
おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 8月 1日（体験１日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

東京から昨日車を走らせて、八戸からフェリーで苫小牧に早朝に着き午前中に北広島のお

ためし住宅に入りました。 

おためし住宅は広々とした間取りの平屋建てで、東京とは全く違ったせいせいとした環境

でとても気に入りました。 

いつもきれいに生活したいと思っているので、明日から快適に生活できるよう、台所やふ

ろ場の掃除に取りかかりました。 

明日は、窓や網戸、サッシの溝の掃除を午前中にして、午後からは町の散策をしたいと思

っています。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 8月 2日（体験 2日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

北海道の朝は、東京に比べて爽やかですが、思っていたよりは暑くて驚いています。 

昨日、台所のシンクの掃除を自宅と同じようにしたので今日は、気持ちよく朝食をいただ

くことが出来ました。 

今日も午前中、網戸の掃除やサッシの溝の掃除をして、１ヶ月気持ち良く過ごせるように

しました。 

北広島の暮らしは、私たちにとって日常の生活の一部にしたいので、日頃家でやっている

ことを毎日ここで実践したいと思っています。いつも東京で過ごしているように過ごせれ

ば、移住生活も考えられると思いますが、それには、季節の良い時ばかりでなく、極寒の時

にも来て体験移住をしなければ、ここに移住するしないを判断することは出来ないと思いま

す。 

 

午後になって、コープに自転車で買い物に行きました。快適な道のりで、帰りには駅の農

産物直売所にも寄って新鮮な野菜を買い求めました。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 8月 3日（体験 3日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は、この体験移住のことを知らせてくれた札幌の友人のところでお祭りがあり、その

ステージで奥様の大正琴の発表があるので、是非見に来てと言うお誘いを受け朝から札幌へ

出かけました。 

北広島は、札幌に近くて新千歳の空港にも近いし、苫小牧の港にも同じくらい近い立地で

アクセスがとても良くどこに行くにも快適です。 

日中は非常に日差しが強くとても暑くて、北海道の夏のピークだと感じました。明日から

天気が悪くなるようなのが心配です。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 8月 4日（体験 4日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

北広島に来てからの食事は、東京から持って来たレトルト食品やスーパーで買って来たも

のをアレンジして食べていましたが、今日は、やっと落ち着いて三度の食事を普段にやって

いるように手作りして食べることが出来ました。 

到着したときからご近所から野菜をいただいているので、今日の買い物で、新鮮なセロリ

が安かったのでベーコンと炒めました。 

セロリの炒め物が多めに出来たので、野菜をいただいたお礼にとご近所にお裾分けをしま

した。北広島でもこんなご近所付き合いが出来るのがうれしいです。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 8月 5日（体験 5日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は、午前中にきたひろ.TVの方たちが来て、北広島おためし移住についてのインタビ

ュー取材がありました。 

きたひろ.TVは、北広島の魅力を映像で発信しているとのこと。 

あいにくの雨模様でしたが、家の中のご案内をしていろいろお話しをしました。午後から、

お隣さんを家に招いてカレーライスの昼食で情報交換をしました。 

北広島の良いところを教えていただいて、天気が良い時にあちこち行ってみたいと思いま

す。 

夕方、ドコモショップに行きました。 

タブレットだと全くと言っていいほど持ち歩かないので、添付する写真を撮ることが出来

ません。携帯で撮った写真をタブレットに送るやり方を教えてもらいました。 

 

ドコモショップにて 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 6日（体験 6日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は曇り空、大曲の農産物直売所に行ってきました。 

まず、店内で目を引いたのは立派なメロンが沢山並んでいました。 

お客さまがいらした時に購入して、一緒に食べたいと思いました。 

農村レストランは、一時間待ちだったので家に帰ってお昼を食べました。時間は 11時

15分、開店から 15分しか経っていませんでした。 

大曲の農産物直売所にて 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 7日（体験 7日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

曇り空ながら北海道に来てからの暑さもやっとおさまってほっとしています。今日のお昼

は「トリトン」の清田店に行きました。 

東京では、唯一スカイツリーにだけあって、北海道の旬の美味しいものが直送で、食べる

ことが出来ると評判の回転寿司です。 

北海道には、店舗があちこちに沢山あって驚かされました。 

たこの卵と言う見たことも聞いたこともないものもあって、もちろん美味しくいただきま

した。 

千歳に業務スーパーが開店すると言う、折り込みチラシが新聞に入っていたので足をのば

して行って来ました。 

道路は渋滞もなく快適で、どこでも駐車場があって車を停めることが出来て、東京ではこ

うは行きませんね。 

 

回転寿司を堪能 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 8日（体験 8日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

北海道に来て、早いものでもう一週間経ってしまいました。 

今日から、２週目に入りました。 

せっかくの北海道、温泉も味わわなければと思い立ちあちこちにあって迷ったのですが、

一番近いであろう天然温泉「森の湯」に行きました。 

パークゴルフのコースもあって大勢の人たちが楽しんでいました。 

食事と入浴のセット券もあって、かなりリーズナブルです。 

温泉は、源泉 100％の健康の湯、美肌効果もある美人の湯です。露天風呂からの眺望は絶

景でいつまで見ていてもあきません。 

温泉に入りながら森林浴が出来て最高でした。 

 

温泉を堪能 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 9日（体験 9日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

ここ 2・3日涼しかったのですが、お日さまが出ると北海道も８月上旬、さすがに暑いで

すね。 

明日、札幌南区の友人夫婦が１泊泊まりで遊びに来るので、今日は買い出しに行って来ま

した。 

友人夫婦も私たちも果物大好き、5月には台湾までマンゴーを食べに行って来ました。来

年も台湾に、是非マンゴーを食べに行こうと計画しています。 

この時期、果物が豊富でどれもこれも欲しくなっちゃってこんなに買っちゃいました。 

 

新鮮な果物を購入 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 10日（体験 10日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

強い台風 11号は、九州南部や四国を暴風域に巻き込みながら北上しています。このお盆

の時期に交通機関の欠航や遅れが出て大変です。 

北海道も今日の午後から、明日は一日中多く雨が降りそうです。 

友人夫婦が午後から来るので、北広島の近所を散策しようと思っていたのですが、雨のよ

うなので出来そうもなく残念です。 

友人夫婦が、手作りケーキを持って来てくれました。 

 

おいしいケーキで会話も弾む 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 11日（体験 11日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

昨日からの台風で、各地の被害のニュースが報道されています。 

台風の風で、お試し住宅の前の庭の木が折れてしまいました。 

せっかく花が咲いて蕾も沢山ついていて、これからが楽しみだと思っていたのに可哀想な

ことです。 

今日は、友人夫婦と日帰りの温泉に行きました。 

北広島は、あちこちに日帰り温泉があってどこに行くか迷ってしまいます。全部制覇する

のはとうてい無理そうです！ 

 

庭の木に咲いていた花 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



木が折れてしまいました… 

 

今日も温泉を満喫 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 12日（体験 12日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

台風が過ぎて、今日は風が強いながら晴れて良い天気です。 

寒地稲作発祥の地に行って来ました。クラーク博士の記念碑も見て来ました。 

ハス池があってハスの花が咲いていてきれいでした。 

ここまで来る道すがらも、野菜の植えられた畑が続いてとても自然が感じられました。 

 

クラーク記念碑 

 

島松駅逓所のハス池 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 13日（体験 13日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は、北広島市芸術文化ホールでロビーコンサートがお昼にあると言うので行って来ま

した。 

ロビーコンサートは、花ホール・ホワイエと言うところで開催され、12時前にホールに

着くとほどなく開場され、ピアノ演奏とソプラノで日本・フランス・イタリアの作曲家によ

る歌曲とピアノ独奏もあり優雅な時間を過ごしました。毎月このような催しがあってとても

良いですね。 

JR北広島駅東口からすぐの芸術文化ホール（花ホール） 

 

ロビーコンサートが行われるホワイエ 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 14日（体験 14日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は午前中、エルフィンロードでサイクリングをしました。日差しがあるのでちょっと

動くと汗ばみます。 

爽やかな風が頬に心地良く、舗装された自転車道は良く整備されていてとても走りやすい

です。緩やかな上り坂が続き徐々に高度を上げて行き、森の中を走り抜けると森の冷気を感

じることが出来ました。 

すすきの穂があちこちに見られ、北の夏もお盆が過ぎるとすっかり秋めいて来るんでしょ

うね。 

自転車の駅まで行って夫は全く問題ないのですが、普段サイクリングなどしていない私、

帰りのことを考えて引き返してもらうことにしました。 

無理をしなかったので、帰りの道も快適に走らせることが出来て良かったです。 

 

自転車の駅までサイクリング 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 15日（体験 15日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

北広島市のホームページの「きたひろ魅力ベスト 30」から島松のアンビウォーターと言

う湧き水があるのを見つけて行ってみました。 

島松に行く道は、お盆のせいか車の通りも少なくとても良いドライブコースです。島松の

湧き水「アンビウォーター」は、天然水です。 

とても深い地下 90メートルから複雑な地層を通過して湧き出したミネラル豊富な支笏

湖系の水が常時流れ出しています。 

私たちが行った時に水を汲みに来ていた人たちは、丹精込めて作っている畑にアンビウォ

ーターを撒くと話してくれました。 

どんなにかすばらしく美味しい野菜が育つのでしょうね。 

アンビウォーターまでドライブ 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 16日（体験 16日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は、友人夫婦にランチのお誘いをいただいて札幌までお出かけして来ました。 

友人夫婦のお家に行く前に寄り道して、札幌の中央卸売り市場に行きました。以前行った

ことのあるセンターが土曜日お休みでお目当ての品物は買うことが出来ませんでした。 

道路は、札幌市内は混んでいますね。 

友人夫婦のお家で、夕飯に北海道のお赤飯をいただきました。食べてみたいとかねがね思

っていたので願いが叶って感激です。 

 

中央卸売市場（札幌市）までお出かけ 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 17日（体験 17日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日はお盆最終日の日曜日、どこかに行っても人で混んでいそうなので近場を自転車で走

って来ました。 

ちょっと歩道のでこぼこは気にはなりますが、どこも歩道があって時には自転車専用道も

整備されていて、広々としていて走りやすいです。 

今日は、晴れて夏の日差しがたっぷりと降り注いで暑いくらいでした。それでも緑が多い

ので、木陰にはひんやりと良い風が吹き抜けます。空を見上げれば、もう秋の空ですね。 

エルフィンロードをサイクリング 

 

駅前の公園でのんびり 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 18日（体験 18日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は曇り空、お盆休みの混雑も一段落してるだろうと「三井アウトレットパーク」に行

って来ました。ここは今年の冬２月、雪の舞っている雪景色の中、東京から新千歳へ飛行機

で来た時に、バスでアパホテルまで行く途中に停車したところだなぁと思い出しました。北

海道で一番大きいアウトレットモールだとか。 

フードコートやレストランも充実していてショッピングとグルメが楽しめます。また、北海

道各地の特産品やお土産も揃っていました。 

三井アウトレットパークまでお買いもの 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 19日（体験 19日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は、一日中雨模様９月の陽気だとか、肌寒いです。 

夏の緑が雨に洗われて鮮やかです。ご近所の家庭菜園もこの雨で野菜たちが柔らかに育つ

ことでしょう。 

娘が、東京から夕方の飛行機で新千歳に到着するので迎えに行きました。一週間の滞在で

す。婿殿は仕事が忙しいので来ることが出来ませんが、気持ち良く出してくれたとのこと。 

娘と暮らすのは 10何年ぶりでしょうか。こんな機会を得られたのも、私たちが北広島市

の体験移住に来ることが出来て、娘も仕事を辞めたところとラッキーが重なってのことで

す。 

新千歳空港までご家族をお迎えに 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 20日（体験 20日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は、娘のリクエストで北海道札幌の人気スイーツ「洋菓子きのとや」へ行きました。

美しいケーキたちに魅了され、幸せな時間を過ごしました。 

北広島に帰って、娘が夕食を作ってくれると昨日から言ってくれていて、メニューは、キ

ャベツとズッキーニのペペロンチーニのパスタ、アスパラガスとアポカド・トマトのサラダ

です。楽しい夕食でした。  

札幌の人気スイーツ店へ 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 21日（体験 21日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今日は娘と２人、北広島駅から電車に乗って札幌の「函館うにむらかみ」に行って来まし

た。 

北広島からは、普通列車で 23分・450円です。東京で使っている IC乗車券スイカが使

えました。 

11時 30分開店に、こちらのお店だけ 10 人くらいの行列が出来ていました。癖のない

これ以上ないと言うくらい美味しいウニをいただきました。北海道の味覚を堪能です。  

ウニを堪能 

 
 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 22日（体験 22日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

昨日から、横浜から知り合いのご夫婦が泊まりにいらしていて、札幌のご夫婦のところへ

お招きをいただいて行って来ました。 

札幌では、バーベキューの準備をしてもらっていて、あいにくの雨ですが屋根のある駐車

場でパーティーが始まりました。 

美味しい北海道の食材をいただいて、旅好きの私たち行ったことのあるところ行ってみた

いところ話題が尽きません。 

場所を応接間に移して、奥様手作りのシフォンケーキを切り分けて生クリームのトッピン

グはご主人のサービスです。 

今日はもう何も食べなくていいくらい、別腹で美味しくいただきました。  

ご友人宅にてバーベキュー 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 23日（体験 23日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

滞在している横浜のご夫婦の旅ともがお隣りの恵庭にいらっしゃると言うことで今日は、

恵庭にお庭でバラを育てているお宅を訪問です。 

恵庭は、一般家庭の個人のお庭が公開されていてどこのお庭もきれいな花が咲いていま

す。バラの時期には、沢山の観光客が見学に来るそうです。 

ご主人は、バラのおじさんと言われていて、ボランティアで駅や道の駅のバラもお世話し

ているそうです。 

帰りには、丹精込めて育てたお庭のバラを、切って持たせていただきました。  

オープンガーデンでバラを見学 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 24日（体験 24日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

横浜のご夫婦が帰るので、私は留守番だったのですが娘と夫が新千歳空港まで送りに行き

ました。 

昨日いただいたバラをお隣さんにおすそ分けしました。お花大好きなお隣さん、きれいな

バラに喜んでくれました。 

北広島の体験移住のお家のそばのお宅にもきれいな花が沢山咲き乱れていてきれいです。

野に咲く可憐なねじ花の名前を教えてもらいました。 

ちょうど、そこへ知り合いさんが自家菜園のきゅうりとトマトとトウキビを持って来てく

ださって、逆にまたおすそ分けしていただいちゃいました。  

体験住宅の近くにもきれいな花がいっぱい咲いています 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 25日（体験 25日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

かねてより行ってみたかった「車庫道り」に行って来ました。道路の両側見渡す限りに色

んな形の車庫が並んでいます。 

これは「きたひろ魅力ベスト 30」にも選ばれていて、北広島市の広報誌によると 45・

46年頃、北海道が北欧の街をモデルにした団地の住区の歩行者と自動車を区分するために

試験的に造られたとか。 

交通公害のみでなく、冬期豪雪時における自家用車の交通確保の狙いもあり、集約的に共

同駐車場を設ける街区計画にしたものだそうです。おもしろい光景ですね。  

全国的にも珍しい「車庫通り」 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 26日（体験 26日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

今朝はめっきり冷え込んで９月中旬から下旬の気温だとか、ひんやりとした空気に秋を感

じました。 

今日、娘が東京に帰るので新千歳に送りに行きました。北海道の夏を十分に楽しんだよう

です。 

午後からは、札幌の友人ご夫婦に滞在中の足りないものをお借りしていたのでお返しする

のと、もうすぐ帰るご挨拶に行って来ました。 

とても良い天気で、札幌の旭山記念公園に連れて行ってもらいました。札幌の街を一望出

来て、夜景や桜の季節も素晴らしいそうです。 

車をちょっと走らせただけで、このような景色の良い場所に行けるのはいいですね。 

旭山記念公園から札幌を一望 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 27日（体験 27日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

以前いただいたしそジュースが美味しかったので、お隣の年輩の奥さんに甘えてしその濃

縮液を作ってもらいました。 

密閉袋に入れてあって「今日から冷凍庫で凍らせておいて東京に帰る時に持って行くとい

いよ、この小さいペットボトルの方はすぐに飲めるように」との心遣いをいただきました。 

野菜をいただいたり本当に良くしていただいて、帰る時にまたご挨拶したいと思っていま

す。空にはもう秋が近づいているようです。  

秋を感じる空 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 8月 28日（体験 28日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

一ヶ月は早いもので、いよいよ明日は東京に帰る日です。 

東京も、26日あたりから季節はずれの涼しさだとか。北海道の北広島の方が東京より暖

かい?? 

高気圧の位置によって、北東の風が関東平野に吹き込むことによって、東京の方が気温が

下がっているようです。 

東京に帰ってから夏バテしなくてすみそうです。今日から帰る支度を始めています。  

ここでの生活も残りわずかになりました 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 8月 29日（体験 29日目） 

報告者 髙嶋 力（東京都世田谷区） 

お世話になりました。北広島の体験移住、楽しい思い出をありがとうございました。 

北広島の人、北海道の人たちの温かさにふれあえた１ヶ月間でした。 

真夏の都会を抜け出して緑の美しい、何より蒸し暑くないのが最高でした。朝晩肌

寒さが増して来るとは思いますがどうぞお体を大切に、雪の季節は大変だとは思いま

すがお元気でお過ごしください。 

来た時より荷物が多くなって海を渡って帰ります。ありがとうございました。  
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