先を貫いていらっしゃいますね市長さ

ん！ 

夕方、まずは北広島の歴史を勉強にと、旧島松駅逓所まで、14 万キロ走ってる中古車レンタカー

をブカブカ走らせて行ってきました。ここでまた感激！観光ボランティアガイドの村井明さんから

みっちり 1 時間ご説明をいただきました。いやー楽しかった。「クラーク博士の言った ”Boys, be 

ambitious like this old man！” の This old man は、中山久蔵のこと。」 というお話、「クラ

ークは、1 年契約のはずなのに、9 ヶ月しかいなかった。前後の旅程を勘定に入れていた。」とい

ったお話、思わず「もしかして、村井さんは、中山久蔵さんのお孫さんでは？」とお聞きしてしま

いました。（違うそうです。）久蔵さんが寒地稲作に成功した「赤毛種」、お土産に稲穂一本頂戴し

ました。「そういえば、赤毛は流行るかな？NHK の朝ドラも赤毛がらみだったな・・・」と関係な

いことを考えながら、また中古車レンタカーをブカブカ、安全運転で戻ってまいりました。 



お昼に食べた北の彩さんの「もやしラーメン」海鮮出汁、太めのストレート麺、もやし山盛り、ニ

ンニクみじん切りどっさり、美味完食しました。かみさんは、隣で食べてた中年女性のラーメン食

べるスピードに感激しきり。さすが、本場の人は、食べ方が違う。 

 

 

旧島松駅逓所（中山久蔵氏宅）でお話に熱の入る観光ボランティアガイドの村井明さん。わかって

るんだかどうだか、とりあえず、お話に聞き入るうちのかみさん。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 17日（体験 2日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

昨日の夜は、いつの間になったか 40代の娘と、小学生の孫 2人が泊まりに来て、キャッキャ騒

いでいた。が、こっちが寝ている間に、トマムの雲海テラスを見に行くとかで、親子 3人夜中の 2

時頃出て行ったそうな。 私もかみさんも全く物音に気がつかなかった。かみさんに言わすと、私

のイビキで、世の中の全ての音はかき消されていたとか・・・知るか！ 

「今朝ごはんしてる。雲海は最高だったよ。富良野をドライブして帰るね。」とスカイアクティ

ブ＆ノー天気な娘からメール。他ではなかなか見ることのないような大自然の絵巻を、本当に手軽

に楽しめるんですなー、ヨッ北海道！ 

 NHKの朝ドラが終わると、ピンポーン。朝から誰かな？あれれ！昨日立ち話をした隣のおばさ

んが、庭で採れた立派なキュウリを 4本持ってきてくれた。実は、この手の話は、農業大好き人間

の多い成田でもよくありまして、この時期、野菜は買わないで、「もらう。」ともあれ、着いた次の

日から、とりたて新鮮キュウリが、いただけます。ごっつあんです。いい人多いね北広島。 

さて、今日は、国道 36号線を北から南に、まずは大曲の三井アウトレットパークで早速のお買

い物。と言っても、国際ブランド品は、なにも北広島じゃなくてもいいんじゃない？私たちは、原

産地主義だからと急に新しい主義者となって、北海道ロコファームビレッジへ直行。入口のさくら

んぼ美味しそうだが、残念ここは試食なし。「お父さんこれ食べてみて！」てめえにお父さん呼ば

わりされる覚えはねーよ、とかブツブツ言いながらも、出されたふりかけご飯がうまそうでつい手

がでる。「あっ、あっ、全部食べないで、半分残して、そこにだし汁入れるから。」これが、秀逸。

「漁師の力めし」という鮭の削り節をベースに、昆布、のりなどを脇役に加え、ごまを決め手にし

たものだそうです。早速、お土産１号決定です！ 

続いては、国道 36号を南下、昨日行った旧島松駅逓所への曲がり口を通り過ぎて、恵庭市に入

り、JR恵み野駅を過ぎてすぐ、「道と川の駅花ロードえにわ」へ。建物の裏手は、丁度花咲き乱れ、

なかなかのガーデンです。花馬車がかわいいこと。300円のエビスカボチャソフトクリームを持

って散策。直売所で、西宮にいる義母へ、7月 21日食べごろのメロンを送る。その日は、義母

88歳の誕生日。「秋には、盛大に米寿の会をやるんで、元気にしててくださいね。」のメッセージ

つきです。 

大ラスは、国道 36号を更に南下。ユーミンの歌ではないが、左手にビール工場がみえてくる。

札幌ビール北海道工場にあるジンギスカンと生ビール「ヴァルハラ」。スカイアクティブ娘と孫達

と合流し、４種類のジンギスカン食べ放題とミニサーモンいくら丼＋ラーメンサラダを 5人前（小

学生半額）、若干濃い目という開拓使ビールをいただきました。食べ放題とはいえ、お肉追加する

ことなく、「もうだめー。お腹いっぱいー。」となって、大満足撃沈。突如、日焼けした若きたくま

しい男ども 30人ぐらいご来店、自衛隊の方たちとのこと、「よく来ていだだいてるんですよ。ほ

んと、よく食べて飲んで、嵐のように去って行かれます。」とお店のおねえさん。若い隊員、きっ

と一人 3人前は食べるね。 

うちのおかみさんの特技は、ほか全員飲んじゃったあとの安全運転です。謝謝！ 

 

 

 

 

 



三井アウトレットパーク北海道ロコファームで「漁師の力めし」の販売コーナー。「北広島の HP

に載せるよ」と言ったら、「いいけど・・」と、おっちゃん少し緊張ぎみです。 

 

 

「道と川の駅花ロードえにわ」の庭園にある花馬車。 ここまで作るのは、大変なんでしょうね。

ちゃんと乗れるんだもの、こりゃ子供は、嬉しいわ。 

 



ジンギスカンと生ビールの「ヴァルハラ」で料理を前にして、スカイアクティブ娘と孫（小６、

小５）でやんす。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 18日（体験 3日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

今日は、夕方の飛行機で娘家族が大阪に帰る。だから午前中は、お土産のショッピング。ホクレ

ンさんの農業体験施設くるるの杜へ行ってみる。女性陣が農産物直売所で買い物してる間、子供た

ちとおじいちゃんは、クイズラリーに挑戦。子供相手の優しい問題かと思いきや、これが結構難し

い。長年生きてきたおじいちゃんの知識と勘は、この分野で全く通用せず、あえなく 5問中正解は

3問という結果。しかも、孫からヘルプを求められた 2問が、両方共不正解。孫を前に、「ははは・・・・」

と笑ってごまかす。 

でもここでは、新しい知識をしいれました。アスパラガスの畑と書いてあるところで、若い女性

の職員さんに、「このモハモハした草が、アスパラですか？」と、質問させていただくと、それか

ら約 15分、アスパラガスの生育法につき、1から 10まで、熱心に教えてくださいました。すご

いです。言葉の端々からアスパラへの愛情が感じとれましたし、1年を通して、この場所の季節、

気候、風景までもが見えてくるようでした。 

買い物が終わった我が女性陣に、脳みそに叩き込んだ断片的知識を、披露してやろうとおもって

身構えてたのですが、お買い物の成果品に夢中で、アスパラの生育法には、全く関心持って頂けな

いようなので、この知識は、私一人のものにすることとしました。 

次の買い物は、山の中を少し走って輪厚スマートインターチェンジのすぐ近くにあるエーデルワ

イスファーム。可愛い洋館が、迎えてくれます。シックなユニホームの美しい店員さん、「どうぞ

ご試食下さいね。」どんどん出てくる出てくるベーコン、生ハム、ソーセージ、諸々。子供らが、

無遠慮に、それにかぶりつく。「これ、うめー。はじめて食った。」お前ら、昼飯がわりにする気か？

ともあれ、お買い物いっぱい、ママご満悦。 

娘家族は 14時頃新千歳向け出発とあって、一旦帰宅、子供ら 2人は、自転車に乗ったり、広い

部屋で床を転がったり、最後の最後まで騒ぎ回る。「大阪暑いから、ここにいる。」「天然クーラー

がいい。」と言って、なかなか帰り仕度をしようとしない。でも結局、スカイアクティブママのド

スの効いた「帰るよ！」の一言で、「ジャーネーバイバイ。」見送ってしまうと、夫婦二人。急に静

か。テレビ見てたら、うたた寝してもうた。 

「ハックショーン、エイエイ！寒！」開け放しの窓から冷たい風、「ヤバ、風邪ひく！」長袖一

枚も持ってこなかった、どうしよう。結局、長袖一枚買うことにして、スーパーに出かけることと

なった。これだけ気温違うのだね。体感！北海道。 

帰りがけ、近所の素敵なお菓子屋さんで、好物のアップルパイを買う。スーパーで買った長袖ヨ

ットパーカー着て、かみさん手作りの夕食を済ませ、このアップルパイを味わう。「子供たち、も

う大阪に着いたかな？」と、ホームドラマの宇津井健みたいに言ってみたりする。安寿真（あずま）

本店というこの近所のお菓子屋さん、ロールケーキが有名とのことですが、アップルパイも、秀逸。

お勧めです。 

 

 

 

 

 

 



写真１：くるるの杜でクイズラリーに挑戦。 

 

 

 

 

写真２：エーデルワイスファームでのお土産シ

ョッピング。 子供は、いっぱい試食させても

らって、ご機嫌のイエイ。 

 

写真３：予期せぬ寒さに、慌ててスーパーで買

ったヨットパーカー。北広島滞在期間中ずっと

重宝しそうです。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 19日（体験 4日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

娘一家の台風一過、私たちは、滞在四日目、北広島市内の様子も大体わかってきた。今日から、北広島生

活者としての、実体験がスタートと、鳥の声に目覚めも爽やか。 

私は、絵画とか工芸が好きで、実業から引退した現在は、自分で小さなてづくりガラス工房をやってます。

絵も少し描いて、いくつかの絵画展にも出品させていただいてます。もともとは、大手プラント建設会社で

働いてましたが、独立して、海外企業のアジア支店長を 10年勤め、日本と外国半々の生活をしてきました。

この間、武蔵野美大の通信教育を受講したり、東京国際ガラス学院の受講生になったりと、好きなアートの

勉強を、黙々続けてきた次第。 その昔、アーティストを夢見た高校生が、半世紀を過ぎた今、地下茎とし

て残っていたAmbitionを掘り起こし始めているわけです。（少しかっこよく書きすぎました。） 

午前中、北広島市芸術文化ホールへ。昨日から、‘Cute’と題した 10名のアーティストによる作品展が、

ホール併設ギャラリーで行われています。複数のアーティストによる作品を集め、その場から何かを発信さ

せようという、いわゆるキュレーター役は、道都大学デザイン学科の森迫暁夫さんです。ギャラリーに伺い、

「おためし移住で北広島にお世話になってます。」とご挨拶したら、市の担当職員の方が出てこられて、この

辺の背景は、細かくご説明くださいました。「昨晩、オープニングパーティーがあり、作家の方たちが来られ

てたのに・・・」と残念そうに言われてました。本当に残念！事前の情報収集が、不十分でした。「今回、森

迫さんのご自身の作品は、展示されてないのですか？」とお聞きすると、市の職員の方、「これだけです。」

と、ギャラリー入口付近に突き出た白い壁の大きな出っ張りを、指差されます。確かに、それは、ホールの

建物の一部ではない追加の柱。作品？ 

 

＊＊＊森迫暁夫さんのことネットで少し調べました。長野生まれ東京育ちで、道都大学のデザイン学科の卒

業生。イラストレーターとして、札幌をベースにご活躍です。作品の特色は、一つの画面に小さい沢山のイ

ラストをいっぱい織り交ぜて、そこから生み出される協奏効果のようなものを、狙っていると、理解しまし

た。＊＊＊ 

 

きっと今回の Cute展、森迫さんはキュレーターとして、場の提供に関わることで、10人の作家の展示

全体を、協奏させ、伝えたいもの、があるのでしょうね。 

作品の中では、大きな画面にプロジェクターで投影されていた斉藤幹男さんのイラストが、すごく印象的

でした。会場のバックに音楽がかかっているわけではなかったけれど、あたかも楽しい音楽が、画面から聞

こえて来るような明るい色彩の絵が心を和ませてくれます。フランクフルトで勉強され、ヨーロッパで活躍

されているのですね、私ども夫婦も 2年間、ドイツに、住んでいました。斉藤さんの作品にかなりドイツの

香りを感じました。ところで、ドイツの童話には、恐ろしい魔女もでてくるし、驚くような残忍な場面がで

てきたり、挙句の果てハッピーエンドでなかったりします。こんな童話ものも、作ってみられませんか？他

の作家の方たちも、個性的な力の入った作品を展示されており、会場は家から近いし面白いし、27日まで

の会期中もう一度伺います。皆さんに、絶対お勧めです。 

午後からは、札幌北広島ゴルフ倶楽部で、１ラウンド。 午後スタートで、18ホールをスルーで回らし

てくれる。土曜日とあって、大きなコンペも入っており、大変な混雑。前日予約でよくスタート枠とれたも

のです。だけど、1時 15分のティーオフで 5時半には、上がって来れた。グリーンも状態よく、スコアを

除いて、大満足。ゴルフ場の大浴場でゆっくりのんびり、「いい湯だな～♪。」 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 20日（体験 5日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

道都大学の開放Dayのイベントで、チェロのコンサートがあることを、道都大学の HPで知り、

出かけました。わが家の音楽担当は、かみさんの美知子さん。何しろ、もと関西歌劇団のオペラ歌

手（ソプラノ）で、数年前まで東京でも舞台に出てましたから、ちょっとしたもんです。怒らせて、

大声出させたら、窓ガラスが割れます。 

さて、初めて聞く吉川よしひろさんのチェロによるジャズ演奏は、まさに感動ものでした。自分

の演奏する音を、演奏しながら足の操作で、ICチップに録音し、その再生音に新たな演奏を乗せて

いくという、超絶技法。目を閉じて聞いていると、何人もの吉川さんが舞台で自由にチェロをひき、

はじき、たたき、挙げ句の果ては、肉声をおりまぜて、観客をを幽玄の世界に引きずり込んで行き

ます。 

わが家の音楽担当からは、プロのコメント。 

「彼のチェロは心を揺さぶる響きが有る。チェロは人間が一番心地良く感じる音と言われていま

すが、彼の音は心の奥深くに浸み込んで忘れる事が出来ません。トークは演奏とは違いとてもユー

モラス?流石世界を駆け廻っているチェロリスト。又何処かで聴きたい・・・素敵なコンサートで

した。」 

吉川さんは、生まれた時から片耳が聞こえないというハンディを、バネにして、世界でトップラ

ンクののチェリストに登りつめ、オリジナルなサウンドを世界に発信されている。なおかつ知的障

害者施設、重度障害者施設、老人ホーム等への慰問奉仕活動も熱心にされているという素晴らしい

人、思いもかけず北広島で印象深いコンサートにでくわしました。吉川さんの今後の活動は、注目

です。 

道都大学開放 Dayのもうひとつの目玉は、阿部俊明詩画展。わが家の美術担当は、亭主の私。コ

ンサートの前後に、二度立ち寄らせていただきました。 

阿部俊明さんは、1948年北海道中標津町生まれ、魚やさんでしたが、1995 年事故で頸髄損

傷され、その後、口に筆をくわえ絵を描きはじめられ、現在、札幌で制作活動されている、という

方。すごい集中力で描かれた緻密な点描画、そこに書かれた多くの詩には、周囲への感謝の気持ち

に溢れています。阿部さんがもし事故に遭わなかったら、これらの美しい作品は生まれなかったと

考えると、少し複雑な気持ちになります。 

書の作品を作る時、右手が動きすぎると感じる時があります。筆が器用に動きすぎてしまうと、

綺麗な表面的な作品になりすぎて、伝えたいことが伝わらないという場合があります。こんな時、

左手で必死に心を込めて書くと、形でなく、心が作品に現れるという場合があります。児童画にも

似た現象があります。両手が使えず、口で絵を描くというのは、究極の「心の表現手法」なのかも

しれません。阿部さんの作品は、形も心も、ですがね。 

 

 

 

 

 

 

 



写真１：コンサート終了後、吉川よしひろさんと一緒に、記念撮影させていただきました。CDに

サインも頂戴し、かみさんもご満悦。 

 
 

写真２：阿部俊明さんの制作風景。 道都大学の遠藤先生の奥様から丁寧にご説明いただきました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 21日（体験 6日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

昨日、道都大学の遠藤先生からご紹介をうけたニーウン・ベツガラス美術研究所へ行きました。 遠藤

先生には、ご自分の研究室でご丁寧にコピーしてくださった地図まで頂戴し、これを持っていったのです

が、道に迷った。国道 36号線から、ANAオープンゴルフトーナメントの看板のある札幌ゴルフコース輪

厚コースの横を抜けて、ブカブカブカブカ、結局道が分らなくなって、滞在 5日目にして初めてレンタカ

ー付属のナビに住所をインプット。全く機能するとは信じてなかった中古レンタカーのボロナビだったけ

ど、役に立つことがわかった。道路に出されているガラス工房の案内板がとても奥ゆかしく遠慮ガチなの

で、見落としていました。 というより他の看板が派手すぎるのよね。 

まさに山小屋風のチャーミングな建物が、３、４棟田園の風景に溶け込んでいます。ここが、楠本さん

ご家族のご住居、吹きガラス工房、ギャラリー兼カフェ兼ステンドグラス体験工房。たまにはミニコンサ

ートの会場にもなるようです。まずは、ギャラリーへうかがいましょう。気負ったところのない素敵な作

品達からは、ガラスを通る多色光の輝きが本当にお好きなんだな、という作家さんの感性が見て取れます。

無垢の透明ガラスのコロっとしたかけらが、かわいいお皿やコップのならぶ商品棚に置いてあったりしま

す。ガラス塊をたたいて割ると、予期せぬ面白い形が生まれると共に、切片に虹のような美しい渦模様が

生じたりします。手を切るので商品には、しにくいのですが、ガラス作家さんにとっては、原点回帰のよ

うな意味もあって、使われたいのかななどと、勝手に解釈させていただきました。（違ってたらすみません。）

いろんな色のガラスたちが、窓から入る明るい光の中で、笑っています。どの作品も、北海道の大地の中

で、いきいきと元気に遊んでいます。 

楠本さんご夫婦は、共に大阪出身のガラス作家です。今日は、あいにくご主人の祐弘さんご不在でした

が、奥様のゆみさんにいろいろご案内いただきました。吹きガラスの工房は、一年中炉を高温に保たなく

てはならないし、最低二人がかりでないと難しい作業もあります。工房を維持するのは、本当に大変なこ

とだと思います。私が趣味でやっているのは、ガラスキャスト（鋳造）で、石膏型の中にガラス粉を詰め、

型ごと電気炉で焼くという方法。これだと、ひとつの作品をつくるのに時間がかかるが、一人でできるし、

電気炉をつけっぱなしということもない。楠本さんご夫妻は、それだけの覚悟をもって、北海道でガラス

に取り組まれ、3人のお子さんを育てられている。アーティストとしての才能に恵まれたお二人だからこ

そですが、「冬には、私、トラクター運転して、ここの雪かきするのよ。」と、チョット自慢げに語られる

ゆみさんに、開拓者の片鱗を見た気がいたしました。ゆみさんから、かなり重要な、専門的マル秘アドバ

イスもいただきました。ありがとうございます。成田に帰ったら、即実行してみます。 

輪厚から、ゆみさんに教えられた道順で、札幌芸術の森まで、中古レンタカーでブカブカ。丁度、坂本

龍一プロデュースの札幌国際芸術祭 2014が 7月 19日からスタートしており、芸術の森美術館でも企画

イベントがあるのは知っていたのですが、初めて訪れた場所でもあり、滞在中にもう一度ゆっくり来てみ

ようと、今日のところは、野外美術館をのんびり散策。緑の中を歩いて、彫刻にであうと、その度に「こ

んちわ」と言いたくなる。掛井五郎の「ベエがいく」こんな彫刻大好き。すぐ友達になれそう。少し登っ

て、グスタフヴィーゲランの 5点を集めた広場に、「ああこれ知ってる。」とかみさん。すごい力感の太め

の人物像、一度見ると記憶の片隅に残りますよね。佐藤忠良記念子どもアトリエも、行くべし。中の工作

室で、若い女性の先生のご指導で、お子さん二人粘土細工をしてました。本当は、私も一緒に粘土やりた

かったのですが、お願いするのを躊躇しました。孫と一緒に来ればよかった。野外美術館は、冬に雪が積

もると、お客さんに「かんじき」を貸し出すのだと、彫刻が雪をかぶって、つららがついて、いったいど

んななんだろうと興味深々。 

アートづくめ、充実の一日でした。 



写真１：ニーウン・ベツガラス美術研究所ギャラリーの前で、写っているのは、楠本家 3人のお子さんの真

ん中（小学 4年生）。 すごく礼儀正しくて、朗らかなお嬢さん。ワンちゃんも一緒に撮るつもりだったけど、

他に面白いことがあったのか、逃げちゃった。 

 

写真２：ニーウン・ベツガラス美術研究所のギャラリー売店で楠本婦人（写真左）。お店で働かれている（写

真右）方、遠藤先生の奥様のお友達で、チェロの吉川よしひろさんの追っかけをしてるということでしたね、

お名前聞くの忘れました。ごめんなさい。 

 



写真３：札幌芸術の森 野外美術館で。米坂ヒデノリによる「コタンクルカムイの詩」とその前で両手

を広げる祈祷師美知子。このあと、ミツバチが、オレンジの帽子を花だと思って大量に飛来。祈祷師逃

げ惑う。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 22日（体験 7日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

今日の予定は午後からのゴルフ。午前中は、２、３日前にちょこっとスケッチしてきたエルフィンロー

ド自転車の駅の絵に手をいれる。ベンチのある広場で、サイクリングの人が、休憩しているような風景で

す。風が結構強くって、時々裏山の緑の葉が風に煽られてひっくり返ると、そこの部分は、白っぽい葉の

裏側が見えるでしょ。それがサッカーの競技場でウエーブをやっているように、移っていくんです。絵で

描くには、難しいけど、チャレンジ。完成したらご覧にいれます。 

ついでに、エルフィンロードには、自転車で行ったのかなと思うでしょ。残念でした、中古レンタカー

のブカブカです。自転車の駅には、自動車の駐車場があって、ここまで車で来て、サイクリングを楽しむ

方もいらっしゃるのです。正直言って、私は自転車があまり得意ではないいんです。乗れないことはなく、

学生時代自転車通学の経験もあるのですが、自転車に関しては、過去の人生でいい思い出がなく、乗った

時の爽快感を打ち消す何かが常に心の中にあって、いつも私を消極的にしてしまうのです。少しばかりト

ラウマです。うちのかみさんは、自転車が得意です。エルフィンロードは、かみさんの自転車のあとにつ

いて、こんどゆっくり歩いてみようと思います。 

さて、今日のゴルフですが、またもや札幌北広島ゴルフ倶楽部。前回は南コース、今回は東コース。次

に西コースをやれば、54ホール全部を制覇となります。制覇したからといって、何かもらえるわけでは、

ないけれど・・・。 

このゴルフコース、連休明けというのに、よく整備されてるし、楽しく回らせてもらえます。いたずら

カラスに気をつけての看板がありましたが、今の時期ボールをいたずらすることは、ないような感じです。

どぎついピンク色のボールを使って回ったけれど、持っていかれませんでした。確かに、何回か、期待は

ずれのショットをカラス君に笑われましたが・・・。 

ゴルフのあと風呂から上がって外にでると、少し雨が降ってます。クラッセホテルの G1和食処「紅紫」

で食事としました。ここは窓のすぐ前が、ゴルフ倶楽部の練習グリーンです。全ての席から、ゴルフコー

スが見えるように、窓際にコンパートメントを配置してあります。もう誰もいない薄暮のゴルフコース、

白樺の林に囲まれた広いフェアウエイに雨が落ちています。うちのかみさんは、知床鷄の親子丼を注文。

私は、とメニューを見ると、知らない単語がある。「自家製ザンギ」なにこれ？かみさんも知らない。「ザ

ンギ？慙愧？懺悔？銀座？」「すみません・・ザンギって何ですか？」訊くは、一時の恥、訊かざるは、

一生の恥。「鶏の唐揚げデース。」「あー、トリカラか・・」文化の違いを少し楽しめました。もちろん、「自

家製ザンギ」を注文。美味い！でも、「トリカラ」とは、なんか違う。「粉まぶすんじゃなくて、フリッタ

ーみたいにしてつくるんじゃないの？」とは、ザンギ一個盗ってったかみさんのコメント。真偽の程分か

らず。ちなみに、知床鷄の親子丼は、関西風の上品な味付けで、かみさん好み、大満足でしたとのこと。

親子丼には、アイスのデザートまでついてて、ご機嫌でやんの。ザンギ 1個盗ったくせに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



写真１：長袖ヨットパーカーを着て、札幌北広島ゴルフ倶楽部東 No1ホールでのティーショット。少し

風があったので、低めのティーアップで、ライナー性の低い球を打ち、フェアウエイセンターに置く、と

いう戦略でのショットです。結果不問。 

 
写真２：クラッセホテル和食処「紅紫」さんの「自家製ザンギ」。既に、1個盗まれている？本当に美味

しいですよ。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 7月 23日（体験 8日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

今日の朝は、雨です。昨夕から降り続く、久しぶりの本格的雨です。アスファルトの道路に水溜りができて、そ

こに小さな輪っかが、できて消えてできて消えて。雨は、好きです。この頃、沖縄、九州、から関東でも、時々ニ

ュースでお目にかかるゲリラ豪雨は、いけませんが、この程度の雨は、街中ではちょっとした非日常の風景を演出

することもあるし、何より木や草、畑の作物、動物たちもが喜んでいる声が、聞こえてきます。私が今住民登録し

ている成田は、生まれ育った東京都心からみるとすごく田舎で、自然を感じられることもあるのですが、北海道は、

自然の「厚み」が違うな、とつくづく思います。この自然大切にしないといけません。自然と人間、貧困と繁栄、

力と涙、そんなことを思ってみたりする今朝の雨です。 

昼前に、札幌の STVラジオの担当の方から、電話がありました。市の担当の方から、事前に連絡あった件で、

北広島市のおためし移住体験談インタビューを、「ちょっと暮らし北海道」というラジオ番組で流したいのでとい

うご相談。お役にたつのなら、喜んでお引き受けしますよ。主として道外向けに、おためし移住を広報するような

番組。ラジオにこのような番組があること自体が、北海道は面白い。 

午後から雨があがったので、夕飯の買い物を兼ね、まだ行ってなかった近所にある開拓記念公園へ。まず、正面

にある昭和 59年に開拓 100年を記念して造られたという、モニュメントとレリーフが目に付きます。では、昭

和 59年(1984）の 100年前、1884年に何があったかというと、広島県から 5月と 8月の 2陣に分かれ、都

合 25組 103人の方たちが、開拓のため移住されたのです。これが、北広島の始まり。昭和 59年当時は、広島

町。北広島市になったのは、平成 8年。市としては、まだ 18歳、今年が開拓 130年、再来年が市制 20周年、

ということですね。何もない原始林が、130年経つとこういうことになるんですね。レリーフの台座脇に小川が

作られています。小川を下ると、幼子を高く抱える夫婦の像があります。廣島村この地に始まるの記載があります。

この像は、明治 26年広島村開村から 80周年を記念してつくられたもので、公園のできた昭和 59年にここに引

っ越してきたようです。この辺のことは、公園の中の、説明ボードに書いてあることの全くの受け売り。小さいけ

れど、時の流れを感じさせるいい公園です。すぐ近くだから、時間つくって今度スケッチに来よう。 

夕飯の買い物は、コープさん。北海道といったら烏賊でしょう。烏賊そうめん買って、これで日本酒を一杯。（イ

イゾ。）ご飯は、ユメピリカを炊いて、おかずは、ホタテ、タイ、マグロなど贅沢刺身の盛り合わせ。（イイゾ、イ

イゾ）甘いもの好きのかみさんが、「これ美味しそう」と手にとったのは、黒白模様の丸い「ベコ餅」。あとでネッ

トで調べたら、木の葉型とかいろいろあるみたい。こちらでは、こどもの日は柏餅でなく、ベコ餅なんですね。や

っぱり黒糖を使った甘いお餅で、「くじら餅」というのが山形にあるんですが、こちらは、全身真っ黒。山形の親

戚から送ってくるのを、小さい頃よく食べてました。両刀使いの私としては、ベコ餅大賛成。 

今日、STVラジオの担当の方と話していて、北広島に来てちょっと驚いたこと、珍しく思ったこと、知らなか

ったことを、箇条書きにメモしておいてみようと思った。夕食後に、お茶入れて、べこ餅食べながらの夫婦で考え

た「新米道産子による身勝手きたひろ珍百景」が以下のリスト。 

・道幅がやけに広い。 

・夕日がやけに眩しい。 

・家の屏が低い、か全然ない。「へー」 

・車庫が蛇腹だ。（初めてみた。） 

・太細道路の交差点は、太道路側にしか、信号がない。  

・広島なのにお好み焼き屋が見当たらない。 

・レストランや食堂が週休 2日だ。 

・寒いのに食事が意外と上品、薄味。 

・知らない名前の食物がある。（ザンギ、ベコモチ） 

きっとまだまだあるぞ。でも今のところは、この程度で。 



写真１：開拓記念公園のレリーフです。開拓当時の様子と思われます。大変だったんでしょうね、誰も笑っちゃい

ない。ひとりひとりに強い意思を感じる表情です。作者がわかりません。 

 

写真２：手毬状の可愛いベコ餅。可愛すぎて、どうも名前にそぐわない。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 7 月 24 日（体験 9 日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

午前 9 時にかみさんと二人で、中古レンタカーのブカブカ（とうとうこの名になった）に乗って札幌の街へ、開

催中のムーミン展が見たいというかみさんを、大通りの丸井今井本店で降ろし、私は、発寒にある北海道ユニセフ

協会に伺いました。私、去年現役の仕事を離れてから、ガラス工芸や絵画ばかりでなく、いろんなことに手や足を

突っ込んでいて、その最たるものが、千葉県ユニセフ協会のボランティアです。今回、千葉県ユニセフ協会の福本

事務局長さんのご紹介で、北海道ユニセフ協会の大先輩である重原相談役と、親しく面談できる機会を頂戴しまし

た。 

 

＊＊＊＊ 

ユニセフとは、国際連合児童基金、世界中の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関です。私は、

学校給食で出されたユニセフ支給の脱脂粉乳の香りをはっきりと覚えている世代です。現在の世界には、飢餓、病

気、戦争、児童労働、人身売買、少年兵、差別、など、戦後の日本よりもなお一層、最低限の「こどもの権利」が

守られていない不幸な状況が、多くあります。日本は、国内にも、もちろん問題は、山積していますが、国際的に

は、これらの極端に恵まれない環境にある子供たち、明日の命が保証されない子供たちを、助けることが可能であ

り、その役割を担っているということができます。この紙面をお借りして、ユニセフへのご協力をお願いしたいと

思います。 

＊＊＊＊ 

 

重原さんとお話できて本当によかった。北海道ユニセフ協会の活動に、長く深く携わって来られ、その活動の中

では、様々なご苦労、時に挫折を経験されています。なおかつ、深く勉強された上で、論理的に支援の必要性を社

会に訴えられてこられています。確か私より 10 年ほど早く生まれてられると思いますが、お話は、エネルギッシ

ュで、私より若い。Keep in touch, Shigehara-san ! 

丸井今井で、なんとなくリトルミイ風になっているうちのかみさんを拾って、午後から、札幌国際芸術祭 2014

のひとつの目玉である「坂本龍一＋YCAM InterLab によるフォレスト・シンフォニーin モエレ沼」を体験に、

モエレ沼公園にむけ、ブカブカを走らす。ガラスのピラミッドで行われているのは、国内外 11 箇所で、樹木にセ

ンサーを取り付け、生体電位を計測し、採取した蓄積データを、音楽と映像に変換してみようというプロジェクト。

大きなスクリーンの前に、誰でもさわれるダイヤルボタンが設置されていて、周波数と何種類かの基本画像の選択

ができるようになっている。「モゾモゾ」私がこれをいじらない訳ないでしょ。幸いあまり混んでなかったので、

ご見学こられた老人会の皆さん方には、観客がわりに少し後ろに腰掛けていていただいて、坂本龍一さながらに、

指揮者にでもなったかのごとく、このダイヤルボタンを操作するのでありました。スクリーン両脇の、大きなスピ

ーカーからは、画像と連動した電子音が湧き上がり、そこに生み出される空間は、あるときはやさしい小川のせせ

らぎに、あるときは大群の小鳥が群れ集い、あるときは風に、あるときはシャワーに、そして、あるときは厳しい

日照りに苦痛の声が・・。まだ、人類は樹木と本当に語り合うまでには、いかないが、彼らは同じ地球を共有する

大切な家族。イサム・ノグチがゴミの沼から再生したモエレの緑に囲まれ、坂本龍一が、音と映像により、自然の

語る言葉をちょっとだけ私たちに聴かせてくれる。このプロジェクトは、地球環境を見直し、人と自然の共存した

未来の姿を模索する試みであり、私たちの進むべき道を強く示唆しているものです。 

 

 

 

 

 



写真１：北海道ユニセフ協会ボランティアの皆さんです。頑張ってください。 

 

 

写真２：北海道ユニセフ協会相談役の重原裕治さん（写真右）と一緒に。あとから、ご自身で作られた大切な資料

を、いっぱい送ってくださいました。本当にありがとうございます。少し時間をください。真面目に勉強させてい

ただきます。 

 



写真３：モエレ山の山頂に二人いるのがわかりますか？誰でしょう。 

 

写真４：この写真は、私の指揮したフォレスト・シンフォニーの中の一場面、群れ集う小鳥と大木のおしゃべりが

表現されています。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 7 月 2５日（体験１０日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

本日、札幌北広島ゴルフ倶楽部西コースをまわり、これで全 3 コース 54 ホールを制覇。スコアも少しづつアッ

プ。去年、腰を痛めてから、手打ちになってしまって、シャンクが出たりして、苦しいスランプが続いてたんです

が、ようやく回復基調、あたりが戻ってきた。ゴルフは、腰が大事ね。それと、年金もらうようになったら、もう

若い時みたいに、めったやたらクラブを振り回さないことね。大人のゴルフという別のゴルフを楽しむことよ。と

自分に言い聞かせながらも、まだ、力はいちゃうんだよね。たかがゴルフ、されどゴルフ。 

 このコースは、レディースティーが、すごくサービスされていて、レギュラーティーから、100 ヤード、150

ヤード先。うちのかみさんは、こう見えて（横から、「どう見えるってのヨ？」）飛距離が課題ですが、まさにおあ

つらえ向きの設定。ここで、パー４をパーオンできる快感を知ってしまった。女性に優しい北広島。  

 本日の晩飯は、外食。家から歩いてすぐ、石造りのお蔵が、かっこいい北広島駅前のスープカレー「天竺」さん

へ。「もともとは、酒屋さんのお蔵だったんですよ。そこをお借りして、改造して。ここは、店を開いて、もう 10

年になります。」と、カレーママ。確かに、店の中の創りも雰囲気あります。「２階もご覧になる？」「え？ ２階

があるの？」「どうぞ上がって、頭に気をつけてね。」 壁際の狭い階段をグルっと回って登ると、屋根裏にボック

ス席 2 つ、店の１階が見下ろせます。「いいねー 雰囲気あるねー」「天竺」さんは、札幌清田店が本店で、開業

17 年。カレーママにこの北広島店をまかせ、本店は、カレーパパがやられているということです。  

 さて、かみさんの注文は、シシカバブカレーの中辛。私は、ポーク角煮カレーの小辛。お互いライスは、小盛り。 

それになんたって、ビール。ゴルフのあとでエスニック料理とビール。「あなた何のために生きてるって？」「コノ

タメデスヨ。」「いつ飲むの？」「イマデショー。」グビー。いやいや、初めて食べたスープカレー恐るべし、これは

エスニック本場の人もびっくりの美味しさです。ごろっごろっと入った数種の具が、それぞれに個性をもっていて、

それを香料の効いたカレースープが、取り持ってます。ドベーと入った大きなポークの角煮。柔らかく、脂っぽく

なく、スープによく絡んで、美味しくいただきました。シシカバブカレーも、「マトンの味が、最高！ここにいる

あいだに、また絶対食べに来る。」とうちのかみさん。こういうことに関しては、有言実行の人です。時々、お店

でライブ演奏などもされるようです。2 階席で、食事しながら、ライブ演奏を聴くっていうのも、しゃれてます。 

 

追加でも一つ話題を、「鰊の切り込み」って、知らなかったけど、買ってみたら、これが美味い。お酒のアテに

最高。よく、東京や千葉でも、北海道物産展やってるけど、売ってたのかなー？ 

 

 

 

  



写真１： スープカレーの「天竺」北広島駅前店。石蔵づくりの雰囲気あるお店です。となりは、元酒屋さんで、今

は、酒蔵が、スープカレー屋さんに変身。他は、コインランドリーになってます。 

 

 

 

写真２： 雰囲気ある「天竺」さん店内の様子。ライブの演奏は、写真の奥の方でやるそうです。 

 

 

  



写真３：お会計ついでに、スープママと話し込むうちのかみさん。「あのー もう帰りますよ。」 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 7 月 2６日（体験１１日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

台風 10 号から変わった低気圧が北海道を通過するため、今週末は雨模様。雨といっても、北海道の雨は、傘が

いるのかいらないのか、優しい雨だ。携帯電話に気象警報を自動受信しているので、東京や千葉の気象警報が、続々

メールで飛び込んでくる。この 1 週間は、連日熱中症警報と大雨洪水注意報が頻繁に携帯メールの受信音を鳴らし

ている。 ニュースを見ると、東京では、激しい夕立雷雨で道路が水没するような場所がでているらしい。かと思

うと昼間は、異常な猛暑が、連日続いているらしい。東京と関西にいる３人のこどもたち家族、みんなからそれぞ

れに「暑いよー、そっちは涼しいの？」と、メールがはいる。朝、夕は長袖だよ。クーラー無いし、いらないし。」

と、自慢げに返信してやる。とは言いつつも、私どもも、あと数日でおためし移住は終了、この涼しさに慣れてし

まうと、千葉の地元は、余計暑くって、大変だろうな、と思ってみたりする。  

 「そろそろ、子供らに、お土産を宅急便で送ってやるか？」「こないだ行ったくるるの杜に、いろいろ売ってま

したよ。少し見に行きますか？」と、うちのかみさん。先日、娘と孫を連れて初めて行った時は、孫の相手で、ク

イズラリーに挑戦で農場をあちこち走り回っていて、販売所は見てなかった。「よっしゃ行ったろ。」中古レンタの

愛車ブカブカの登場です。  

 あるぞ、あるぞ、なんかわかんない美味そうなものがあるぞ。「「ラワンぶき」って知ってる？」と、かみさん。 

「ラワンぶきと鰊の煮物昆布入り」のパッケージを、手に取る。実は、私は、大のニシン好き。かみさんは、小骨

が多く塩焼きは苦手だというが、幸い歯の丈夫な私は、小骨ごと食う。だから、ますます歯が良くなるという好循

環。私には、「北海道」という言葉の響きは、「ニシン」と聞こえる。でも、今は昔のように漁れないんですよね。 

なんとか、復活して欲しい北海道のニシン。  

 ニシンは、ヨーロッパの人も大好きなんです。デンマークに行ったとき初めて知った。いろいろの種類で味付け

た酢漬けニシンが、店頭に並んでいる。コッペパン（古・・・）にニシンの酢漬けをガバっと挟んだやつを、大口

開けて、ガバっとかぶりつくというのは、まさにバイキング流。「ああ食いたい！」少しお上品にスモーガスボー

ド。これもよろしい。北広島外食産業の勇者よ！スープカレーの次は、これを売り出してください。ハンバーガー

も戦々恐々間違えなし。  

 結局、くるるの杜では、宅急便で送る前にまずひとつづつ買って、試食をしてみなければ、となった。いくつか

のパッケージ品を購入。「ラワンぶきと鰊の煮物昆布入り」ももちろんその仲間入り。店の前のテントで、4 種類

のとうもろこしをゆでて売っている。4 種類の違いを丁寧に、ご説明いただくが、どれがいいのか、結局わからな

い。 迷ったあげく、伊達産「ハーモニーショコラ」という、「チョコレートか？」という名前の茹でたてとうも

ろこしを買った。（アッチッチ・・・）ところで、「ラワンブキ・・」。 帰宅後、インターネットで調査。 

 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 ラワンブキとは、足寄[あしょろ]町の螺湾[らわん]地区に生息する山菜で、フキの常識を打ち砕くような大きさ。

大きいものは高さ 3m、茎の直径 10cm ほどにもなる珍しいフキ。常識はずれの大きさだが、食品として味わう

ことができる。肉質も柔らかく、植物繊維が通常のフキの約 3 倍も豊富に含まれており、とても美味。地元では、

ラワンブキを使った水煮などの特産品を製造している。（北海道感動の１００選実行委員会 HP より） 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 旬は、6、7 月とあり、足寄に行けば、3m のフキ（すごい！でっかいぞ北海道！）が見られそうですが、訪問

調査は次回のお楽しみとしましょう。 

 夕方、描きかけの絵「休憩所」を仕上げた。お約束でしたので、絵を写真に撮りました。ご覧くだい。雨の日は、

のんびり絵を描くのが、好きです。北広島滞在中に、もう一枚描こうと、下書きスタート。もしキタヒロにいるあ

いだに、完成すれば、ご覧にいれます。 



写真１： ラワンぶきとニシンの煮物昆布入り。夕飯にいただきました。美味い。こいつらは、絶妙の取合せです。 

メインは、ラワンブキでしょうが、ニシン気違いから一言、「お願い！ニシンもっとたくさんいれて！！」 

 

 

 

写真２： 「休憩所」（480x300 板/ガッシュ） エルフィンロード途中の自転車の駅で、休憩中の人です。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 7 月 2７日（体験１２日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

毎日が日曜日の私たちには、関係ないけれど、せっかくの日曜日が雨だと、若い人はきっとがっかりだよね。前

線の通過で、今日の雨は、昨日に比べて少し本格的。今日いっぱい降り続くという予報。窓から雨を見ていて、な

ぜか、「そうだ、小樽へ行こう。」と決心。「ガラス作家として、小樽を訪ねずして、北海道を去るわけにいかない。」

というよりは、昨日から、ニシン好きに火がついてしもうた。「小樽に行けば、美味い新鮮ニシンが食えるぞ」と、

ニシンが頭から離れない。「小樽潮祭りが今日まである予定だが、この天気でどうなのか、でも雨の小樽運河もき

っといいよ。」と、かみさんを連れ、出発。考えてみれば、北海道で高速走るのは、今回、これが初めて。中古レ

ンタカー「ブカブカ」付属の ETC が機能するか、若干不安あったが、ちょっと気を持たせた感じで、そろそろと

輪厚スマートインターチェンジのゲートは、無事オープン。いざ、行かん。と、気負う程のこともなく、1 時間で、

小樽到着。丁度、時々行く成田から東京都心までの距離感。  

 小樽は、10 年ほど昔、一度立ち寄ったことがあるだけ、時間貸しパーキングに車を入れ、傘をさしての散策。 

それでも、雨のなか、国内外の観光客が、いっぱい。もし、天気がよかったら、お祭りで人が混んで、大変だった

かもしれない。まずは、北一ガラスのヴェネツィア美術館に、５階には、ゴッホ絵画をガラスモザイクで表現した

イタリア ラヴェンナの工房作品が展示。ゴッホの画面全体をうねるように流れる油絵のタッチを、ガラスモザイ

クで上手に表現している。これはまた、ヴェネツイアンガラスの色があればこそ、できるモザイクである。「これ

は、作ってる時が楽しそうね。」とうちのかみさん。確かに、作ってる時は、ジグゾーパズルに熱中するのに近い

かもしれない。３階で、イタリアのバーナーワークの超細密作品を紹介する企画展が催されている。ビデオで公開

されているヴィットリオ・コスタンティーニの制作風景に、思わず見とれて、１５分ほど椅子に座り込んでしまっ

た。カブトムシ、蜘蛛、小魚の繊細な足、触覚、羽、ヒゲ、ヒレなど、バーナーで溶けたガラス棒の先から、どう

して作りうるのか、手品としか思えない技が、繰り広げられる。「日本人は、器用」などと、自慢げに言っている

場合ではない。とんでもないイタリア人が、ここにいるぞ。 

ヴェネツィア美術館で、時間を使いすぎて、昼飯時を大分過ぎてしまった。また少しひどくなった雨の中、堺町

通りを上り、寿司屋通りへ。寿司屋通り中ほど、旭寿司さんで、お昼いただくことに。ありました！壁に貼られた

大きく引き伸ばした写真に、「生にしんの刺身」の文字。厚めの切り身が、青いガラス皿の上、「おっと、こいつは

生姜とネギで食うのか、菊の花までのっけやがって、このやろう。」 

 「おねえさん、これとこれと、生にしん、お願いね！」「お客さん、すみません！ 今日、にしん、ありません」 

「はあ～～？」 「昨日からお天気悪いでしょう。漁に出てないのよ。」 ガッカリ。鮭いくら丼は、溢れんばか

りのイクラが乗ってて、どんぶり持ってかっこむと、最高に美味くて大満足でしたが、生にしん逃してしもうた。 

魚はスーパーで買うものと、思い込んで生活しているから、今日は天気が悪いから漁はない、などと考えてもみな

かった。でも、さすが、何かすごく新鮮なガッカリ！  

 また少し雨足が強くなった中、アイヌ伝統鹿の角のアクセサリーを買ったり、昆布屋さんにちょっかいだしなが

ら、パーキングへ。「ニシン食えなかったなー。」と、まだ悔しそうに言いながら、運転。途中、小樽札幌間は少し

雨が強い、追い越し車線を抜いて行った車にバシャーと水を掛けられ、一瞬完全に前方視界不良に、安全運転して

いてよかったが、少し怖かった。高速降りて、北広島の文字がみえると、「うちに帰ってきた。」と思う。この自宅

感覚が、長期ステイのいいところ。もう、何年も住んでるような気がして、曲がり角一つ一つに愛着が湧いてくる。 

 

  



写真１： 小樽堺町通りの昆布屋さんに、「お父さん預かります」の看板。「これ何？」と聞くと、「お母さんは、買

い物長いから、お父さんは飽きちゃう。だから、お店で、お父さん預かって、昆布茶飲んで、ゆっくり待ってても

らうんです。どうぞ入って。」と 商売の作戦は、よくわかる。が、お母さんが、お父さん預けて、安心して買い物

するには、昆布屋のおかみさんが少し色っぽすぎるのでは？と、感じた次第。 

 

 

 

写真２： 私にとっては、幻となった生ニシンの刺身。 

 

 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 7月 28日（体験１3日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

昨日の雨は、明け方にはあがり爽やかな朝、そういえば、天気予報も「今日は北海道らしい天気になります」と、

言っていた。北海道らしさを味あわねばと、キタヒロで寒さ対策に急遽買った長袖のヨットパーカー着て、外に出

てみる。「なるほど」道路は、今朝までの雨で濡れているが、空気が乾燥している。温度計ないが、体感 17℃とい

ったところ。雲が半分、青空半分。爽やか～。これから本格夏になるのだけど、もう秋みたい。あまりの気持ちよ

さに、朝飯準備のかみさんを家に残し、近所を少し散歩に出る。 

実は、昨日、森本君からメールがあった。彼は、まだ、40代の現役バリバリだが、彼とは何か馬があって、時々

一緒に飲んだり、メールをやり取りしたりの仲だ。聞いてはいたが、森本君の奥さんが今日、東京医大で、丸一日

かかる心臓の大手術をするという。一旦、人工心臓にバイパスしての手術だそうな。神の手をもつすごい先生によ

る手術なんですという、彼のメールに、震えるような不安と緊張が読み取れた。昨夜、一人で、駅近くの北広島カ

トリック教会へ、行ってきた。神父さんに、「北広島に旅できておりまして」、というと、聖堂に案内してくださっ

た。新しい教会だが、北広島の町に、とても似合った、瀟洒な暖かい雰囲気の教会だ。北広島に住んだ多くの先人

たちが、どんな思いで、ここを訪れたのか、と思った。少しの間、椅子に腰掛け、手術の成功を祈り、一人で時間

を使わせていただいた。 

朝の散歩は、清々しくも、森本君のことが、心から離れなかった。彼のメールには、奥さんの手術は、朝の 9時

ごろからとあった。朝食を済ませた 9時すぎ、彼から、「今、手術室に行きました。私は、すごく胃が痛いです。」

のメール。「すぐ太田胃散かパンシロンを飲め。それから、ストロー付きの牛乳買って、ちょびちょび飲んどけ。」

と、返してやる。昨日いただいた北広島教会のパンフレットを見返し、この教会が、函館、札幌、小樽、室蘭に次

ぐ北海道 5番目の教会であること、1896年（明治 29年）が北広島教会の始まりであること、何度かの建て替

えを経て、現教会は、3年前に作られたものであることを、知った。多くの方の、献身的努力が、市民に寄り添う

この教会の歴史のなかにある。 

午前中、描き始めた 2枚目の風景絵に、絵の具を足していく。この景色は、お借りしている家のある稲穂町から

ほんの少し東に少し行った、住宅が途切れて、畑が広がるところで、たまたま道路際で見つけた（多分）今は使わ

れていない農家である。漆喰壁が崩れ落ちて中の板が、むき出しとなっている。隣接する小屋は、もはや屋根が潰

れて穴があいている。しかし、部分にところどころに残る壁の色からは、ちょっと洒落た、欧風の外観が想像され、

後ろに空との境界、までずっと広がる広野の中で、何かを語るべく存在している。持ってきた板では、小さすぎて、

少し描きにくいのだが、とりあえず仕上げてみようと思う。 

昼休み、東京にいる末娘から、また、「暑いよ～」のメール。体温と同じ気温の中で、外に昼飯食いに出て、ハ

ーハーしているらしい。暑い暑いというなら、お前こそ北海道に移住したらいい。と、思いいつつも、仕事探しが

難しいのかなと考えたりもする。1歳の孫を保育園に預け、娘は SE、旦那はデータセンターの運用管理をやって

いるこの夫婦も、仕事さえあれば、喜んで北海道へ来るんじゃないかな。北海道で心も体も大きく育った方が、孫

のためにもいいと、じじいは思う。おためし移住も、私みたいに定年過ぎた人間でなく、若い人も集めるようにし

たいものね。 

＊＊＊＊＊＊ 

ここで、現役時代、データーセンターの電源設備に関わってきた人間として、一言。既に石狩に大きなデータセン

ターができてますが、まだまだ、これからデータセンターは、必要となります。むしろ、地方に、中小規模のデー

ターセンターを、数多く分散させようとの動きもあります。空き地に、工場生産のコンテナ型のデーターセンター

を、利用者の増加に応じ、ポン、ポンと設置していくというのも実用化されてきています。太陽光発電との組み合

わせも面白い。データーセンターは、それ自体が大きな発熱体です。冷房負荷が採算に大きく関わっています。そ

の為、過去、完全隔離方式だったデーターセンターに、外気導入がされ始めています。年間平均気温が低いという

ことは、データーセンターとしてすごく有利。北広島は、魅力的立地条件に、あるとも言えます。是非、ご検討を。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 7月 29 日（体験１4 日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

毎日、私の駄文を読んでくださっている方に、お伝えします。昨日夜に連絡あり、友人、森本君の奥さんの心臓

手術は、9時間で無事終了し、ICU に入られたそうです。これからも大変でしょうが、ひとまずご安心ください。

きたひろのカトリック教会にも、報告に伺おうと思います。 

NHK 朝の連ドラが終わると、隣のおばちゃんが、またきゅうり 4本と、今度はミニトマトもいっぱい持ってき

てくれた。「もうすぐ帰っちゃうんだよねー。あっちは暑いよ。東京の孫がそう言ってた。」うちのかみさんと、家

の前で立ち話 30分。せっかく、お親しくなったのに、ほんと残念。きっとまた、来ますからね。 

さてと、描きかけの絵に、向かったが、すぐに気が変わった。パソコンで写真を見ながら描いているが、どうも

しっくりこない。「おーい、歩きにいくぞ。」とかみさんを誘う。「今から歩いて行って、もう一度、この絵の風景

を見てくる。結構遠いぞ、一緒に行くか？」「あなたよりは、歩けるわよ。」と、ついてくる。片道 2.5 キロ、往

復 5 キロと想定。稲穂町から東に、歩道をてくてく。日差しが結構強いが、汗をかく暑さではない。爽やかである。

見かけない夫婦が、なにも持たず、変な方向に歩いているのを、気にしてか、家の前を掃いていたおばさんが、怪

訝そうにこっちを見ている。不審者でないことを、アピールせねば、と「こんにちは」と、笑顔で声をかける。う

ちのかみさんも、「こんにちは」。おばさん、２、３度頷いてから、「こんにちは。」なんとなく状況つかんでいただ

けたか・・・。少しの間、背中に視線を感じる。 

ちょこっと歩くと、住宅地はおしまい。僅かな林と野っぱらが続く。工事用のダンプカーが、たまに通るが、静

かなもんだ。右手の少し遠くの林から、「カッコー、カッコー」と聞きなれた音程。「あれ本物の鳴き声よ。」とか

みさん。そういえば、知っているつもりで、もしかして今まで電子音のカッコー以外、聞いたことなかったのかも

しれない。カッコーがどんな格好の鳥か知らない。道端の草は、花ざかり。赤、黄、橙、白、紫、可憐な花たちが、

風に揺れる。みんな名前を知らないで、すまん。「オット危ない。ちゃんと前見て飛べ。」ミツバチが、横見して飛

ぶもんだから、顔にぶつかってくる。と思うと、蝶が歩く足元から湧いてくる。「お前ら、きいつけや。踏みつけ

るぞ。」島松川をはしの上からみると、ウグイの群れが、光る川床の岩に魚影を落としている。春夏秋、3ヶ月づ

づ計 9ヶ月のはずが、冬の長い北海道、ここでは、春夏秋が 6 ヶ月に、濃縮されている。つまり、今の瞬間、1.5

倍の密度の季節がここにあるということ。お得です北海道！往復、7800歩。絵の対象の確認というより、もっと

大切なものを見つけた思いの散歩でした。 

今日は、夕方 6 時に JR 札幌駅西口で、待ち合わせ、昔の仕事仲間である塚田くんご夫妻と夕飯を、ご一緒させ

ていただく約束となっている。JR で、北広島駅から札幌へ、ほんの 15分ほど乗っただけで、札幌に着く。する

と、そこは大都会。なにかドラえもんの「どこでもドア」の感じ。少し早く出たので、テレビ塔の下の大通り地下

ギャラリー500m美術館に。札幌国際芸術祭 2014 のイベントの一つである北海道のアーティストによる都市と

自然「時の座標軸」を、見学。フラットな、横長壁面に設置し、通行を妨げないようにという制約条件があったの

だと思われ、作品によっては、もっと遊びたいのにと、少し物足りなさを感じるものもあったが、楢原武正先生の

大作「大地／開墾 2014-7 」は、さすが重厚で見ごたえがあります。 

北ガスに勤務する塚田君ご夫妻との会食は、楽しかった。彼とは、20数年前、半年ほど一緒に仕事をしただけ

の付き合いである。少人数で、誰も手がけたことのない新しい仕事に取り組み、楽しかったことだけが、記憶に残

っている。ずっと賀状でつながっていたが、会って時間を巻き戻すのに、それほど時間はかからなかった。初めて、

奥様にもお会いしたが、姫路（網干）出身と伺い、同じ兵庫県は、西宮で生まれ育ったうちのかみさんと意気投合、

楽しく語り、北海道の新鮮魚介を堪能した。隣り合わせの JR 線ホームから、いつまでも手を振ってくれたご夫妻

の姿が、眼裏を離れない。 

 

 



写真１：札幌地下ギャラリー500m 美術館での国際芸術祭 2014イベント 

 
写真２：塚田君ご夫妻。札幌でHappy life を実践中です。「冬は寒いわよ～」と姫路出身の奥さん。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 7月 30日（体験１5日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

おためし移住体験も、残り 2日となってしまった。今日は、朝の 8時 30分に、サンパーク札幌ゴルフコース

を予約してある。朝、メールを書いていて気がついたら、8時になってしまった。でも大丈夫。10分で着いて、

10分で着替えて、10分でストレッチして、第１打は、フェアウエイセンターへ。ノープロブレム。 

最近、リゾート地では、ゴルフ場を中心に作り、スライスした玉が窓ガラスを割るんではないかと思われるよう

な周辺に、住宅開発をやるのが、流行っている。ゴルフ場の緑が、庭続きとなって、居間からみる広々した風景が

すごく魅力的だ。通常、家を買うとき、ゴルフ会員権が付属している。一度早朝に回ったとき、自分の庭からティ

ーショットして、コースを回り始めるおっさんがいた。陽気に片手を挙げて、「グッドモーニン」。これは、明らか

にルール違反だが、羨ましい限りである。 

北広島は、どこに住んでも、ゴルフ場に近く、しかもその近さが半端でない。18ホールをスルーで回らせてく

れ、食事休憩を取らなくていい、ロッカーも、「お使いになりますか？」と聞かれる。原則カートでフェアウエイ

乗り入れができる。チャット来て、チャットゴルフして、チャット帰る。残りの半日を、有効に使える。東京だと、

ゴルフは、一日仕事。下手すると前泊して、宴会して、飲みすぎて、ボロボロでゴルフして、ということになりか

ねない。そういえば、ここは朝の 4時から早朝ゴルフもやっている。18ホール全部回ったのかどうかわからない

が、もうゴルフを終わって帰る若い人達がいた。出勤前のワンラウンドも可能ということですね。すごい。 

サンパーク札幌 GCは、東西南各 9ホールの計 27ホールあり、距離が長く、フェアウエイが広い、雄大なコ

ース。適度に池が配置されたショートホールは、とてもチャーミングだ。大きな芝刈りトラックターが何台も稼働

しているが、エンジン音がプレーヤーの邪魔にならないように、ショットごとにエンジンを切る配慮は、さすがに 

徹底している。私としたことが、ド・スライス。右ラフでボールが見当たらない。「ブッシュ大統領の懐に入っち

ゃたかなー」と諦めかけていると、「も少し前に 1つボールあるだが、あれとちゃうやろか・・」と、芝刈りトラ

クターのおっちゃんが、見つけてくれた。これで、パーが拾え、感謝感激。カップインしてから、おっちゃんに脱

帽一礼。 

さて、サンパーク札幌GCからすぐのところに、きたひろサンパーク・パークゴルフ場がある。パークゴルフと

いうのは、一度もやったことがないが、私の地元、千葉は成田でも、かなり盛んなようだ。よく違いがわからない

が、グランドゴルフというのもある。どうやら、きたひろ生まれのゴロッケーというのも同じ種族のスポーツらし

い。北広島を車で走ると、ゴロッケー場は、まだ見てないが、いくつものパークゴルフ場がある。車を、駐車場に

入れ、少し見学。驚いた。この熱気は何だ。私と同年齢か、も少し上か、元鉄人 28号か、月光仮面か、待合室は、

女性の天下、元リズテイラーか、あんみつ姫か、大笑いがプレハブの建家を揺らしている。道具は違うが、ルール

は、ゴルフと同じと思われる。36ホールのコースは広々、歩いて回るから、カートに乗ってゴルフするより、歩

数計の数字は、むしろ大きいかもしれない。成田周辺には、パー3が 12ホールあるゴルフのショートコースとい

うのがいくつかあって、アプローチの練習に時々行くが、コースの作りは、似ているのかも。やってみたいという

思いもあったが、駐車場満杯、スタート待ち？？分のご様子に、次回譲りとした。そうだ、成田パークゴルフチー

ムの世話役さんに話して、挑戦状を北広島のチームに送らせよう。北広島パークゴルフツアーは、成田の連中みん

な乗るぞ。 

 

 

 

 

 

 



写真１：きたひろサンパーク・パークゴルフ場の１番ティー。オーバーすると、木もあるしラフが深いから、大変

そう、でも、見てると、何べんもやってる慣れた人は、大体ワンオンするんです。力加減が大切。 

 

写真２：朝日町のてづくりパン屋さん「アン・ユイット」。小さいお店なんですが、ここのパンみんなおいしいです。

私は、フレンチトーストがお気に入りです。 

 



写真３：今日の夕飯は、北広島駅前の焼き鳥「串鳥」さん。可愛い若い女性の店員さんが、いっぱい。明るく迎え

てくれます。入ってみると、店の作りも洒落てます。2人掛けのカウンター席で、焼き鳥を塩で、ピーマンの肉詰

め、アスパラベーコンも美味し。早割ハイボール 150円は、超お得。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 7月 31日（体験１6日目） 

報告者 海野 芳樹（千葉県） 

さて、今日でおためし移住の 2週間が終了、朝から荷物作り。一息ついて、冷蔵庫に半分残ったコーラを始末し

ながら、「冬にまた来てみようか？」と、かみさんにいう。「そうね、冬は、絶対子供らがみんなで押しかけるわよ。」

それもまた、さぞ楽しかろう。もう 15年ほど前になるが、ドイツの片田舎オステローデという人口 2万人の小さ

な町に、夫婦で 2年ほど住んだ。冬は、鼻毛が凍るほど寒かったが、教会のある町の中央広場では、暖かくした甘

いワイン（グリューワイン）とソーセージ（ブルスト）それに、やけに塩辛い豆スープが、屋外で食べられる。帽

子、手袋したまま、すこしぎこちなく、こいつらをほうばったのは、夫婦の楽しかった思い出である。 

昼に市の政策調整課の方たち来られ、鍵をお返しする。「今回、本当にお世話になりました。実は今、冬のおた

めしも申込もうと話してたんですよ。」「是非どうぞ、お待ちしてますから。きたひろでも、こどもの遊べる滑り台

つくったり、ちょっとした雪まつりやりますから。」よし、来るぞ！そして、ここの庭で、ドイツ流、冬の野外 BBQ

パーティーをやろう、ご近所も、知ってる人みんな呼んで、楽しいゾ！思いは、既に半年後に。 

バニラエアーの最終便成田行は、新千歳空港 20：25発。夫婦の最終日の午後のイベントは、すでに決まって

いた。「大倉山シャンツェのてっぺんに登ってみよう！」私は、自慢じゃないが、大の高所恐怖症である。自分で

は、そんなに命が惜しいと思ってもいないのだが、高いビルなどでは、窓から 2m離れて歩かないと、足が動 

かなくなる。しかるに、ジェットコースター大好き、デズニーランド乗り物評論家、バンジージャンプ最高齢記録

狙いのうちのかみさんと、この分野では、全く相容れない。それが、なんで、そんな高い所に行くことになったか

というと、昨日の夕飯時、私が、昔一度見たジャンプ競技の面白さを、強調しすぎたため。「すっごい高いとこか

ら、ガーとすべってきて、すごいスピード、ビョーとんで、ゴシャーと着地、あとは、ズバーとすべっておりる。」

かみさんが、「ジャンプ台の上に登って、みたい。」という発想にたどり着くのに、ものの 5分もかからなかった。

一杯入って、気がおおきくなってたのか、「よし、いざ鎌倉！でなく大倉山！」ということに、なってしまった。 

愛車、中古レンタのブカブカで、ナビを頼りに、大倉山シャンツェヘ。係員の方が、駐車場へ誘導くださる。駐

車場入口に「無料」の文字。「無料とは、いいね。」とその下に、「公式練習のため、リフトには、乗れません。」の

文字。「大変残念だけど、今日は、てっぺんに登れないようだね。」と、こっちは、急に、元気になる。「エ～↓」

かみさんは、すごく不満顔。「その代わり、選手が飛んでいるのが、見れる。サマージャンプの公式練習だ。すご

いぞー。」そそくさと、長エスカレーターに乗って、ジャンプの会場に、途端に、「25番 高梨沙羅」のアナウン

ス。女子第１回目の試技の最終だ。「ガー、ビョー、ゴシャー、ジャー」彼女の場合、最後にちょっと照れたよう

に、「ニコッ」、観客に会釈を、「ピョコ」。「カワイイ！」それから男子 1回目の試技 80人に続いて、女子 2回目

の試技 20人、高梨沙羅 2回目の試技、他を寄せ付けぬ圧倒的な飛距離、129.5m 。彼女の場合、ビョーと飛ん

で、ゴシャーと落ちるまえに、フヨヨヨヨという、落ちそうで落ない時間がある。すごい、鳥人間の美少女。お土

産に、夫婦お揃いの、大倉山シャンツェ特製 Tシャツを買って、納得のサマージャンプ観戦でした。 

新千歳空港まで、高速で行けば、すぐだろうけど、まだ時間がある。地道を走って、ブカブカで、ゆっくり行こ

う。窓を開けて、北海道の風を入れて。買い忘れた、「鰊の切り込み」も、途中のスーパーで手にいれなくちゃ。 

 

2週間、お付き合いいただいてありがとうございました。また来るからね！Bye！ 

 

 

 

 

 

 



 

写真１： 大倉山シャンツェサマージャンプ公式練習の様子です。 飛んでいるのは、男性ジャンパー。 沙羅ち

ゃんでは、ないよ。 彼女、すごく小柄でとても可愛いんで、思わず写真とったけど、肖像権あるからね、了解得

てないと、勝手には使えない。 

 


	20140716
	20140717
	20140718
	20140719
	20140720
	20140721
	20140722
	20140723
	20140724
	20140725
	20140726
	20140727
	20140728
	20140729
	20140730
	20140731

