
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１日（体験１日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

午前中に担当者より丁寧な説明を受け、体験住宅に移り、設備の説明を聞きました。 

その後、近所のスーパー等の説明を聞き安心しました。 

持って来た荷物を整理して、これからの生活に必要なものを買ってきました。 

夕食を作り、これからの生活を楽しみにしています。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２日（体験２日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日もスーパーめぐり。 

コープさっぽろ、東光ストアと行って来ました。 

その後、三井アウトレットパークに行き、豚丼を食べ、くるるの社に行き、大好きなア

スパラガスの白とグリーンを買って夕食に食べる。 

とても満足でした。 

また、図書館に行き二人で本を借りたりと、これも満足しました。 

【三井アウトレットパークでの１枚】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月３日（体験３日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

朝、JAの不動産部に行き借家情報を聞きました。 

やはり、冬の生活環境をよく確認した方がよいと、アドバイスを受けました。 

市役所に行き、ウォーキングマップを手に入れたので、サイクリングを計画したが、小

雨が降ってきたので、中止し、住宅に戻る。 

早くよい天気になるのを待ちます。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月４日（体験４日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、小雨なので１日住宅で過ごす。 

夕方、札幌に住んでいる次男家族が来たので、いっしょに夕食を食べる。 

孫といっしょに楽しい時を過ごした。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月５日（体験５日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

北広島市に来て、初めて良い天気になりました。 

次男家族といっしょにドライブに出かけました。 

夕張市でメロンを食べ、夕張駅に行ってみました。 

次に、栗山町の小林酒造に行き、昼食を食べ、日本酒を買ってきました。 

最後は、由仁町の由仁ガーデンに行きました。 

花が少ししか咲いていなく残念でしたが、孫といっしょにゆっくり散歩出来ました。 

【由仁ガーデン】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月６日（体験６日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、車で襟裳岬まで行きました。 

途中、新冠のサラブレッド街道に寄り、毛並みがとてもきれいな馬を見ることができ、

よかったです。 

襟裳岬に昨年１０月に一度来ましたが、その時より風は静かでした。 

今日の宿は、浦河のあえるの湯に泊まります。 

浦河町周辺には、馬に関する施設が色々あるようなので、体験してみたいと思います。 

【襟裳岬】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月７日（体験７日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

朝、ＪＲＡ日高育成牧場を見学しました。広大な施設で驚きました。さすが北海道、さ

すがＪＲＡ。 

その後、浦河のディマシオ美術館で幻想的な絵を見て早めに帰宅しました。 

【ＪＲＡ日高育成牧場】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月８日（体験８日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

時々小雨のため、日中は、家で過ごしました。 

夕方からは、札幌ドームで行われる日本ハムと広島カープの交流戦を観戦。 

日本ハムが勝利しました。 

北広島市から札幌ドームまでは、意外と近くに感じました。 

【札幌ドーム屋内】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１０日（体験１０日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、昨日の雨も止んだので、小樽に出かけました。 

行きは、ＪＲで行きましたので、北広島－札幌間は約１６分、札幌－小樽間は約４０分

で着きました。帰りは、小樽－札幌間をバスで移動し、札幌－北広島間はＪＲを利用しま

した。 

小樽では、運河や北一ガラスなど見て回り、その後、水族館に行きました。 

【おたる水族館】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１１日（体験１１日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、札幌まで JRで行って来ました。 

６月８日から１２日まで札幌で行われる「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り」を２会場（北

海道庁会場、大通会場）で見学しました。 

色々なグループのカラフルな衣装や迫力のある演舞を見ることができよかったです。 

【ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１２日（体験１２日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、車で恵庭の「道の駅花ロードえにわ」に行きましたが、とても混んでおり驚き

ました。 

道の駅では、新鮮な野菜を買いました。特に好きなアスパラガスが売っており、喜んで

買ってしまいました。 

その後、苫小牧のノーザンホースパークで、ポニーのショーを観たり、ゆっくり楽しん

で、おためし住宅に戻りました。 

夕食には、道の駅で買ったアスパラガスを食べました。とてもおいしくて大満足です。 

【ノーザンホースパーク】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１３日（体験１３日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は雨の予報なので、夕方から予定している札幌ドームでのサッカー観戦まで、おた

めし住宅で過ごしました。 

北広島から札幌ドームに行くには、バス（乗継なし）で行くことができます。 

帰りは、地下鉄で札幌まで戻り、北広島まで JRで帰りました。 

おためし移住の体験中に、札幌ドームで野球とサッカーを観戦することができ、よかっ

たです。 

【札幌ドームでのサッカー観戦】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１４日（体験１４日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日も雨模様のため、午後から丸井今井札幌店で開催中（６月８日（水）から２２日（水）

まで）のターシャ・テューダー展を見に行きました。 

アメリカの絵本作家であるターシャ・テューダーが愛用していたガーデニンググッズや

絵本原画など約 200点が展示されています。 

【ターシャ・テューダー展】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１５日（体験１５日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、久しぶりに晴れたので、大通公園を散策したり、札幌まつりの中島公園会場に

行きました。 

札幌まつり（北海道神宮例祭）は、毎年６月１４日～１６日札幌市内２会場（北海道神

宮会場、中島公園会場）で開催されており、神輿渡御や多くの屋台が出店されています。 

【北海道神宮例祭ののぼり】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１６日（体験１６日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、朝９時頃からエルフィンロードを北広島駅から札幌市方面に向けサイクリング

してみました。思っていたより、ゆるい上り坂が続ききつかったが、サイクリングロード

は緑に囲まれており、気持ちよかった。 

午後からは、雨だったので、住宅でゆっくり過ごしました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１７日（体験１７日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、朝から雨なので住宅でゆっくり過ごします。 

午後３時頃、一時的に雨が止んだので、稲穂町内を散策しました。 

おためし住宅の周辺には、公園が２つ、保育園があります。 

少し離れたところには、野球やバスケットボール（3on3）ができる公園があったり、ホ

ールや調理実習室を有する公民館があります。 

【北広島市稲穂町 らいらっく通】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１８日（体験１８日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

伊達市北湯沢温泉にある、ホロホロ山荘に一泊旅行に行きました。 

北湯沢温泉には、ホロホロ山荘のほかに、緑の風リゾートきたゆざわや湯元第二名水亭

など複数の温泉宿泊施設があります。 

白老町は、白老牛（和牛）が有名で、毎年６月上旬に白老牛祭りが開催されています。

昼ご飯には、ウエムラ牧場でおいしい牛肉を食べました。とてもおいしく、大満足でし 

た。 

また、白老町に隣接する登別市にある、登別マリンパークニクス（水族館）でペンギン

の散歩を見ることができ、満足でした。 

北広島市からは、高速道路を利用すると、60分から 90分程度で到着することができ、

アクセスの良さを改めて感じました。 

【登別マリンパーク二クス】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１９日（体験１９日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

ホロホロ山荘では、朝風呂に入り、ゆっくりチェックアウトしました。 

その後、洞爺湖に寄り、遊覧船に乗船し、中島を散策しました。 

帰りの途中に、喜茂別町で有名なうどん屋に寄り、昼食をとりました。有名店であった

ので、３０分待ちましたが、とてもおいしく満足しました。 

支笏湖で休憩を取り、住宅に戻りました。 

北湯沢温泉から北広島市までは、湖が２つ（洞爺湖、支笏湖）、緑に囲まれた道を走り、

ロケーションが良かったこと、また、距離的にも離れていなく、調度よかったです。 

【洞爺湖】              【支笏湖ビジターセンター】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２０日（体験２０日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

午後より小雨になったので、ＪＲで札幌まで出かけました。札幌では、時計台の見学や

北海道のお土産などを見て回りました。 

時計台では、ボランティアの人に説明をしてもらい、歴史などを学ぶことができました。 

時計台の正式名称は「旧札幌農学校演武場」と呼ばれるそうです。 

時計台は、クラーク博士の提言により、農学校（北海道大学の前身）生徒の兵式訓練や

入学式・卒業式などを行う中央講堂として 1878年に建設されたとのことです。 

昔、札幌大火という火事があったそうですが、当時の学生が類焼しないよう、必死に火

の粉をはらい、守ったという説明を受け、深い愛着のあるものなのだと感じました。 

【札幌市 時計台】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２１日（体験２１日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

雨が止んだので、道北地方の上川町層雲峡に出かけました。 

向かっている途中、日本最北のサービスエリアである“砂川サービスエリア”でカット

メロンを食べました。砂川サービスエリアには、隣接している砂川ハイウェイオアシスと

いう施設があります。この施設では、多くの北海道土産などを買うことができます。 

また、道立都市公園子どもの国があるので、子ども連れのご家庭には、嬉しい限りだと

思います。 

昼食は、旭川市のラーメン横丁で食べました。 

旭川市にある上野ファームと上川町にある大雪森のガーデンを見学しました。 

色々な花を見られよかったです。 

その後、車を走らせ層雲峡の朝陽亭に入りました。 

【大雪山国立公園 流星の滝】        【大雪山国立公園 銀河の滝】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２２日（体験２２日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

昨日は、層雲峡にある朝陽亭に宿泊し、本日は、大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイで黒

岳に登りました。 

６月の後半というのに、雪が残っていることに驚きました。そして、寒かったです。 

その後、オホーツク海に面している小清水町に移動しました。 

小清水原生花園に寄りましたが、花があまり咲いていませんでした。 

時期により、クロユリやセンダイハギ、ヒオウギアヤメなど、６月～８月にかけて、４

０種類もの花が咲くとのことです。 

【大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ】 

 

 



【小清水町 小清水原生花園】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２３日（体験２３日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

サロマ湖付近の幌岩山展望台に登るとサロマ湖が一望でき、とても素晴らしかったです。 

サロマ湖は、北見市、常呂郡佐呂間町、紋別郡湧別町にまたがる湖です。 

面積が、約 152 ㎢もあり、北海道で一番大きく、日本でも琵琶湖、霞ヶ浦に次いで 3

番目に大きな湖です。 

毎年 6月下旬には、サロマ湖１００KMウルトラマラソンが開催されています。 

 

帰路、旭川市にある「三浦綾子記念文学館」に寄りました。 

三浦綾子記念文学館は 1998年 6月 13日、全国の三浦綾子ファンの募金によって建て

られた全国でも稀な文学館であり、その運営も、入館料と賛助会員友の会の会費や 100名

を超えるボランティアに支えられて維持されている「民営」の文学館です。 

【サロマ湖】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２４日（体験２４日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、恵庭市にある「えこりん村」に行ってきました。 

ばらの花は、あまり咲いていませんでしたが、時期になると約４，０００本の“食べる

ためのバラ”が咲くとのことです。 

また、毎年６月下旬から７月上旬にかけて「バラ祭り」が開催されています。 

帰りには、北広島市南の里にある農園でいちご狩りをしました。 

６月中旬から７月中旬にかけ、市内７か所でいちご狩りができます。 

私の地元の熊谷地域ではシーズンが終わっていますが、北海道ではまだまだ楽しむこと

ができます。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２６日（体験２６日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、借りていた本を返却するため、北広島市図書館に行きました。 

その後、昼食を清田区（北広島市大曲地区に隣接している。車で 30 分程度）にある牛

屋江戸八で食べました。牛すき焼きやしゃぶしゃぶのお店になります。北海道では、すき

焼きやしゃぶしゃぶを豚肉で食べることもあるそうです。 

帰りには、牛屋江戸八の近くにあるダイイチで、食品を買って帰りました。 

今年の６月は思っていたより天気が悪く、予定ほど出かけられなかったが、残念です。

でも、北広島市の生活を体験出来ました。 

【おためし住宅玄関前】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２７日（体験２７日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日は、久しぶりに晴れたので、札幌大通公園で開催している「花フェスタ 2016」を

見に行ってきました。 

花フェスタは、1993 年に始まり、今年で 24 回目になるそうで、6 月 25 日～7 月 3

日まで開催されています。 

フラワーディスプレーや花の販売など、色々なブースありました。 

特に、道内の農業高校の生徒たちのガーデニング作品が、きれいでした。 

おためし住宅に戻ってからは、自転車に乗り、田植えの終わった田んぼなど見ながら、

ゆっくりと防災センターまで行きました。 

【花フェスタ 2016】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２８日（体験２８日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日も晴れたので JRで北海道大学に行ってきました。 

とても広い構内で、少し歩き疲れました。 

北海道大学構内には、クラーク像、ポプラ並木、イチョウ並木があり、あまりの大木に

驚きました。 

第二農場建物群を見て、昔の建物と農機具を見ました。 

大学近くで、初めて札幌名物スープカレーを食べました。おいしかったです。 

次に、中島公園に行き、豊平館を見学しました。 

ボランティアの人に説明していただき、勉強になりました。 

豊平館は、札幌市中島公園内にあり、1881年（明治 14年）に完成しました。 

開拓使が建てた洋造ホテルであり、貴重な遺構です。 

また、工事完了直後に明治天皇行幸の際の行在所となったのをはじめ、大正、昭和の三

代の天皇の行幸啓があった由緒ある建物であり、国の重要文化財に指定されています。 

 

その後は、おためし住宅に戻り、荷物の整理をしました。 

【クラーク像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【豊平館】 



 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２９日（体験２９日目） 

報告者 野澤さん（埼玉県） 

今日もよく晴れたので、北海道開拓の村に行ってきました。 

北海道らしく広大な敷地です。 

ここには、明治時代の貴重な建物が展示されております。 

いくつかの展示場では、ボランティアの方から説明を受け、とても勉強になりました。 

 

明日が退去の日になりますので、おためし住宅に戻り、荷造りをしました。 

この１か月に貴重な体験ができ、とてもよかったです。 

【北海道開拓の村】 
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