
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１日（体験１日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

7 月 1 日に入居いたしました。 

北海道への到着は、2 日前でしたが、6 月 29 日から近くの千歳市で行われている、セ

ガサミーカップを観戦するために、早く到着しておりました。 

現在、私は 64 歳なので入場料金が必要ですが、65 歳以上と高校生の場合は、無料にな

ります。 

セガサミーを観戦し、同時にコース内でのイベント(UFO キャッチ 5回無料)で、沢山の

キャラクターをいただきました。 

さて、移住体験住宅のレポートです。 

利用料金は、６６，０００円と高めの設定でありますが、良い住宅です。 

また、利用料金には、光熱水費と wi-fi 接続の費用が含まれており、安心して過ごせます。 

おためし住宅は、綺麗にメンテナンスされています。 

また、おためし住宅には倉庫があり、新しい自転車（２台）と新品のバーベキューコン

ロが備えられています。 

 

【セガサミーカップのイベントの賞品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【おためし住宅の設備】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２日（体験２日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

本来、この日の予定は「第 8 回あびら夏！うまかまつり」に行き、夜に花火大会を見る

予定でしたが、雨が降る可能性が高く、強い雨が降っているのにホームページでは「予定

通り開催します。※急な天候の変化により中止の場合あり」とありました。 

状況を考慮した結果、祭りへ行くのは中止し、先日買ったゴルフクラブを試し打ちを兼

ねて、ゴルフの練習場に行くことにしました。 

練習場は、ゴルフ２７４広島です。 

二人で１５６球（８００円分）を打ちました。 

ちょっとした練習に良い練習場でした。 

 

【新しいゴルフクラブ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月３日（体験３日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今回の体験住宅は、北広島駅まで徒歩 8 分で行けるのですが、備え付けの自転車がある

ので、使うことにしました。行は上り坂、帰りは楽々・・・ 

北広島駅から札幌駅までは快速エアポートで約 16分です。 

15分間隔であるので、アクセスは最高です。 

本日の目的は、赤れんがテラスで開催されている「お菓子フェア」（本日まで）、北菓楼

（砂川市が本店）の札幌本店、きのとや（札幌の有名洋菓子屋さん）、四番街まつり（札幌

市中央区）、花フェスタ（大通公園）です。 

一日、楽しむことができました。 

【北広島駅】 

 

【きのとやのソフトクリーム】 
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【花フェスタ】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月４日（体験４日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

７月 1日から７月 29日まで、北広島市におためし移住で来ています。 

本日は、北広島市に来て、初めてのラウンドになります。 

今日のゴルフ場は、新千歳空港がある千歳市の“新千歳カントリークラブ”でのプレー

です。 

おためし住宅から約２５ｋｍ離れたところにあります。 

北広島では雨模様でしたが、ゴルフ場では、雨が止んでいましたので、無事プレーする

ことができました。 

また、プレー中にキタキツネに対面することができました。 

帰りには、長沼町にある道の駅“マオイの丘”に寄って帰りました。 

【新千歳カントリークラブ】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月５日（体験５日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、おためし住宅で一日ゆっくり過ごしました。 

今後、北広島市で生活される予定の方の情報としまして、生活に必要なお店を紹介しま

す。 

○コープさっぽろエルフィン店 ※駅周辺

・大きなお店であり、中には、低価格でおなじみな衣料品のサンキ、ダイソー、靴屋、

書店が入っています。

○東光ストア ※駅周辺

・入店したことがありませんが、良さそうなお店です。

○マックスバリュー（イオン系列） ※市役所と大曲地区の中間

・マックスバリューと隣接し、ツルハドラッグ、セリア（100円均一）があります。

○コープさっぽろ北広島店 ※市役所向かい

・夜 10時まで営業しています。

・同じ敷地にホームセンターもあります。

○北広島農産物直売所 ※市役所近く

・野菜や果物を購入することができます。

○くるるの杜 ※大曲地区

・ホクレンで運営しており、農産物の直売所があります。

○三井アウトレットパーク札幌北広島 ※大曲地区

・屋内型のアウトレットパークです。

【コープさっぽろエルフィン店】 【東光ストア 北広島店】 
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【マックスバリュー】              【コープさっぽろ北広島店】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【北広島農産物直売所】                   【くるるの杜】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【三井アウトレットパーク札幌北広島】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月６日（体験６日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、北海道クラシックゴルフクラブで行われる日本プロゴルフ選手権日清カップヌ

ードル杯の練習を見学してきました。 

写真撮影やサインをもらうことできました。 

【いただいたサイン】 

【練習風景】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月７日（体験７日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、札幌北広島ゴルフ倶楽部に行ってきました。 

こちらのゴルフ場には、東コース、西コース、南コースの３つのコースがあります。 

本日、プレーするのは、東コースです。 

次回は、南コースに挑戦します。 

ここには、宿泊施設（札幌北広島クラッセホテル）と温泉施設があります。 

また、ゴルフ練習場には、リフトがありましたので、冬はファミリーゲレンデとして利

用されるようです。 

札幌からも近く、コースも良い、素晴らしいゴルフ場です。 

【札幌北広島ゴルフ倶楽部】 

【札幌北広島クラッセホテル】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月８日（体験８日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、北海道クラシックゴルフクラブ（帯広市）で行われている“日清カップヌード

ル杯”を観戦してきました。 

午前は、石川遼選手に帯同しましたが、前半で１０オーバーの記録でしたので、昼から

は、武藤俊憲選手に帯同することにしました。 

武藤選手は、ロングホール（パー５）でアルバトロス（パー５を２打でカップインする

こと）を達成しました。 

人生で初めてアルバトロスに遭遇しました。 

横にいたカメラマンは、ビデオで収めることができた様子で、大変喜んでいました。 

 

【写真を撮るだけでカップラーメンがもらえました】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北海道クラシックゴルフクラブ】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月９日（体験９日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、さっぽろ羊ヶ丘展望台に行ってきました。 

ここは、おためし住宅から約３０分のところにあり、三井アウトレットパーク経由の羊

ヶ丘通で行くとスムーズに行けました。 

以前来た時には、札幌ドームがなかったのですが、今回は、ドームをバックに写真撮影

です。 

展望所では、数種類のアイスクリームが売ってましたが、白い恋人のチョコ＆バニラに

しました。 

また、この時期は、ラベンダーが見ごろということで、きれいに咲いていました。 

来週は、富良野にラベンダーを見に行く予定です。 

【札幌市 羊ヶ丘展望所】 

【ラベンダー】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１０日（体験１0日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、岩見沢市の北海道グリーンランドで行われる“いわみざわ彩花まつり花火大会”

に行ってきました。 

今日は、イベントということで、午後 4 時以降無料で入園でき、駐車場も無料というこ

とです。 

駐車スペースは、十分あり、難なく停めることができました。 

花火大会が始まるまでの時間、大道芸を観たり、子どもたちが遊んでいる様子を眺めた

りしていました。 

花火が打ち上げられる場所から１５０ｍくらいのところでの見学だったため、迫力満点

でした。 

【岩見沢市 北海道グリーンランド】 

【大道芸】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１１日（体験１１日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

おためし移住では、wi-fi ルーター（上限 7GB）を無償で貸していただけますが、わず

か十日ほどで上限に達してしまいました。 

熊谷市の家では、光フレッツを利用しているので、気にせず利用していましたが、今後

は、気を付けながら利用します。 

 

ゴルフの話になりますが、本日、注文していた、奥さんのゴルフシューズが届きました。 

石川遼選手のモデルです。 

履いてラウンドするのが、楽しみです。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１２日（体験１２日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、千歳カントリークラブに行ってきました。 

ここには、昨年も来たことがあったのですが、コースをすっかり忘れていました。 

また今度（7月 21日）、来る予定があるので、そのためにコースを覚えてきました。 

 

料金は、4,000円でお昼（カレー）が付います。 

お手頃で、良いコースでした。 

【千歳カントリークラブ】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１３日（体験１３日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、中富良野町のファーム富田に行ってきました。 

北広島市を午前 7 時に出発し、9 時過ぎに着いたのですが、既にたくさんの観光客が来

ていました。 

ラベンダーのシーズンになると、平日でも駐車するのに、1 時間ほど待つことがあるそ

うです。 

早咲きのもので、7分咲きくらいでした。 

その後、上富良野町の“まるます”にて焼肉さがりランチを堪能しました。 

豚のさがりランチがおいしく、コーヒー付きで 870 円で、さらにカルビとのセットで

1,050円です。 

富良野方面には何度も来ていますが、花がとてもきれいで、いつも満足することができ

ます。 

【中富良野町 ファーム富田】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上富良野町 “まるます”】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１４日（体験１４日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、安平町にある早来カントリー倶楽部で開催される“ANA PRINCESS CUP”を

観戦しに行ってきました。 

ここは、北広島市から車で 40分ほどの距離にあります。 

 

【安平町 早来カントリー倶楽部】 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１５日（体験１５日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、千歳市にあるグレート札幌カントリー倶楽部に行ってきました。 

食事つきで 4,696 円です。 

先日、千歳カントリー倶楽部で一緒に回った方と３名でのラウンドです。 

 

帰りには、千歳市と北広島市の間にある、“ながぬま温泉”に入ってきました。 

北広島市は、どこに行くにも立地が良く、アクセスが良いところが魅力です。 

【長沼町 ながぬま温泉】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１６日（体験１６日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、札幌市郊外にある“札幌芸術の森”で行われる、第 27 回パシフィックミュー

ジックフェスティバルのコンサートを聴きに行ってきました。 

本日は、5組の出演者が演奏していました。 

札幌芸術の森は、北広島市から４０分ほどの距離があり、途中に滝野すずらん丘陵公園

など大きな公園の横を通っていきます。 

 

余談ですが、札幌芸術の森の近くに“真駒内滝野霊園”という霊園があるのですが、こ

こには巨大なモアイ像があります。 

そして、世界的に有名な建築家の安藤忠雄氏が設計した“頭大仏殿”が竣工し、7月 17

日から一般公開されました。 

【札幌市 札幌芸術の森】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【札幌市 真駒内滝野霊園】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１７日（体験１７日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、札幌市郊外にある“滝野すずらん丘陵公園”に行ってきました。 

とても大きな公園で、“渓流ゾーン”、“中央ゾーン”、“滝野の森ゾーン東エリア”、“滝野

の森ゾーン西エリア”の４つに区分されています。 

その中の“滝野の森ゾーン東エリア”では、たきの森フェスという音楽祭がやっていま

したので、1時間ほど聞いてきました。 

その後、２時間ほど園内を散策しました。 

園内には、丘陵を活かした花畑があり、色々な種類のラベンダーが咲いていました。 

また、ラベンダーのほかにも様々な花がきれいに咲いており、しっかりと管理されてい

るので、見ごたえがありました。 

【滝野すずらん丘陵公園 たきの森フェス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ラベンダー畑】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１８日（体験１８日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

昨夜は、花火大会に行ってきましたので、今日は、ゆっくり過ごしました。 

 

昨夜の花火大会は、札幌市南区にあります“真駒内セキスイハイムスタジアム”で行わ

れました。 

この花火大会は、今年で６回目を迎え、道内最大級打ち上げ数である 22,000 発となっ

ています。 

スタジアム内で見る場合には、有料になりますが、とても見応えのある花火大会でした。 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月１９日（体験１９日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、ゴルフに行く予定でしたが、天気予報があいにくの雨でしたので、日程を変更

し、千歳市を散策することとしました。 

まずは、小樽市に本店がある“カフェモ・ルタオ”に行き、パスタとパンケーキを食べ

ました。 

お店のオープン直後に入りましたので、入店はスムーズでしたが、注文後、30分ほどお

いて、料理が出てきました。 

ただ、美味しいので、待ち時間が長くても、食べたくなる気持ちがわかりました。 

 

その後、新千歳空港に移動し、お土産コーナーなど見て回り、楽しみました。 

以前来た時にはなかった、ドラえもんのコーナーやロイズチョコレートワールドなどが

新たに加わっており、ますます楽しいところになっているなと感じました。 

【千歳市 カフェモ・ルタオ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新千歳空港内 ロイズチョコレートワールド】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２０日（体験２０日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

本来であれば昨日、ゴルフに行く予定でしたが、雨の予報だったため、１日延期しまし

て、今日行ってきました。 

今日のゴルフ場は、おためし住宅からほど近い、サンパーク札幌ゴルフコースです。 

おためし住宅から車で１１分のところにあります。 

東コース、南コース、北コースの３コース２７ホール用意されています。 

基本的には、広々としたコースですが、池や川のハザードがプレッシャーになるようレ

イアウトされています。 

 

明日は、千歳カントリーゴルフに行く予定です。 

【北広島市 サンパーク札幌ゴルフコース】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２１日（体験２１日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、予定通り千歳カントリークラブに行ってきました。 

ここは、おためし移住を体験してから、２回目のラウンドになります。 

 

ラウンドの最中、キタキツネが見に来てくれました。 

前の組のお客さんは地元の人みたいで「エサはやらないでください」と言っておりまし

た。 

キタキツネはエキノコックスという病気をもっているので、接触することは危険です。 

遭遇した際は、気を付けてください。 

【千歳市 千歳カントリークラブ】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２２日（体験２２日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

北広島市から長沼町方面に車を走らせていると“赤字丼”という大きな看板を見かけま

す。 

何かと思って、ネットで検索してみたところ、長沼町にある“いわき”というお店で出

しているエビ天丼ということがわかりましたので、さっそく行ってきました。 

場所は長沼町市街にありまして、お昼ごろに入店しましたが、既に多くのお客さんが来

られていました。 

赤字丼はというと、器に入りきらないエビ天が５本乗っています。 

名前の由来は、エビ天５本で 1,350円では「赤字だろ」と言われたことによるそうです。 

 

【長沼町 いわき】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２３日（体験２３日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、夜に予定がありますが、日中は時間があるので、何回も訪れている支笏湖に行

ってきました。 

普段よく行くルートではなく、道道 117号で行ってきました。 

何故かといいますと、綺麗な滝を見ることができるからです。 

白扇の滝、ラルマナイの滝、三段滝などがあります。 

また、道道 117号の途中には、支笏湖を眺められる駐車場がありました。 

目的地の支笏湖に到着すると、まだ肌寒いのに首まで浸かって泳いでいる人がいました。 

 

私たちは、椅子を出し、30分ほど自然の空気を味わっておりました。 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２４日（体験２４日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は札幌ドーム近くの“ロイズ 福住店”へ行ってきました。 

ここのソフトクリームは、300円と安く気に入っています。 

また、ロイズのお菓子を何点か購入し、本日の買い物は終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２５日（体験２５日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

今日は、新千歳カントリークラブに行ってきました。 

この体験中、新千歳カントリークラブは 2 回目となります。 

前回はハマナスコースでしたので、今回はホロカコースにしました。 

初めてラウンドするのと同じです。 

料金も 2 人で 8,100円程度で楽しむことができました。 

【新千歳カントリークラブ】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２６日（体験２６日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

北広島市内にある“くるるの杜”のレストランが気になっていたので、行ってきました。 

ランチとディナーがありますが、本日はランチにしました。

事前の情報では、混むことがあると聞いていましたので、11時過ぎに入店しました。 

料金は 1,700 円で、2時間食べ放題のビュッフェスタイルで楽しむことができます。 

開店間もなく入りましたが、既に、席の半分くらいは埋まっていました。 

野菜を中心にした料理が沢山あり、デザートやドリンクが充実していました。 

どれもおいしく、食べ過ぎてしまいました。 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２７日（体験２７日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

 今日は、雨のため、予定していた“札幌北広島ゴルフ倶楽部”でのラウンドをキャンセ

ルです。 

 予定を変更し、温泉に行くことにしました。 

 行先は、由仁町にあります“ユンニの湯”です。 

 ここは、内風呂と外風呂があり、多くのお湯を楽しむことができます。 

 また、隣には“ゆにガーデン”があり、季節により花を見て楽しむことができます。 

【ユンニの湯 休憩室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゆにガーデン】 
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おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年７月２８日（体験２８日目） 

報告者 中沢さん（埼玉県熊谷市） 

明日、北広島市のおためし住宅の退去日になりますので、今日は、荷造りをしました。 

また、溜まっていた洗濯物を北広島駅前のコインランドリーで洗濯してきました。 

早いもので、概ね１ヶ月の滞在でした。 

【北広島駅前のコインランドリー】 
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