
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 1日（体験 1日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

福岡から２時間 15分のフライトは、ちょっと北海道を遠くに感じます。 

 

到着時間の関係で新千歳空港内にあるエアターミナルホテルに前泊しました。 

子供向けテーマパークのような広々とした空港内は以前、探検済みですが、温泉は今回

初めて入りました。 

コーヒー色の「新千歳温泉」美肌にいいそうですよ。 

夏の温泉もほっこりしていいものです。 

 

さあ、今日はレンタカーも借りて、順調に市役所着。 

千歳からの道は牧歌的で空も広く期待が高まります。 

 

担当の方に詳しい説明と契約、お家へ行っての説明と近辺一回りのドライブにも連れて

行ってもらえました。 

それはそれは助かりました。 

ありがたかったです。 

想像以上に緑豊かな素敵なところです。 

 

昼食には、多分ここから一番近いであろう食事処、信号角のラーメン「真舎（まことや）」 

ちょうどお昼時で大入り満員。 

みそラーメン、チャーハン、餃子をいただきました。 

縮れ麺が濃厚なスープに絡んで◎。 

 

夫の腰が悪く、いすの生活しか出来ません。 

結局、ここから西に７～８Ｋｍ行った所にある「カインズホーム」でテーブルだけ（い

すはここに４客ありました）購入してきました。 

楽になった～と喜んでおります。 

 

すぐ向いは、「三井アウトレットモール北広島」だったのですが、時間がなかったのでま

た今度のお楽しみに取っておきます。 

 

スーパーでは段ボールをもらってきて、くず入れや棚を自作して自分好みに各自室を巣

作りして本日は終了です。 



楽しい１ヶ月が過ごせそう です。 

 

【ラーメン「真舎（まことや）」】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 2日（体験 2日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

我が家の 1日のルーティーンは朝食後の散歩から始まります。 

 

今朝は家を左に出て、すぐ右に曲がり、ここの住宅街の中を歩いてみました。 

広くてまっすぐに続く整備された道路はとても歩きやすい（これポイント高いデス）で

す。 

本州では珍しい二重ドアの玄関、瓦ではない屋根、カラフルなお家、美しい庭、空気も

美味しいような気がします。 

セブンイレブンの角の大通りを左に折れると右に、きのう教えて頂いた「JA農産物直売

所」があり、野菜達をゲットしました。 

帰り道に「開拓記念公園」を発見、とても静かな住宅街で、お気に入りのコースになり

そう。 

 

昼食は基本外食。 

今日は昨日のラーメン真舎の２軒先の「焼肉じゅうじゅう」と、昨日から決めていまし

た。 

11時半からのランチメニューがとてもお得です。 

肉～！という感じ。柔らかくて美味しかったです。多分リピありそう。 

 

さて、昨日ニアミスした「三井アウトレットパーク北広島」に向かいます。 

 

途中左手に、今まで４度も前を通っているのに見逃していた「くるるの杜」を発見！！ 

ここの「メロンパフェ」450円、コストパフォーマンス高いデス。 

アイスクリームが本当に美味しいし（北海道っぽく）、見た目以上にたっぷりの量です。 

赤肉メロンも、昨日、スーパーで買ったものより味が良かったわ。 

リピ決定！ 

 

アウトレットの駐車場はナビでも分かりにくかったですが、屋上がいつでも結構空いて

いるらしいです。 

とにかく広くて、見て回るのが大変です。 

セール中のナイキのスニーカーをゲットできたのは夫だけです。 

フードコートに食べたいものがたくさんあって・・ 

海鮮丼、ハンバーガー、洋食、あと３回は通うでしょうか。 



 

夜、新聞屋さんが集金に来て（1ヶ月でも配達ＯＫですよ）立ち話。 

「年々夏が暑くなって夜は寝苦しいがほとんどの家にはクーラーはないみたい。でも今

は購入を考え中。４月にドカ雪が降ったり、待ち構えていると降らなかったり、気候がヘ

ン。ここ（お試し住宅）は小学校の校長先生と教頭先生の教員官舎だったんですよ。」 

可愛い女性でした。 

 

 

【くるるの杜のメロンパフェ】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 3日（体験 3日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日の朝歩きは初の北広島駅方面です。 

 

上り坂を避けて、きのう行った「JA直売所」経由の平坦な道を遠回り（運動ですもの）

して行きます。 

２階に「JR北広島駅」と、明るく開放的な円形屋根のエリア「エルフィンパーク」があ

ります。 

催し物や待ち合わせ場所になっているようで人々が和んで腰かけていました。 

 

西口、すぐの本屋さんで「HOほ」を 600円×2冊、２人分買います。 

日帰り温泉の半額クーポンが 41枚も付いているのです。 

近場の「竹山温泉」と「楓楓（ふうふう）」で使えばすぐに元が取れますね。 

今日から少し涼しくなってきて、いよいよ温泉日和到来！ 

とても楽しみです。 

 

そこから隣接する「東光ストア」。 

魚コーナーには、大きなマグロが台の上に、11時から解体ショーだそう。 

しかし残念、時間が合いません。 

 

駐車場（買物をすれば 2時間無料）を挟んで、「Coop」もあります。 

ここのお弁当の立派なこと、思わず「これ持って、そこの公園で食べたらいいね～」 

多分しないでしょうけど・・ 

 

一旦帰ってシャワー＆自由時間。 

 

お昼は基本外食。 

今日は、北広島市役所を西に少し行った左側の看板が目印の「ごちそうさん食堂」。 

営業日、時間共に短いので要注意ですが、定食は質も量も値段も大満足です。 

私、天丼定食食べきれませんでした。 

 

きょうのドライブは、いつも西方面だったので南。 

すぐに景色が牧歌的になっていい感じ。 

 



恵庭道の駅では、お決まりのソフトクリーム。 

これが「牛乳！どうだ！」と北海道うれしくなる味です。 

野菜直売所も、とても安くてにぎわっています。 

今は、冷蔵庫満杯なので次回は是非。 

 

帰りには「フレスポ恵み野」 

どれだけショッピングが好きなんだ、というくらいお店巡りでした。 

 

【恵庭の道の駅】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 4日（体験 4日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日は、札幌の街歩きをしたいので、ご近所朝歩きはナシです。 

 

日曜日なので、道路の混み具合と駐車場の心配をして、ナント朝 8:40出発。 

しかし 20kmを 35分で着いてしまいました。 

結構、近いです。 

これなら何度も来れそう。 

 

大通公園、時計台、旧道庁に「お久し振り～」と挨拶しながらそぞろ歩き。 

札幌駅までスタバ経由で往復して歩数計を増やしました。 

今日も 26度まで上がって半袖です。 

風が爽やかで気持ち良かったです。 

 

お昼は、丸井今井デパート（地元の方は愛情込めて「丸井さん」と呼びます）10階のレ

ストラン街。 

車は三越の駐車場に入れましたが、どちらのデパートでも 2000円の買い物で 2時間が

無料になります。 

その後は 30分 190円。 

 

だいたい 3～4時間なので電車で行くより安上がりです。 

 

大道芸のイベントが歩行者天国でやっていました。 

そう言えば、大通公園で素人さんが何組も練習していたのはこのためだったのですね。 

若者たちが頑張っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【道庁赤レンガ】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 5日（体験 5 日目） 

報告者 K さん（福岡県） 

今朝は北広島駅西口をまっすぐ西に歩いてみました。 

 

しばらく行くと一本道が続き、やがて両側は緑濃い森になります。 

広い歩道には花が植わりゴミも皆無、人の手と愛情を感じます。 

非常に歩き易かったです。 

北国ならではの、白樺の木もちらほらあっていい感じ。 

 

大きく左にカーブしてやっと交差点。 

左、又適当に左、と行くと、遠くに東光ストアの看板と北広島市役所の工事中のクレー

ンが見えて方向が解りホッとします。（はい、迷子状態でした） 

駅西側も広大な住宅地ですが、一戸建てと共に３階５階建ての団地も多いです。 

ただ、とにかく道が広くてすっきりした街並みなので、住み易さNO.1 もうなづけます。 

そしてこの散歩の間、道行く人にほとんど会いませんでした。 

時間帯にもよりますが、皆さん車移動なのでしょうね。 

約１時間、7400 歩の気持ち良い散歩でした！ 

 

お昼は三井アウトレットのフードコート「洋食 yoshimi」。 

ハンバーグオムライス(美味しいデミソース)と 10 種の焼き野菜カレー(焼いた野菜が甘

くて感動）。 

おいしゅうございました。 

 

その足で（15 分位）「竹山高原温泉」。 

古いけど（コーヒー色というよりも）煮出した番茶のような色（エキスが濃い？）のア

ルカリ単純泉はしっとりツルツルしていて肌に効くみたい。 

露天風呂は小さいながら木々が深く、ぬるめなのでいくらでも入っていたかったです。 

癒されました。 

良いぞ、北海道！ 

 

 

 

 

 



【洋食 yoshimi（焼き野菜カレー）】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 6日（体験 6日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日は一日、雨予報です。 

 

そんな時はもっぱら「雨読」。 

歩いても 10分かからないほど近くにとても立派な図書館があります。 

沖縄１ヶ月ステイの時も図書館を利用しましたが、大家さんの証明書が必要でした。 

ここは太っ腹です。そんなものは要りません。 

免許証だけで、２週間、２０冊。 

２０冊！です。心の中で飛び上がって喜びました。 

 

好きな作家の読んでない本＆もう一度読みたいと思っていた本、知らない作家だけど表

紙とタイトルが好みな本、文庫の裏の粗筋が気に入った本、敬遠していたちょっと前の評

判本、２５冊（夫の借り分までも）を自作棚に並べてニヤニヤが止まりません。 

並行読みが好きなんです。 

 

今日は絶好の雨読日和。 

普通の日常を、ここで送れることに感謝します。 

もうこれ以上、北海道が台風や雨の被害に合わないことを祈りながら・・ 

 

雨でもお腹はすきます。 

今日は朝歩きもなかったので、運動不足解消と昼食を広いアウトレットモールでします。 

雨でもこの９ｋｍ17分（ｂｙナビ）のドライブは快適でお気に入りです。 

札幌ラーメン「けやき」味噌ラーメン＆半チャーハン、鮮魚「かなざわ」船盛定食。 

 

たらたらとお店見て歩いて 4200歩。 

だいぶ足りません。 

 

でも、ちょっと変わったスカートを手に入れたので、私はいい気分で本日終了。 

 

 

 

 

 



【かなざわ（船盛定食）】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 7日（体験 7日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

北海道の味覚の王様と言えば「カニ」！ 

きのう買ったスカートをはいて「カニ～♪食いに行こう～♪」 

 

久し振りの青空に浮かれて出かけます。 

札幌すすきのの「氷雪の門」の３大蟹比べコースです。 

何故か毎年の決め！のようにこのコース。 

年々高くなります（去年より一人 2000円増）が、もうこれは仕方ないことなのです。 

次から次へと出てくるカニ料理に、二人とも無口になり美酒に顔真っ赤。 

今年も大大満足させてもらいました。 

来年も是非来たいものです。 

 

酔いを醒ますために、大通公園の日陰のベンチで噴水やテレビ塔、花、人々を眺めなが

ら、しばし気持ちのいい風に当たります。 

街並みは時と共にどこかしら変貌したり、まるで分からなくなったりするけれど、大通

公園だけは以前の思い出どおりの様相で懐かしさがフィードバックします。 

とうきび売りのお姉さん、今年はステイだからお家にトウモロコシ持ってるんだよ～。 

先ほど買った六花亭の箱をわざわざ開けてプリンは食べてしまいましたけど。 

今日も良い一日でした。 

 

【氷雪の門（３大蟹比べコース）】 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 8日（体験 8日目） 

報告者 K さん（福岡県） 

今日は曇天、絶好のサイクリング日和！ 

 

納戸の自転車を初めてお借りしました。 

目指すはエルフィンロード。 

北広島駅から８km 程の上野幌まで歩行者と自転車だけのための道・・ 

なんて贅沢なんでしょう。 

多少のアップダウンはあるものの、まるで新品６段変速ギアの自転車で快走。 

JRと並走なので、電車に抜かれつ、抜かれつ(当たり前)しながら行きます。 

時々現れるエルフィン(妖精)の可愛い姿が元気をくれます。 

途中「自転車の駅」では空気入れも給水器もトイレもあり、行きは 50分。 

帰りは行きに見逃していた「学習の森」を見つけて少し休んだりして、それでも下り坂

が多いので楽々の 30分。 

見かけだけはスポーツウエアだけどママチャリの私は、色鮮やかなヘルメット、ウエア、

高そうなロードバイクばかりでちょっと浮いていましたが、そんなことは気にしません。 

歩いている方も結構いらしてこの道は愛されていると感じました。 

これから紅葉が深まっていくと思うとワクワクします。 

 

帰りに北広島駅にある「エルフィンパーク市民サービスコーナー」で立派な「きたひろ

しまウォーキングマップ」を頂いてきました。 

参考にしていろいろ歩いてみたいです。 

 

【エルフィンロード】 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 9日（体験 9日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

毎朝コーヒーにココナッツオイルを入れて、認知症予防として飲んでいます。 

 

今朝は、ココナッツオイルが白濁していてビックリしました。 

これは約 22度以下になると液体から固体化しだすので、室温も寒くなったのでしょう。 

網戸にするとちょっと寒いし小雨も降っています。 

夜もしっかりお布団かけて寝ています。 

 

お昼は近場、坂を上がったところのスープカレー「天竺」に行きました。 

隣接のコインランドリーの駐車場が使えます。 

ランチの「北海道産鶏手羽先と野菜のカレー」ゆで卵無料。 

850円はお得。 

ハフハフしながらゴロゴロ野菜とサフランライスを混ぜて頂き、ラッシーが絶妙に合い

ます。 

 

まだまだ近場に行きたいお店があるので、北広島、食が充実しています。 

これは私たちにとっては大変重大なことなのです。 

 

さて、雨も上がったので昨日もらったコースを歩いてみましょう。 

 

【スープカレー天竺（北海道産鶏手羽先と野菜のカレー）】 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 10日（体験 10日目） 

報告者 K さん（福岡県） 

今日も雨、今日もショッピング。 

 

でも、朝は晴れ間も覗いたので、日課のウォーキングは出来ました。 

ワッツ川沿い(ワッツがまさか「輪厚」と漢字で書くなんて知りませんでした)は、コスモ

スや「ナ！菜の花」や「チ！蝶々」がたくさん、嘘みたいな風景でした。 

 

ドライブの途中「くるるの杜」で「秋の収穫祭」うーん雨の中、横目でパスです。 

もう何回も通っている「三井アウトレットパーク」。 

１階レストラン「大かまど芝」、いつも人が並んで待っていたので気になっていました。 

やっと行けました。 

北海道産牛 100％ハンバーグは、オープンキッチンで空気抜きのペタペタ音が食欲を掻

き立てます。 

牛 100%なのに固くなく、臭みもなくジューシーで、すごく美味しいのに、炭酸水・味

噌汁・ご飯(炊き込み選択可)食べ放題、デザートとドリンクは普通にメニューから選べる。 

会員登録すると肉 90g 増量とか etc 特典もある。 

ハンバーグはスタッフがテーブルで半分に切ってソースをかけてジョワーっ！と湯気が

上がりパフォーマンスも最高。 

北海道内だけのチェーン店で、フルーツケーキファクトリーの系列店だそうです。 

なるほどデザートも美味しかった。 

店の回し者かって言うぐらい宣伝してしまいました。（福岡にもほしいデス） 

 

たくさんの店に中国人があふれています。 

どんどん消費してください。 

私も負けずにお買物しました。 

 

あさってからニセコ４泊５日の小旅行です。 

図書館から借りてきた結構新しいガイド本３冊で今から計画を練ります。 

 

 

 

 

 



【大かまど芝】 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 11日（体験 11日目） 

報告者 K さん（福岡県） 

今朝は快晴、雨上がりのせいか空中のチリも落ち、光が景色を一層色鮮やかに見せて、

歩いていてとても気持ちがいいです。 

人も車も少なく、ゆったりとしています。 

駅から離れるほどに、新しい街並みになってどのお家もきれい。 

一歩住宅地から抜けると牧歌的で空が大きく、視界が開けて広い野原がまるでニュージ

ーランドのようで目が喜びます。 

こんなに真っすぐな道路をたくさん造れるのは北海道ならではなのでしょう。 

 

お昼は市役所手前の信号すぐ、焼肉「あい屋」。 

カルビと豚カルビの 1.5 倍定食、アイスコーヒーとアイスクリームもついて 850 円は

すごい。 

 

今日はそのまた近くの「広島神社」の秋まつり。 

結構子供さんが多くて、地域の活性を感じました。 

「あれ、なんしとうと？なんか知っとう？」 

「あれは削って下の絵ば浮き出させるったいね」 

「そしたらどうなると？」 

「うまいことできたらなんかくれるっちゃないと。」とか、とか、 

夫との会話に、顔を上げてこっちを見上げる人チラホラ。 

声大きかったカナ、いいえみんな博多弁が珍しかったみたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【焼肉 あい屋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【廣島神社 秋まつり】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 12日（体験 12日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日から 4泊 5日でニセコの旅へ出発です。 

弾丸道路国道 36 号線を札幌方面に向かい、豊平あたり(ナビ任せ)をひたすら西へ

116km３時間の予定。 

 

途中「中山峠」頂上の道の駅「望羊中山」で休憩。 

羊蹄山(ヨウテイザン)は頂上が雲に隠れていて残念。 

だけれど、峠を降りると「プチパッチワークの丘」をすそ野にまとった堂々とした羊蹄

山が目の前、横に現れて嬉しい。 

～道の駅「ニセコビュープラザ」(レストランなし) 

～JRニセコ駅(構内で昼食ハンバーグカレー凝ったインテリア、味普通) 

～ミルク工房(やっぱり羊蹄山は雲をかぶってるけど、高橋牧場が広くてステキ、平日な

のにたくさんの人で大賑わい) 

あしたは、ここの「プラティーボ」で昼食決定！ 

 

やっと、１時に宿の「ワンニセコリゾートタワー」にチェックイン。 

ここは全ての部屋にバルコニーとキッチンを備えたスイートルーム仕様。 

羊蹄山(相変わらずてっぺんは雲)も見えて見晴らしは最高。 

四方は緑又緑・・ 

山の奥深く、森の懐にすっぽり抱かれにここに来たぞーーー！！という感じ。 

70㎡の 2LDK、広い清潔な室内にも大満足。 

温泉は硫黄のにおいがほんのり優しい泉質。 

ここに３泊して、洞爺湖温泉で１泊の予定です。 

 

明日はもっと晴れてもらって、楽しみにしている「神仙沼(シンセンヌマ)」を歩きたいで

す。 

 

 

 

 

 

 

 



【JRニセコ駅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 13日（体験 13日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

ニセコ 2日目 

先週チェックした時は、今週ずっと晴れマークだったのに、ガッカリの「1 日中曇り予

報」です。 

 

それでも「神仙沼」行きは決行。 

朝食ビュッフェの腹ごなしには丁度いいみたい。 

ホテルからすぐの 66 号線「パノラマライン」は、濃霧時はフォグランプで対向車に注

意を促しつつ・・ 

あれ～結局 30分間の走行中 1台しか会わなかったね～。 

途中からナント晴れ～ 

光が青空が美しい！ 

快適ワインディングロード貸切状態です。 

でも上空の雲がすごい勢いで走っています。 

やっぱり山の天気は油断なりません。 

 

神仙沼レストハウスに車を止めて、いざ沼を目指します。 

整備された木道の遊歩道のおかげで迷うこともなく靴も汚さずに湿原地を歩けます。 

クマザサ、赤エゾ松、トド松を抜け、草原に出ると視界が開け、気持ちの良い風が草に

グラデーションをかけてまるで絵のよう。 

15分ほど「自然」を楽しみながら歩くと、神仙沼に到着しました。 

ちょうど、日がかげって残念でしたが、また、紅葉の季節に来てみたいものです。 

 

一旦ホテルに戻り、昨日のミルク工房へ向かいます。 

羊蹄山かぶりつきのレストラン「プラティーボ」は席が階段状になっていて、どの席か

らもお山が見える２倍美味しいお勧め処です。 

自慢の野菜は勿論なのですが、私は食後のスィーツの中でも特にしっとりカステラに感

動しました。 

小麦粉、卵、牛乳全てが厳選されているのでしょう、おまけに出来たてです。 

参りました！ 

北海道は美味しすぎて体重が気になります。 

 

 



【神仙沼】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 14日（体験 14日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

ニセコ３日目 

熱気球とゴンドラに乗りたかったのですが、いかんせん天気が悪いです。 

というかゴンドラなどは、はなから土日しか営業していません。 

勉強不足です。 

 

なので？今日はサイクリングに挑戦です。 

ガシガシ走る男性用自転車は坂が多いのでたくましい限り。 

一歩路地に入ると、コテージでも山小屋でもない立派な別荘が点在していて、目を見張

ります。 

しいて言えば、赤川次郎のミステリーが起こりそうな緑に埋もれ人里離れた豪華山小屋

風お屋敷。（余計分かりにくいか） 

 

昭和天皇の「甘露」とのお言葉を賜ったニセコ名水の地で贅沢にも水分補給します。 

そばに「さかもと公園」の看板があります。 

この公園だらけの景色の中に公園は果たして必要でしょうか。 

やはり森化して緑に埋もれていて発見出来ませんでした。 

行きはよいよい、帰りは当然上り坂。 

いい運動になりました。 

 

お昼は非常に目立つお店の「タージマハール」というインド料理。 

ケバブとタンドリーチキンがセットになった２種カレー。 

ナンが出来たてでモチモチ美味しく、私は特に野菜ゴロゴロのベジタブルカレーを隅ま

で舐めつくし、いえナンできれーに平らげ、とっても美味しかったです。 

陽気なシェフの写真付。 

 

今回泊まったホテルは、スタッフ（台湾からの研修生達が健気）がみんな親切で、部屋

も明るい２LDKが最高気持ち良く、作務衣で（夜のレストラン以外は）自由に動けるし、

とても良かったです。 

ただスーパーマーケットその他店が遠くにしかなく、長期に住むには不便さが否めない

です。 

山好きにはたまらない聖地かもしれません。 

 



 

【タージマハール（２種カレー）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 15日（体験 15日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

やっと快晴です、４日目。 

ニセコから洞爺湖に移動します。 

 

56km1 時間 20 分の予定が、台風のせいで途中の橋が壊れ、ナビはとんでもない道に

連れて行きます。 

苦労して着いた洞爺湖は光輝いていました。 

 

まずは順路で「洞爺湖ビジターセンター」からの「災害遺構散策路」。 

2000 年の有珠山噴火の被害状況が当時のまま保存されている珍しい道を少しだけ歩き

ます（あまり歩きたくない人が約１名おりますもので）。 

今「大規模自然災害」に日本中がピリピリしているので身につまされました。 

 

次にすぐ目の前が「遊覧船」乗り場です。 

30分毎の出港なので勝手に 30分間だと思っていたら、中の島をぐるり回り対岸の桟橋

で降りることも乗ることもできる１時間のコースでした。 

鏡のような水面の美しい洞爺湖を体験できて、おまけに遠く羊蹄山も見えてしっかり堪

能できました。 

 

今日は久しぶりのお天気でテンションがあがりっぱなし、行動もスムーズに進みます。 

次は「昭和新山」から「有珠山ロープウェイ」に乗ります。 

多分 20年ぶり位の昭和新山。 

相変わらず煙出しているってちょっと考えると驚異ではあります。 

頂上の見晴らしも勿論最高。 

海・新山・洞爺湖がクリアに迫ってきて幸せです。 

 

さあ宿の「洞爺サンパレスリゾート」です。 

玄関から度肝を抜かれました。 

数々のホテルに泊まってきたつもりですが、こんなに広々豪華なロビーはちょっと見た

ことがありません 。 

正面の洞爺湖ビューは圧巻です。 

しばし見とれてしまいます。 

エスカレーターで降りるお庭も湖畔の散歩にいい感じ。 



棚田のお風呂は１段２段の次が湖に落ちていて、いつまでもここに居たい、この景色を

目に焼き付けたい、と感動ものです。 

部屋は、昨日まで広過ぎる２LDKだったのでさすがに狭いですが、大きな額縁のような

窓に洞爺湖、中の島、羊蹄山が超絶美しい絵画になりきっています。 

食事のビュッフェが又すごい。豪華食材なんでもありで食べきれません。 

ああ、明日の朝食も思いやられます。食べるんだろうなあ、きっと。 

 

夜は８時 45分から 20分間 450発の花火が毎晩上がるそうです。 

お部屋から見えるらしく、又額縁に収まるのでしょう。 

ちゃんと起きてられるかどうか。 

お子様の生活してます。 

 

 

【洞爺湖】 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 16日（体験 16日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

さて最終日 5日目です。 

 

昨夜の花火は船からの打ち上げで湖面に光りが反射して２倍ステキ。 

部屋から見えるのが最高です。 

朝食もやはりシッカリ頂いてしまいました。 

朝食にまであんなにデザートが必要ですか？ 

はいご馳走さまでした。 

 

感動的な洞爺湖観光を終え、良い思い出ばかりの洞爺湖を後にして向かうは・・ 

昨日チェックアウトしたワンニセコリゾート！！？？ 

いやー失敗をしてしまいました。 

目立たない収納の一つにセーフティボックスがあって、そこに大切な物をたくさん（北

広島に置いておくのが心配だったので）。 

日ごろ使う財布やカードは持っていたので、滅多に使わないものをセーフティボックス

に入れておいたのでした。 

海外ではパスポートを入れるので帰りに忘れるという事はまずないのですが。 

日本では宿で取られるというのはほとんど考えられないので、忘れるリスクと天秤にか

けると利用しないというのも有りだと実感しました。 

あくまでもドジな私の場合ですが。 

ワンニセコリゾートのスタッフの方の電話で気が付き、救われました。 

胆がヒエヒエです。 

またしてもリターンバックで懐かしの道をドライブしました。 

数少ない経験から北海道の道は車も信号も少なくとても走りやすいです。 

洞爺湖では今日もしっかり羊蹄山が見えていましたが、ニセコではやはり恥ずかしがり

屋さんでした。 

 

長い１日が無事終わり、北広には「ただいま～」とすっかり我が家です。 

荷物を解いてから図書館に行きました。 

本を選ぶのは好きです。 

それもたくさん選ぶのはもっと好き。 

「あらー、期限の切れた本がありますね～。」 

旅行もあって、うっかりしていたら９月１日に借りた本が１５日きのうで期限切れで



す！ 

まだうちに本が残っています。 

福岡では期限切れの本は、返却した翌日からしか本の貸し出しをしてくれません。 

せっかく選んだのに・・ 

「今日は借りれませんよね？」 

「大丈夫ですよ～。ついでの時に返してくださいね～」 

エーーッ！！なんて、きたひろは気前がいいんでしょ。 

旅の疲れもぶっ飛びました！ 

 

 

【洞爺湖（野外美術館の彫刻）】 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 17日（体験 17日目） 

報告者 K さん（福岡県） 

今朝は、「ライラック(赤い実が鈴なりにはじけています)通り」から「東公園」をぐるっ

と小１時間の朝歩き。 

グッと涼しくて、歩くのが気持ちいいです。 

この道が定着しそうな、お気に入りになりました。 

 

さあ、今日もまた雨が降ってきましたよ！ 

ショッピング！ 

飽きもせず三井アウトレットパークです。 

世間では３連休の初日。 

一段と人混みが半端ないです。 

 

２度目のハンバーグはメール会員で 30％引き。 

なので、海老とアボガドのフォンデュバーグを食べました。 

帰るまでにもう１回行けるかなあ。 

なんだか残りの日数を数えだして淋しくなっています。（食い気のほうかいな） 

 

セールでお揃いのクロックスのレインシューズやトレウエア、パンフェアのパンを買っ

て、図書館に寄って本を返却、そしてまた借りたり。 

うちへ帰ったらドテッと２時間ほどグッスリ眠り込んでしまいました。 

やっぱり旅行の疲れがあったのかも～（運転もせず助手席で食っちゃ寝してたんですけ

どね） 

 

ニセコや洞爺湖の自然の中を通ってきたら、この北広島の住み易さを実感します。 

便利で静かでほどよく都会ですものね。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【海老とアボガドのフォンデュバーグ】 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 18日（体験 18日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

最近天気予報が当てになりません。 

すこーし霧雨ですが、朝歩き決行。 

今朝は「ひまわり通り」を発見しました。 

家々のお庭には、時折咲いているのですが、この通りは、今はヒマワリはなくキンセン

カが花盛りです。 

昨日のライラック通りよりライラックが多いような気がします。 

セーフ、帰ってきたら雨が降りだしました。 

 

お昼は、市役所からほど近くの「良寿司（りょうずし）」 

夜来たら高いだろうね～というひっそりとした佇まい。 

派手な看板なんぞありません。 

が、ランチは知る人ぞ知る 1080円で豪華です。 

わたしは正統派の握り寿司セット。 

天ぷら・そば・茶碗蒸し・サラダが付いて大満足でした。 

 

で、遠出も辛そうなので今日は雨読日、又しても図書館です。 

本当に 20冊は嬉しいです。 

いろいろ気になる題名を片っ端からまた借りてしまいました。 

ウキウキルンルンでお家に籠ります！ 

 

因みに、来月から１ヶ月滞在予定の沖縄宜野湾市に電話してみました。 

市内在住か通勤通学者にしか貸出しカードを発行しないそうです。 

以前、那覇市に滞在中は大家さんの証明でカード作れたんですが、市町村によって制度

が異なるそうです。 

アラ残念。 

 

明日は札幌の予定です。 

 

 

 

 

 



【良寿司】 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 19日（体験 19日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

空の色が違うよね。 

なんか違う。 

青の色がきれい。 

南では空が海の色を反映するように、北海道では緑の大地のエネルギーや、光合成の酸

素の多さが空に映っているみたいだ。 

また訳の分からないことを言いつつ、今朝は札幌に向かいました。 

 

駐車場に入れてちょっと買い物して、さあ大通公園の「オータムフェスト」で食べるぞ

ー！と１階のドア、なんと土砂降りじゃありませんか。 

人々が慌てて傘さしています。 

晴れ間も見えているのにザーザー降り。 

 

しばらく三越をウロウロして少し治まった頃、大通公園。 

また降り出したので、あきらめてデパ地下、しこたま買いこんで今日は終わり。 

オータムフェストは富良野の出店もなくなったみたいだし～と負け惜しみも言いつつ・・ 

 

明日の小樽・積丹岬ドライブに備えてお家に帰りました。その途中も狐の嫁入りでした。 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 20日（体験 20日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日の天気予報 晴れ 気温 8℃/20℃ 

勿論、朝はストーブ焚きます。 

スイッチポンですが、すぐ暖まってすごいパワフル～便利～。 

最近ちょくちょく焚いてます。 

 

「とと姉ちゃん」を見て、いざ「小樽」へ向けて出発です。 

高速を通ってわずか 62km50分のドライブ。 

運河近くの駐車場に停めて、そぞろ歩きします。 

 

朝が寒かったので、気温に備えてジージャンやらダウンベスト、カーディガン、スカー

フ、各種取り揃えて車に積んできましたが、太陽の力はスゴイ、そんなものは要りません、

最後は半袖ポロで気持ちいいです。 

 

小樽は「北一硝子」のイメージしかなかったのですが、楽しい通りが続いています。 

外国の方が多いですね。 

「ルタオ」「六花亭」素通りしていいです。 

なぜなら「北菓楼」は試食の山です。 

なので、食後の見物？否、買物をお薦めします。 

試食でお腹いっぱいになるとまずいです。 

因みに、きたかろう・・博多弁で「来たかろぅ」来たいデショ、になります。 

「着たかろぅ」でもいいわね。 

 

結構歩きました。 

昨日予約しておいた「魚真」（うおまさ）12時開店と同時に入ります。 

長い行列ができていますが予約がないと後回しでかなり待つようです。 

予約しておいて良かった、と一瞬思ったものの、そしてすぐに座れはしたものの、30分

待ちました。 

10分で食べ終わりました。 

土瓶蒸しも付いていたしまあまあかな～。 

 

熱がある、調子が悪い、という夫は食欲もない・・嘘 

15貫のうち 14貫は平らげています・・ 



もう積丹（しゃこたん）半島には行けそうもない、体力がない、許してください、とい

うので仕方なく許してあげました。 

ま、往復３時間かかるものね。 

積丹ブルー見たかったんだけどな。 

 

帰りは私の運転、北海道の人は運転が穏やかで私でも気持ちよく運転出来ました。 

帰ってお昼寝です。 

 

実は私も疲れました。 

 

 

 

【魚真】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 21日（体験 21日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

本日の予報 快晴 11℃/22℃ 

朝歩きでコスモスとひまわりが乱れ咲きの広いお庭を見つけ、目の保養をさせて頂きま

した。 

なんとかガーデンよりも花の密度が濃いかもしれません。 

 

今日は久し振りのラーメンです。 

先日行った「良寿司」の向うの「ラーメンかず屋」。 

好き嫌いの分かれるところではありますが、私は餃子も含めて美味しかったです。 

さて、20日もいるのに通ったことのない東方面の田園風景の道、隣の長沼町を通り越し

て夕張郡由仁（ゆに）町へ向かいました。 

 

23km35分で「ユンニの湯」に到着です。 

途中の街路樹は紅葉が始まっていて、はかなげな色合いがステキです。 

山の中の大きな温泉施設です。 

いきなり真っ黒けのお湯にビックリ、30cm下の自分の手が見えません。 

露天風呂の１つがナント「大分かぼす果汁の湯」。 

こんなところで九州に会えるとは。 

ジュースのような甘酸っぱい美味しい香りですが、ペンキを流したようなまっ黄緑色。 

初めてのお湯でもそれなりにしっとり感があって広々とした風景を見ながら入るとやは

り「極楽～」とうなりますね。 

最高に癒されました。 

 

 

【ラーメンかず屋】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 22日（体験 22日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日は恵庭の行列店「炭火豚焼空海」（8km13分）経由で「恵庭渓谷」（さらに 18km30

分）へ向かいます。 

開店 15分前に着いたのにすでに 15人ほど並んでいます。 

駐車場も最後の１台分ギリギリセーフ。 

ここは石臼引き手打ちそばも有名で「本日は○○の△△産（覚えきれませんでした）の

新そばを使っています」と説明もあり蕎麦湯も来ます。 

ほとんどの人が豚丼ともりそばのセットを頼んでいます。 

狭い店内を 4 人で切り盛りしているようで、どうなることかと覚悟しましたが、40 分

程で食べることが出来ました。 

お蕎麦も豚丼もさすが絶妙でした。 

 

最近天気予報が当たりません。 

雲が厚くなってきて今にも雨が降りそう。 

これじゃ美しい滝も渓谷も色が無くて・・ 

フレスポ恵みで大好きなパンをたくさん買って回れ右してしまいました。 

それはそれでお家でゆっくりできていいです。 

 

 

【空海】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 23日（体験 23日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日も雨、こんな時は温泉へ行きましょう。 

途中、寿司「福長（ふくちょう）」経由です。 

ランチが２種類、両方とも頼みました。 

量が多いです。 

 

北広島天然温泉森の妖精「楓楓（ふうふう）」名前は長いがいい温泉です。 

ジムのお風呂も兼ねているので少々活気があります。 

 

 

【福長】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 24日（体験 24日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

この９月は東京以北全域お天気が非常に悪かったと TVが言っています。 

そうか北海道だけじゃなかったんだ。 

 

今朝は久し振りに晴れてウォーキングが出来ました。 

ライラック通りを中心に住宅街をジグザグにお宅＆お庭ウォッチングが楽し～い。 

珍しいお花、きれいなお花に目が釘付けです。 

街路樹も色づいてきています。 

 

お昼はナント３週連続の大好きな「大かまど芝」のハンバーグです。 

会員は全てのメニューが1000円、というメールに引き寄せられ頑張って？1番高い「と

ろとろチーズのハンバーグ」1680円頂いてきました（少々大人げなかったでしょうか）。 

ここはデザートのスプーンが冷やされて出てくるんです、にくい～。 

お気に入りのレストランで大満足しました。 

 

帰途の「くるるの杜」を散策（メロンパフェは今日は無理）＆買物、少し遠回りのドラ

イブをして本日の外出は終了。 

 

 

【大かまど芝】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 25日（体験 25日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今朝は再びの開拓記念公園を歩きました。 

こちらに来た当初より格段に紅葉が増えています。 

向うからでかい若者が３人自転車でよろよろ来てすれ違います。 

人けのない公園でちょっと怖いです。 

突然ひとりが頭を下げて「頑張りまーす！」 

思わず反射で私「頑張ってー！」 

もう一人が「ありがとうございまーす！」 

更にもう一人「ははは・・」 

なんだ爽やかじゃん。 

花の写真をとりながらまたお庭拝見歩きを続けました。 

 

お昼はこれも再びの「焼肉あい屋」 

夕方のエルフィンロードサイクリングも２度目。 

１ヶ月となるとこんなことが日常になります。 

 

【開拓記念公園】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 26日（体験 26日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日は映画鑑賞です。 

ここから１番近い映画館は 15km25分北上した「イオンシネマ江別」。 

前から評判の「シンゴジラ」を観てきました。 

ずっと１位だったので期待して行ったのですが、それほどの盛り上がりはありませんで

した。 

食後だったので眠気と必死に戦います。 

私の内なる戦いのほうが面白かったかも。 

 

今日も青い空に誘われてエルフィンロードをサイクリングしてきました。 

途中の「水辺の広場」に自転車を置いて、腰の悪い家人は置いといて、私だけうっそう

とした山道を下りて行きました。 

だーれもいないし、整備はされているけれどクマザサは（熊の大好物って言うっしょ！）

あるし、臆病者の私は途中から大急ぎで引き返してきました。 

あー恐かった。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 27日（体験 27日目） 

報告者 K さん（福岡県） 

日課の朝歩き、今日は東の町はずれのもう一つ向うの道を延 （々25分行って 25 分帰っ

ただけですが）ずっと歩きました。 

お庭ウォッチングとまた違う広々とした田園風景が心を豊かにしてくれます。 

自室にも慣れて愛着がわき、帰るとホッとくつろぎます。 

 

今日は道の駅恵庭でオムライスを食べてきました。 

お天気がいいのでベンチでまったり・・ここの公園も少し色づいてきています。 

 

これも日課、夕方３時半からのエルフィンロードサイクリング。 

どんどん健康体になってきています。 

帰りに駅西のコープ探索しました(今頃かい)。 

１階に割と充実の本屋、２階に大きなダイソーと小さなパチンコ屋発見。そうか駅前パ

チンコがこんなところにあったんだ。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 28日（体験 28日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

今日は家人のリクエストで、「炭焼豚丼空海」２度目です。 

ここの 10割石臼引き蕎麦をもう一度。 

私達２人ともお蕎麦の美味しさが今一つ理解できません。 

今まで評判のお蕎麦いろいろ食べてきましたが、香り？風味？コシ？乾麺のザルソバと

どうよ？めんつゆ？ 

だけれどもここのだけは美味しい、ような気がします。 

雨竜産の新蕎麦を使用しているそうです。 

 

もう一つお気に入りの温泉「楓楓」 

また行きました。 

わずか 10分程で温泉に入れるなんて最高の立地です。 

ああ羨ましい。 

 

お世話になった図書館にすべての本を返却しました。 

ここは本当に活用させてもらいました。 

本が全部きれいで新しいんです。 

嬉しいですよ。 

 

読売新聞の優しい女性店長さん、手作りのフットカバー持ってきてくれました。 

短い期間なのにサプライズで嬉しいです。 

 

夕方のサイクリングもちょっと寒くてウインドブレーカー着用、後半脱ぎます。 

あと何回、とか数えると寂しくなります。 

 

 

【空海】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 29日（体験 29日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

朝から快晴。 

明日の朝出発が早いので今日が最終日です。 

あっという間でとても名残惜しいです。 

早い時期にほぼ１週間北広島にいなかったので、そう感じるのでしょう。 

戻ってきたら前半終了、後半開始みたいだったので。 

居心地のいい北広島でもっともっとタラタラしていたかったです。 

 

今日は何度も通った三井アウトレットパークとくるるの杜にサヨナラしに行きました。 

札幌ラーメンけやきの味噌ラーメンで（昨日、日ハムが勝ったので唐揚げ３ケサービス

でした）満足して、またしても気に入った服を手に入れて、メロンパフェは私の大好きな

デザートで最高の「締め」になりました。 

 

勿論、日課の朝歩きとエルフィンロードサイクリングもしみじみ味わいながら無事終え

ました。 

 

 

【けやきの味噌ラーメン】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年９月 30日（体験 30日目） 

報告者 Kさん（福岡県） 

大変お世話になりました。 

お蔭さまで何不自由なく家に居るように生活できました。 

 

北広島は食事処とスーパーマーケット、温泉が近くにたくさんあり、とても住み易いと

実感しました。 

総じて、お天気は悪かったですが、ここを拠点にニセコ、洞爺湖、小樽、札幌ほか色々

行けて良かったです。 

今年は台風の所為で当初予定の富良野、美瑛に行けなかったことが残念ですが、また機

会があれば違う季節を経験したいと思いました。 

ありがとうございました。 

 

 

【らいらっく通】 
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