
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月１６日（体験１日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日、東京から新潟経由北海道にフェリーで到着、朝４時４０分（３０分の予定が１０分

遅れ）小樽港を出発、北広島まで１時間半の予定（実際は２時間かかった）、９時の市役所

開所まで約３時間あり、どうやって時間を潰すか検討し、マクドナルドで朝マックを２時

間かけて食べることにして出発、途中にロイヤルホストを発見、急きょファミレスに変更。

無事時間を潰して９時４０分に北広島市役所に到着。 

 市役所では企画課のＳさんとＹさんが待っていてくださり、おためし移住の説明と契約

を終了、その後、おためし移住の住居に連れて行っていただき細かい説明をしてもらった。 

さらに約１時間かけて市内の主だったところの案内を、主に必要な生活環境と商店などを

案内頂き、大体の生活システムが何となくイメージでき、大変ありがたかった。 

 さて、お借りした住まいに荷物を降ろし、当面の必需品を車で５分程の所にあるマック

スバリューに買い出しに（同じところに１００円ショップとしまむらとがあるが今日はマ

ックスバリューだけで急ぎのものを購入）、その２時間ほど休息し一緒に体験移住をしてい

るＨさんと早速竹山温泉へ。６００円で褐色のお湯がんふんだんにある温泉でゆっくり体

を休め、（内湯、生姜湯、露天風呂、サウナなどがある）北海道の初日を十分味わい、夜は

Ｈ家で北海道のタラチリ鍋で宴会、やっと初日が終了。 

【家から１０分弱で行ける秘境的雰囲気のある竹山温泉】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月１７日（体験２日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日は２日目、東京からの旅の疲れが出て、朝起きるのがつらく１１時ごろまで布団か

ら出られずに寝ていた。 

 家はフローリングのためスリッパがないと痛風の足にこたえることが判明、早速「しま

むら」にスリッパを購入に行く。ついでに１００円ショップに行き細かい不足品を購入、

昼は１００円ショップの隣にあるモスバーガーでライスバーガーを何十年ぶりかに食べ

た。 

なんとなく生活が実感してきた、午後２時に、竹山温泉のそばにあるダイナミックゴルフ

センターというゴルフの練習場に行く、ボール１つ５円強で練習でき、まあまあの値段と

感じた。練習場の周りはパークゴルフ場やテニスコートなどがあり、緑が多く、家から５

分程の所に緑豊かな広場があり、やはり北海道は違うなあと感じ入った次第。夜は北海道

に知人Ｍさんが来られて、宴会２日目、終了。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月１８日（体験３日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日はやっと北海道に来た一番の目的であるゴルフができる、喜々として５時半に起き

る。北広島市には８つのゴルフ場があるが、札幌に近いためプレイ代が目標である一人４

千円以下になるところがない。夫婦２人でプレイするので価格が５千円・人を超えるとか

なり家計に響いてくるので、この目標は重要である。 

結果、今日は栗山町にある新札幌ワシントンゴルフクラブで一人３，９７０円、昼食付

き、温泉（アルカリ温泉）付で、プレーすることとなった。スコアーはさて置きまずは念

願が叶い満足な一日であった。 

 

【豪華なクラブハウスを持つ新ワシントンゴルフクラブ】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月１９日（体験４日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

４日目はゴルフのない日、今日は家から車で１５分程の所にある「三井アウトレットパ

ーク札幌北広島」に買い物に行った。近くには「ゴルフ５」も在るので、ゴルフ用品や衣

類を中心に丸１日、買い物やウインドウショッピングに時間を使う。東京ではアウトレッ

トパークまで出かけるのは２時間近くかかり、とても簡単には行けないのだが、ここ北広

島ではわずか１５分程で気軽に行ける。 

帰りに、途中にある天然温泉「楓楓」に寄ってみた。この温泉は札幌北広島クラッセホ

テルに付属する温泉で隣にある「札幌北広島ゴルフクラブ」のコースを浴室から眺められ

る景色の良い温泉。泉質は竹山高原ホテルと同じ褐色のアルカリ温泉。サウナとミストサ

ウナと露天風呂があり、のんびりするには良いところだが、湯当たりしないように気をつ

けないと老人の体には危険かも。料金は一人７００円（ただし市民は６００円）。 

夜は南国暮らしの会のＫさんとＩさんとＨさん夫妻と６人で北広島の駅近くの飲み屋

（つぼ八）で夕食会、今日もまた飲んで終了。 

【札幌北広島クラッセホテルに付属する天然温泉「楓風」】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２０日（体験５日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日はゴルフの日（ゴルフは週に３回）、一昨日の札幌ワシントンゴルフとは別のゴルフ

場で、月曜日と金曜日が安いエバーグリーンゴルフでプレーする。プレー代は６５歳を過

ぎると昼飯付きで３２００円（お風呂はなし）。月曜日は昼飯なしで２９００円、この安さ

に勝てる所はなかなか見つからない。 

帰りに栗山町で木・金・土曜日しか開かれないびっくり市場に寄る。季節営業のため、

５月２１日までの営業とのこと。ここは魚介類と野菜がすごく安くて、特にこの時期は休

み前のため投げ売りになるのでものすごく安いのが買える。 

夜は南国暮らしの会の仲間のＫさんが群馬から合流、お隣のＨさんの家に同居するので、

びっくり市場で買った刺身主体の料理で乾杯、今日も宴会で一日が終了。 

 

【お刺身とエビとマグロのとろろがメイン】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２１日（体験６日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日は土曜日、我々年金族は現役の皆さんが活動する日は邪魔にならないように活動を

控えるのを原則としている。また、価格の高い休日はゴルフをしない。 

原則は家で静かにしているが、今日は少し行動を変更し、札幌のお祭りに参加すること

とした。その前に、来週のためにゴルフの練習を先日行った家から５分の練習場で、軽く

汗を流す。最近の異常気象を反映し今日も夏日の北海道、ただ日陰に入ると風は涼しい。 

札幌の大通公園にＪＲと地下鉄を乗り継ぎ午後３時ごろ到着（札幌へはＪＲで１６分）、

ライラックまつりに参加。ワンブロックごとにビールと日本食主体のブロックとワインと

西洋料理主体のブロックと別れており、それぞれに２０店以上の屋台が出ており人でいっ

ぱいである。 

ライラックまつりの先にはラーメン祭りをやっていて博多ラーメンや青森ラーメン、酒

田ラーメンなどが人気であった。 

夜は、例によって知り合いのＭさん、Ｋさん、女性のＫさん、Ｈご夫妻と札幌の居酒屋

で宴会、今日も一日が終わった。 

【ライラックまつり内でのコンサート風景】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２２日（体験７日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

日曜日の今日は、今までの疲れがどんと出て朝も布団からなかなか抜け出せない。１０

時過ぎになってやっと目が覚め起きだした。 

今日も晴天で暑くなり、ただ寝ているのでは勿体ないので、午後から先日行ったゴルフ

の練習場に行くことにした。昨日のゴルフで我が夫婦はまるでひどいスコアーで回ったの

で、練習をして明日月曜日に備えることにした。 

ゴルフ練習の後は竹山温泉へ、ゆっくり温まって今日一日は終了。 

 

【ゴルフの練習場：１階に４０打席、２階に２０打席の大きさ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２３日（体験８日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

朝７時に我が家を出発、７時４０分にエバーグリーンゴルフに到着。今日は昼食がつい

てないので２９００円の予定であったが、１００円値上がりしていて３千円であった（６

５歳以上）、金曜日のゴルフが酷かったので、昨日の練習の成果を出すべく気合を入れる。

結果、スコアーは今年一番の８０代前半であった。 

ゴルフ場は混んでいて８時にスタートして昼食なしで午後１時に終了（なんとスルーで

５時間）、昼食を北広島駅近くのラーメン屋まで戻って取る。味噌ラーメンはいわゆる札幌

味噌ラーメンで凄く美味しかった。 

今日も仕上げは楓楓温泉で１時間温まって終了。 

 

【北広島駅近くのラーメン屋】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２４日（体験９日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日は、通常はゴルフをしない日（通常、月、水、金がプレー日）なのだが、天気予報

で明日２５日（水）が雨のため、予定を変更してプレーすることになった。いつもなら新

ワシントンかエバーグリーンでプレーするのだが、今日は千歳カントリークラブでプレー

することになった。ここはプレー代が４０００円（昼食（カレー）込み）なので非常に混

んでいた。 

スコアーは残念ながら良くはなかったが、天気も良く、丘陵地帯でのゴルフ場で芝つき

も良く気分良くプレーできて上々であった。混んでいたため朝７時７分にスタートし１２

時に終了、５時間を要したのでかなり疲れた。 

プレー後は、いつもの竹山温泉に直行し１時間ほど温泉で体をほぐし、今日も最高の気

分で一日が終了。 

 

【千歳カントリークラブ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２５日（体験１０日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

朝９時ごろまでパラパラと雨が降っていたが、程なく止んだ。北海道に来て初めての雨。 

ゴルフはないので昼まで雑用を片付ける。 

昼は、北広島の皆さんが推奨されていた「良寿司のランチセット」に挑戦することとし、

お客が少ないであろう時間帯を狙い、家を出る。５分もかからず店に着くが、店員からラ

ストオーダーが１時半で２時に閉店との話であった。 

ランチセットは４種あり（握り、刺身、ちらし、天ぷら）、握りセットを頼む。握りは７

貫、半かけそば、天ぷら（甘エビとキス）、茶わん蒸しとサラダ、以上で１０８０円であり、

お得感いっぱい。天ぷらが本当に美味しく最高のランチであった。 

昼食後、北広島にある温泉の３つ目の天然温泉「森のゆ」に行った。泉質はアルカリ単

純温泉でｐｈが 8.6もあり、ヌルーっとした美人の湯。飲む温泉もあった。 

ただ時間帯をよく見て行かないと非常に混んでおり、女湯のサウナは並んで順番待ちだ

ったとのこと。値段は 630 円、ただし木曜日はシルバーデイで、65 歳以上は 500 円と

のこと、混み具合を考えて挑戦したい。 

北広島市内 3 つの温泉に行ったのだが、それぞれ特徴があり、甲乙つけがたく、いい温

泉が揃っている。 

夜は、隣のＨ夫妻と近所の焼鳥屋「車屋」に、店主お勧めのモツ煮込と焼鳥や手羽、ツ

クネ等を頼むが味も美味しかったが、量が多くて全部平らげるのに苦労した。 

北海道では、まず、2 品ほど頼んで、その量を見てからどうするか決定するべきと肝に

命ずる。 

【良寿司 ランチ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【天然温泉 森のゆ】 

 

【やきとり 車屋】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２６日（体験１１日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日は、曇りだが、それほど寒くない、今年の北海道は割と暖かいようだ。 

今日は、買い物の日と定め、先日行った百円ショップ、マックスバリュー、アウトレッ

ト、ゴルフ 5を一日かけて渡り歩く。 

11時に出発し、午後 4時ごろ終了、その後、竹山温泉に、体をほぐして一日が終了。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２７日（体験１２日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日は「南国暮らしの会」の北海道支部主催のゴルフコンペに参加しました。 

サンパーク札幌ゴルフコースで 19名参加により実施。 

ゴルフ場は家から 5 分程の所にあり、8 時 15 分スタートのため、いつも行くダイナミ

ックゴルフ練習場で 30球ほど打ってから参加。 

フラットで広々として非常に打ちやすいコース。6400 ヤードあり距離も十分。結果は

ぺリアの神様に祝福され準優勝であった。 

価格は食事付き 7,824円で、札幌から近くのゴルフ場としてはリーズナブルな価格であ

る。 

家内は腰痛が悪化したためゴルフは行わず、駅裏の美容院ドルフィンに行き、カットと

ヘアーカラーとマッサージを実施。予約なしで受け入れてもらえ、大変良かったとの評価。 

米国のオバマ大統領が今広島で演説しています。歴史的な訪問の演説を聞きながら、本

日は終了。 

 

【サンパーク札幌ゴルフコース】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２８日（体験１３日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

人生山あれば谷あり、良いことの後には悪いことが順番に回ってくる。 

小さな話だが、ゴルフコンペで準優勝という良いことの後に、昨晩から右足親指の付け

根に痛風の発作が発症。 

朝一番に家から２～３分程の所にある北広島中央クリニックへ。幸い親切な先生で、す

ぐに痛み止めの飲み薬と貼り薬をもらえ、何とか楽になりました。 

夜は、北海道のＭさんご夫妻が日本一の回転寿司「トリトン」の寿司をテイクアウトし

て来て頂き、更にお兄ちゃんが増毛のエビ祭りから甘海老とタコを買ってきてくれ、隣の

Ｈ氏のお宅で大宴会、無事一日を終了。 

 

【北広島中央クリニック】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今晩の宴会】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２９日（体験１４日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

日曜日は、基本的に休日。 

今日は、何もすることなく、先日購入した中古のゴルフクラブを引き取りにゴルフ５に

行き、近くの三井アウトレットパークでジョギングシューズを購入する。 

出かけるたびに財布が軽くなるのが感じられます。 

今日も最後に竹山温泉行き、一日が終わり。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月３０日（体験１５日目） 

報告者 Ｎさん（東京都） 

今日は、アロハカントリークラブで８時過ぎにスタートのため、朝７時に家を出発。 

キャディなしのセルフのため、一人３０００円でプレーできる。（７０歳以上は２６００

円） 

ゴルフの後は、長沼温泉に向かう。ナトリウム塩化物強塩泉（弱アルカリ性泉）の源泉

かけ流しで、神経痛や打ち身などに効くとのことで、痛風に効くと良いと思いながら入浴。 

北広島での最後の晩を、隣の H 氏と駅近くの「山海亭」でお任せコース（１５００円）

の夕食を取り、一日が終了。 

北広島は非常に便が良く（札幌まで電車で１６分）、ゴルフ場も近くに多くあるが、昔開

発した戸建ての北広島団地地区は、少子老齢化が進んでいるとのこと。 

場所的にはシーズンステイで５～６ヶ月生活するには良いところで、月１０万程度で賃

貸住宅として古い戸建てを斡旋してくれると有り難い。 

２週間本当にありがとうございました！！！ 

【アロハカントリークラブ】 

 
【ながぬま温泉】 
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