
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月３日（体験１日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

今日からお世話になります尾﨑・川村です。 

当初 6 月 1 日からお世話になる予定でしたが、5月 31日にどうしても出席していた方

が良い野暮用が入り、そちらに参加をしたので、1 日遅れで来る事になったのですが、何

と、フェリーが、運休日で 2 日の便になってしまいました。 

約 21時間の船旅で小樽港に着き、昨日は小樽に一泊し、今朝こちらに到着しました。 

北広島市の皆様、一ヵ月お世話になります。よろしくお願い致します。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月６日（体験４日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

こちらに来た時に教えて下さった竹山高原温泉に行って来ました。 

木々に囲まれた露天風呂は涼やかな風が吹き抜け、ゆったりとした時を過ごせました。

コーヒー色の"つるん"としたお湯で、また行きたいと思っています。 

北広島市のあと二カ所の温泉にも凄く興味がわいてきましたので、順次行きたいと思っ

ています。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月７日（体験５日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

汽車の旅をしてみたい・・・との前からの希望で稚内に来ました。 

旭川まで特急に乗り、そこから鈍行です。 

車窓からの景色は、天塩川を横に、木々の緑の色付けの変化、牧草地を見ながらの北海

道を満喫しました。 

‘広さ’と‘遠さ’を再確認した一日でした。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月８日（体験６日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

今日は、宗谷・稚内をレンタカーで観光し、帰りは稚内から都市間バスに乗り札幌に。 

海岸を走る景色も素敵でした。 

昨日の汽車と比べ時間的にはバスの方が良いかなとも思いますが、私的には汽車の方が

楽しかったかな・・・と思いました。 

ちょっと遠出の 2日間でしたが旅の醍醐味を少し味わえたかな・・・と思います。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月９日（体験７日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

朝、ご近所の方に野菜をたくさん頂いたので、早速‘ニラ’を玉子とじにし、美味しく

食べました。 

北海道の野菜はとっても美味しく感じます。 

夕方、札幌ドームへ「北海道日本ハムファイターズ ＶＳ 読売ジャイアンツ」戦を見

に行きました。 

初めてのドームを、もちろん 3 塁側で観戦し、地元のファンの大きな声援の中楽しい一

日を過ごしました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１０日（体験８日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

こちらに来て、スカッとするお天気に恵まれていませんが、今日もお出かけです。 

サッポロビール工場見学に汽車で行きました。（ビール大好き 4 人ですので、車で行くと、

誰が運転するかでモメテしまうと困りますので・・・） 

ビールの製造工程見学の後、出来たての美味しい黒ラベル・クラシックビールを試飲し、

おまけに、クイズ当て挑戦で、缶ビール型の貯金箱を貰いました。 

ほろ酔い気分で家に帰って来ました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１２日（体験１０日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

昨日行ったゴルフ場が良かったのか、男性 2 人は、今日も同じゴルフ場に行きゴルフ（風

が気持ち良く、少し寒い位だったそうです）、女性 2 人は、札幌に劇団四季のキャッツを

見に行きました。 

ＪＲで少し早目に出発をし、道庁に寄り、北海道の歴史等を学びました。 

【お馴染道庁正面】 

 

【道庁玄関のマット】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１３日（体験１１日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

昨日・一昨日と上天気でしたが、今朝もまた、道路が濡れています。 

こちらに来て中々お天気に恵まれません・・・ 

今日は、ニッカウヰスキー余市蒸留所の工場見学と小樽の三角市場に行って来ました。 

ニッカの工場の方は以前来た時に比べ凄い人出でした。 

テレビの朝ドラの影響は凄いですね・・・ 

三角市場ではホッケなどの夕食用の魚を買いました。 

【工場見学】 

 

【三角市場入口】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１４日（体験１２日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

今日は、ゴルフをした後、家の玄関先の庭でバーベキューを楽しみました。 

北海道の爽やかな風を感じつつ、サッポロビール黒ラベルを片手にゴルフの反省会です。 

写真は、運動の後のビールに乾杯です。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１５日（体験１３日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

毎朝、家の近くを 30～40 分散歩をしていますが・・・ 

感じるのは、各々のお宅が花々を綺麗に咲かせている事です。 

ガーデニングが盛んなのでしょう・・・ 

北海道の爽やかな空気のせいでしょうか、花々が特に美しく、色鮮やかに思えます。 

特に、ルピナスの花が印象的で、私達の地元ではあまり見られない花です。 

写真は、ご近所の庭に咲いていた花を写しましたが、道路脇や畑の横等にも咲いていて、

とっても素敵です。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１６日（体験１４日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

今日もゴルフに行きました。 

自然豊かな北海道のゴルフ場では、キツネ・うさぎ・鹿・・・など自分達の地元では 

絶対見られない動物達とめぐり合います。 

ゴルフも楽しいのですが、動物達を見られるだけでも心楽しく嬉しい毎日です。 

写真では、分かりにくいですが、キツネがすぐ近くまで来てくれました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１７日（体験１５日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

朝、ご近所の方にほうれん草を沢山頂き、早速朝ご飯の時おひたしにして 

頂きました。柔らかく新鮮で、とっても美味しかったです。 

以前にお隣の方にも美味しい野菜を頂いたりと・・・おためし移住体験者にも 

親切にして頂いて本当に有難うございます。 

午後には、おしえていただいた、温泉「楓楓」に行って来ました。 

以前行った「竹山高原温泉」も良かったのですが、こちらも爽やかな風が吹く中の 

露天風呂がとっても良かったです。 

写真は、頂いた新鮮なほうれん草です。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１８日（体験１６日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

今日は、何度目かのごみの日です。 

初めは、仕分けのやり方に少し戸惑いましたが、細かく袋が分かれている高知の地元 

より簡単で、慣れればスムーズに行くと思います。 

北広島市の方が、ごみ袋の大きさは少し小さめからあって、代金がとっても安価で、 

こまめに出す事ができ、良いと思います。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月１９日（体験１７日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

今日は遠出をして、上士幌に行って来ました。 

ナイタイ高原牧場は、残念ながら霧で、上の方の景色は良く見えなかったけれど、 

ゴルフはいつも通り涼やかな風の中、楽しくプレーをして来ました。 

高速道にもアクセスの良い北広島です。 

写真は、ナイタイ高原牧場に咲くアヤメです。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２０日（体験１８日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

ＪＲの北広島駅に隣接したエルフィンパークは、ドーム型の屋根が何処か外国の駅みた

いな感じでとても好きです。 

光が柔らかく入り、ボーッと天井を眺めてしまいます。 

駅近くにあるマンホールや街燈の飾りに妖精「エルフィン」の絵がありました。 

1 枚目の写真：ドーム型の天井の窓から見る空は綺麗です。 

2 枚目の写真：妖精「エルフィン」 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２１日（体験１９日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

以前いただいていた「きたひろしま交流農園マップ」を参考にして、農産物直売所を探

して１～２か所行ってみましたが、良く分からなかったので、今日もまた「くるるの杜」

で食材を買いました。 

「くるるの杜」は、お肉や野菜の品数が多いので選びやすく好きなんですが、今日は 

日曜日のせいか、人が凄く多くて買物カートを押すのも大変でした。 

直売所を探している途中足を延ばして「旧島松駅逓所」へ行き、寒地稲作発祥の碑と 

クラークの碑を見て来ました。 

島松地区方面は、緑がより濃く、良い所でした。 

1 枚目の写真：旧島松駅逓所 

2 枚目の写真：家の前の野草の花が可愛く咲いています。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２２日（体験２０日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

高知から友人が訪ねて来てくれました。 

歓迎会を兼ねて夕食を、夕方早くから玄関先（風がそれ程当たらず、外で食事をするに

は良い気候です）でジンギスカンで楽しみました。 

お酒の大好きな私達ですので、友人が訪ねてくれて大歓迎でした。 

サッポロ黒ラベルを沢山飲みました。 

写真は、ビールで乾杯。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２３日（体験２１日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

一昨日「森のゆ」のお風呂に入りに行って来ました。 

これで、やっと北広島の温泉３カ所に行けました。 

其々少しずつお湯の感じは違っていましたが、お風呂と森林浴が一緒に楽しむ事が出来、

モール温泉系で、柔らかくトロリとした肌触りのお湯で、身体が後々まで暖かくポカポ

カしてとっても良いお湯でした。 

またまたご近所の方に野菜とじゃがいももちを頂きました。 

いつも有難うございます。美味しく頂いております。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２４日（体験２２日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

北広島市に住みたくなるＷＥＢサイトの「暮らしてみた体験日記」に以前出ていた 

北広島駅近くの居酒屋さんに行って来ました。 

今回で２度目です（もう１回行っているのですが、土曜日が休みとは知らなかったので

カラ振りでした）。 

北海道の特産を色々と頂き、美味しいお酒を飲み、素敵な店主ご夫婦の笑顔を胸に、 

ほろ酔い気分で家まで風に吹かれて帰って来ました。 

１枚目の写真は：北広島駅に行くまでのお宅の庭先に早くも咲いていたラベンダーの花 

２枚目の写真：居酒屋で食べた襟裳岬産の油子の煮付（美味しかったです） 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２５日（体験２３日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

安平町にゴルフに行って来ました。 

国道 274号線で帰って来た時、西の方向を見ると、マンションが林立しているのが見ら

れました。札幌のベッドタウン（？） 

これも北広島市の景色の一つのように思います。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２６日（体験２４日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

北海道は梅雨が無いと言われていますが、6月初めに此方に来た頃と、ここ数日空が 

ドンヨリとしています。 

高知では、この時季、雨が降ると（梅雨と言っても、雨３日、曇り３日、晴３日と 

言われていますが・・・）やはり気温が上がり、特に７月に入ると蒸し暑くなって 

本当に嫌になります。 

それから言えば、こちらは天気がハッキリしなくても不快な感じが全然なく、この時季

雨でも爽やか・・・なんてとても信じられません。 

気候も北広島市の過ごしやすさの一つです。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２７日（体験２５日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

昨日、シルバー人材センターの方が庭の草を刈ってくれて綺麗になりました。 

野草の花が咲いているのも嫌ではなかったのですが、やはり、刈って下さっていると 

サッパリします。 

道路を歩いている人が、「気が付かなかったけれど、サニーレタスが大きく？育ってます

ね・・・」と声を掛けて下さって、少しの間、野菜談義の時を過ごしました。 

写真は、綺麗になった前庭 と 大きく？育ったサニーレタス 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２８日（体験２６日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

「おためし移住体験」も今日を入れて残り後３日に成りました。早いものですね・・・ 

今日は、お天気が余り良くないので外で物を干したり出来なかったのですが、朝早く 

から家の掃除を皆で手分けして済ませました。 

明日からは、その日の汚れは、その日に片付けるという事で・・・ 

午後は、「レクリエーションの森」を散策し、マイナスイオンをいっぱい浴びて来ました。 

北広島市は本当に緑の多い街ですね!! 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月２９日（体験２７日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

今日は楽しい出会いが有りました。 

昨年２ヵ月程おためし体験をしていた時知り合いになった友人を訪ね、むかわ町に 

出掛けました。 

相変わらず元気に楽しい北海道生活を送っているとの事で、少ない時間でしたが、 

嬉しい時間を過ごしました。 

又、最後の北広島市の夜という事で駅近くの居酒屋に行きましたが、思いがけない 

出会いが有り、此処でも楽しい時間を過ごしました。 

店主の相撲甚句の歌声を聞いたり、又、北広島市を愛していらっしゃる人達との楽しい

交流を持て、本当に嬉しかったです。 

「北広島市・最高！」とまたまた酔っ払い４人組が感激して家に帰って来た次第です。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年６月３０日（体験２８日目） 

報告者 尾﨑さん（高知県） 

今日で１ヵ月のお試し暮らしが終わりました。 

ご近所の方に何度もお野菜を頂いたり、 

居酒屋さんでの楽しい語らい・・・ 

家々の庭に咲く花々を見たり・・・ 

緑多い公園を散歩したり・・・ 

ゴルフをしたり・・・ 

至れり尽くせりの整った環境の中で過ごさせて頂き、本当に有難うございました。 

北広島市のほんの少ししか見てないとは思いますが、充実した１ヵ月でした。 
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