
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 10日（体験 1日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

関空１０時２０分発で 新千歳空港に。 

空港で昼食を済ませて 北広島市役所に２時過ぎに到着。 

説明を受け、手続きを済ませてから、入居する体験住宅に案内していただきました。 

途中、近隣の施設や店舗を案内していただき 街の大まかな様子も把握できました。 

 

体験住宅は、内外ともに清潔に管理されており、ゆとりある（前庭・３ＬＤＫ）空間で、 

われわれ二人が生活するには、十分すぎる感じです。 

私たちの荷物は、前もって札幌在住の娘夫婦宅に送ってあったので、本日、娘と孫が届

けてくれました。 

「老後は 妻と北海道で！」という思いを 実現させたいと思っています。 

 

 

【関西空港】             【新千歳空港付近（機内より）】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 11日（体験 2日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

昨夜は、ぐっすり眠れました。 

室内は快適ですが、さて 屋外は？ 

不安半分、好奇心半分で外へ。 

思っていたほど厳しい寒さではなくて、朝の冷気が清々しく感じられました。 

 

今日は、当座の食料品と不足している日用品を買い揃えることと、北広島と近隣の温泉

地へのバスの時刻表及び停留所の確認をしました。 

都合がよいことに、北広島駅周辺の大型店舗で何でも手に入ります。 

しかし、さすがに疲れたので、本日の夕食は、買ってきた米を炊いて、カレーというこ

とに・・・ 

 

 

【本日の夕食】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 12日（体験 3日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

３日連続で、晴天・ほぼ無風。 

今日は、曜日を間違えて 生ごみを出せず。 

北日本は、猛吹雪が続き、厳しい寒さが続くとか。 

天候が穏やかなうちに、ということで、本日は、長沼温泉へ。 

 

体験住宅の裏側のバス停「稲穂４丁目」から終点「長沼温泉」までは、バスで一本、約

３０分。 

片道４７０円。 

入浴料６００円。 

体験住宅前のバス停での、乗車・下車ですから超便利です。 

 ＊ バスは 往・復とも １時間に一本です 

 ＊ 天然・かけ流しで 浴場も広く 食堂・休憩室も ゆったり 

 

 

【おためし住宅前にあるバス停】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 13日（体験 4日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

昨晩、札幌在住の娘より、子どものスキー教室の帰途、私たちの住宅に立ち寄るとの電

話がありました。  

私たちは、午前中に駅前の東光ストアとコープへ買出しに。 

両大型店舗を利用すれば、食料品、日用品は、何でも揃うと思います。 

夕食は、大阪ではめずらしい、ジンギス汗鍋にしました。 

孫は、ひとりで２泊することになり、雪国の冬休みは、他の地域より、長いということ

を実感しました。 

 

 

【孫のスキー用具】              【体験住宅裏のバス停】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 14日（体験 5日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

入居してから雪はほとんど降らず。 

以前から、雪はかなり残っていたので、なんとか「かまくら」を作れるかと思い孫と一

緒に作り始めた。 

除雪して積み上げられた雪を利用して、なんとかそれらしきモノが。 

通りかかったおばあさんに、孫が「こんにちは」とあいさつ。 

「どこから来なさった」とたずねられ、私が「大阪から来ました」と答えると、孫に向か

って「楽しんでいってね」と言って立ち去られた。 

 

 

【孫とかまくら作り】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 15日（体験 6日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今日は、娘夫婦が、孫を迎えに来る日です。 

昼前から、昨日の「かまくら」作りを再開。 

（前日、入り口を小さ目に開けて、内側も少し削り、雪を凍らせて崩れにくくしておい

た） 

山が小さいので、中は、子ども二人分の空間しか確保できなかった。 

「かまくら」の写真を撮っていると、向かいの家のご主人らしき人が、車から降りてこ

られたので、ごあいさつ。 

昨日から、かまくらを作っておられたので、雪国の人ではないなと思っていたと言って、

笑っておられた。 

 

【かまくら】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 16日（体験 7日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

昨日、孫を迎えに来た娘が、帰宅してから、体調をくずし救急で病院に運ばれました。 

肺炎と診断されましたが、容態がおちついてきたので、入院せずに帰宅。 

妻と私は、知らせを受けて、すぐに札幌へ。 

北広島からＪＲ快速で１６分というのは、私たちにとっては、便利というより「ありが

たい！」という心境でした。 

娘は、まだ苦しそうに咳をしているし、孫の小学校ももうすぐ３学期が始まるしと、何

かと気にかかるので、妻は、しばらく様子をみながら泊り込むことに。 

当面、楽しみにしていた温泉めぐりは延期です。 

 

【体験住宅前の除雪された雪の山】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 17日（体験 8日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

毎年、年に何度か札幌に行ったときには、必ず立ち寄るそば屋さんがある。 

今日は、そこの「鴨なんそば」を食べることがメインで、札幌へ。 

少し出遅れると、行列ができる店なので、１１時１５分の開店にあわせてすべり込む。 

入口でいつもレジにおられる女性に「お久しぶり。お一人？」と声をかけられる。 

予想もしていなかったのできっちり応対できずうなずくのみ。 

一流と言われる店は、店員さんも高い職業意識を持って接客しておられると感じた。 

 

【夜間の除雪作業】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 18日（体験 9日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

朝、妻から電話があり、娘の咳もかるくなりあまり衰弱した様子もないとのこと。 

孫が、小学校（始業式）から帰宅した時点で、今日、体験住宅に戻るかどうか判断する

ことに。 

結局、妻は、夕方戻ってきました。 

 

余生は、仕事や時間に追われることなく、自分の時間をゆっくりと過ごしたいという思

いで、北広島市のおためし移住にやってまいりました。 

これからは、マイペースで北広島をはじめ北海道の豊かな自然や文化を満喫し、さらに

は人との良き出会いにも恵まれればと願っております。 

 

【図書館前の夜景】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 19日（体験 10日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

「おとうさん 少しやけど雪が積もってるよ！」。 

妻の声に素早く反応して戸外へ（まるで子ども・・・）。 

申し訳程度の雪がチラチラ降っているが、それでも新雪は数センチほど積もっている。 

待望の雪かきができて満足です。 

ところが、大阪の悪友達は「オイ そっちは大丈夫か？」と電話をしてくる。 

連日の日本海側の豪雪や強風のニュースを北海道全域と早とちり。 

みんなイイ奴なんだけどね～ 

北広島市や新千歳あたりは、積雪量が少なく比較的温和な地域だと言っておきました。 

しかし 新千歳空港で航空機のオーバーラン。 

 

【雪かき】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 20日（体験 11日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今日は、北広島クラッセホテルの天然温泉「楓楓」へ行くつもりで北広島駅へ。 

駅前から無料バスが出るので、時間まで駅構内（エルフィンパーク）に。 

この広場は、市民のための催しやフリーマーケットなどに利用されていますが、ユニー

クな施設があります。 

それは、北広島市役所の出張所「市民サービスコーナー」です。 

戸籍や住民票関係の各種証明書はここで手続きができます。 

出勤、帰宅途中でも利用できるので便利です。 

 

【北広島駅直結のエルフィンパーク】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 21日（体験 12日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

天然温泉「楓楓」へは北広島駅西口から無料送迎バスで約１０分の近場で、北広島クラ

ッセホテルに隣接しています。 

ここはホテルに温泉、ゴルフ場、スキー場が併設されています。 

温泉は 黄褐色で「美肌の湯」と言われています。（大人７００円、食事とセットなら割

引も）  

１２階の食堂からの雪を頂いた山々の雄大な展望は絶景！ 

スキー場は初級コースだと思うが、リフトもあり幼児とママやパパの姿も珍しくなく 

見ているだけで楽しかった。 

私もスキーを習いはじめた孫と一緒にここに来てみたいです。 

 

【温泉とスキーが楽しめる北広島クラッセホテル】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 22日（体験 13日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

三井アウトレットパークに行ってきました。 

北広島駅西口のバス①番のりばから大人３６０円、約２０分です。 

バスの中もアウトレットで遅い昼食を食べたときも、中国語が乱れ飛んでいました。 

あらかじめ決めていた買い物は済ませ、私は１４：５０発のバスで帰ることに。 

妻はこの後楽しみたかったウインドショッピングに。 

夕食は、胃がもたれ気味なので買ってきた「幌加内産のそば」を食べ、そば湯を楽しみ

ました。 

 

【幌加内産そばの夕食】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 23日（体験 14日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

昨晩ちょっとした事件が起きました。 

昼すぎから二人で食料品の買い物に出かけて帰宅しました。 

夕方になって妻が、なにやらあわてています。 

「サイフがない」というのでリュックや布袋を一緒に探す。 

買い物の順路を思いおこし、考えた結果、東光ストアで落としたのでは？ということに。 

急いで領収書に記されている番号に電話をする。 

担当の方が出てこられて、サイフが一つ届いているとのこと。 

マニュアルがあるのでしょうか、何時頃、形は、色は、中身はと尋ねられ、入れていた

保険証の姓名と生年月日を言ってＯＫ！ 

「落としても きっちり もどってくる」   

すばらしい！ 

 

【北広島駅に隣接する東光ストア】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 24日（体験 15日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今朝３回目の雪かきをしました。 

昼前に、市役所へ。 

担当の方にお願いをして、２月１日から始まる総合体育館事業である「らくらく歩くス

キー教室」に、参加させてもらえることになりました。（計５日間で、用具の貸し出しもあ

り） 

市役所から帰って、一息ついてから、妻と竹山温泉へ。 

北広島駅よりバスで１５分。 

山の中の一軒宿という雰囲気のある温泉です。 

帰り（１時間に１本）のバスが２０分以上遅れたため、山中のバス停で待たされ、身体

がしっかり冷えました。 

でも、また行きたい温泉です。 

 

【山中にある竹山高原温泉】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 25日（体験 16日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

かねてからの願いが叶い、「くるるの杜（もり）」に来ることができました。 

数年前に、娘に車で連れてきてもらい、名前のユニークさもあって、印象深い場所とな

りました。 

清潔で明るく広々とした建物。 

新鮮で美味しい料理。 

それに加えて私の大好きなバイキング・スタイル。 

それに、くるるの杜に来ることで、食と農がさらにつながるというコンセプトに共感を

おぼえます。 

 

【くるるの杜バイキング】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 26日（体験 17日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今日は、入居以来、全く行ったことのない駅と反対側を探索しようということに。 

何か目的・目標があったほうが、よかろうということになり３０分ほど歩くと、老舗の

蕎麦屋さんがあるらしいから、まずそこで、そばを食べようとなった。 

雪道の３０分は思ったよりきつい。 

二日前は、雨と雪の中を４５分も歩いて帰ったのに。 

やっとのことで到着。 

「そば天国・松乃家・総本店」の看板。 

看板を見ると萎縮しそう。 

「かも南蛮」を注文する。 

他所では大体１３００～１４００円、鴨せいろは１５００円。 

ここの店は９８０円で美味しかった。 

値段と味はあまり関係がないのかも（鴨） 

 

【そば天国】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 27日（体験 18日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

予報通り雨が降って、今までのような寒さは感じない。 

明け方に、ゴーッ、ドドドッと不気味な音が！天井裏でした。 

少なくとも４0～５０ｃｍ積もった雪が、雨と気温の上昇のために屋根から滑り落ちたの

だろうと今は思っていますが、そのときは・・・。 

今日は北広島市の体育協会事業の「らくらく歩くスキー教室」（歩行用のスキーをつけて

雪道を歩く）の参加を認められたので、総合体育館の場所と服装など詳しい内容の確認に

行くと決めていました。 

しかし 最悪の空模様。 

しかも総合体育館行きのバスの便が少なすぎる。 

それでも行きはよいが帰りの便がない（夕方まで待てばある）。 

雨と雪とぬかるみのなか、４５分かけて家まで歩いて帰ってきました。 

これから５回ある教室がんばります。 

 

【北広島市総合体育館での歩くスキー教室】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 28日（体験 19日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

雪はあまり積もっていなかったが、今日は娘の車が来るので４回目の雪かき。 

昼前、娘婿が出張のため、札幌から新千歳空港に来るというので、そこで私達と娘の家

族が落ち合うことに。 

にぎやかな昼食のあとパパを見送って、私達４人は途中、夕食の食材を買いたして体験

住宅へ。 

 夕食を終えて話をしているうちに私たちの移住の話になる。 

「北広島は、お父さんたちには暮しやすい所だと思うよ」と娘が言う。 

でも「もう少し 私たちの家の近くに住んでほしい」とも。 

「終の棲家」だけに いろいろと考えてしまう。 

 

【新千歳空港にて見送り】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 29日（体験 20日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

一日中、晴天で暖かく、屋根の雪が滑り落ちている。 

午後から北広島駅前の図書館に行きました。 

隣はエントランスを共有する芸術文化ホールです。 

ちょうど「キタヒロ軽音フェス」（第５回高校生バンド大会）の開催中でした。 

この際、北広島市に関する歴史や諸々の事柄についてもっと知っておきたいと思い、係

りの方に案内していただいて本を２冊選びました。 

そして、今日の北広島市の発展は度重なる凶作や川の氾濫や戦争など、あらゆる苦難を  

乗り越えてこられた先人達のお陰であることを痛感しました。 

 

【北広島市図書館】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 30日（体験 21日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今までの雪の上に新雪が２０ｃｍほど積もりました。 

玄関から道路までの雪かきは、少しきつかったが、たった２回で弱音は吐けない。 

純白の雪を踏めばキュッキュッと音がする。 

学生時代、スキーに熱中していた頃にあこがれたパウダースノーの感触です。 

雪かきの収穫は、通りかかった近所の人々と一言二言挨拶を交わせることです。 

今日は、私たちの「ごみ収集小屋」の周りの雪かきを済ませて帰る途中の方でした。 

 

【雪かき】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 1月 31日（体験 22日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

朝、起きるとかなりの雪が降っていた。 

フワフワの軽い雪だ。 

スコップですくって、上に投げるとパーッと広がって飛んでいく。 

そんな雪でも「ママさんダンプ」で、かき集めて、除雪の山にほりあげるのは一苦労で

す。 

ちょうど、筋向いの家のご主人も雪かきをされていたので、腰に出来るだけ負担をかけ

ないコツをたずねた。 

ママさんダンプで雪をかき集めておいて、その雪を小さいスコップで投げ上げるとのこ

と。 

雪かきが終わって、別れ際に「大阪に帰られるとき、この雪全部持って帰ってください」

と言われ大笑い。 

 

【雪かきのコツ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 1日（体験 23日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

朝９時すぎ、北広島駅前からバスに乗り、総合体育館に到着。 

いよいよ第１回目の歩くスキー教室の始まり。 

スキーのセット一式を、足・身体に合うように選んでもらい、雪が積もったグランドへ。 

ほとんどの人が経験者のようで、自分のスキーを持参されてる方も。 

「歩くスキー」というからペタペタとストックをついて歩くのかと思っていたが大違い。 

ス～ッとスキー板を滑らせて前進する練習が中心。 

それがなかなか会得できず苦戦する。 

もう若くもないので、ケガをしないようにやっていきます。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 2日（体験 24日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

６回目の雪かきです。 

まだ、雪かきはゴメン、という気にはなりません。 

妻は、昨夜、娘の家に泊まったので、私が一人ですることに。 

なんとま～、よく積もりました。 

それに除雪車は、除雪した雪を道の両側に押しやって整地しているので、民家や店の入

口にそれが残る。 

この処理も結構面倒。 

歩道や車道の雪を処理してもらっているのだから、それくらいはという気もする。 

その一方で地元のお年寄りの身になればとも。 

 

【体験住宅の部屋から撮ったもの（降雪中）】 

  

   ＊写真手前は 広い空き地、その向こうは歩道で女性が歩いている。 

その向こうは車道（バス通り） 

      ＊根雪に新雪が積もって、女性の腰の高さまで） 

   ＊画面奥の 自動車の屋根（雪は、一晩でこれだけ） 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 3日（体験 25日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今日は歩くスキー教室の二回目。 

教室で知り合ったＭさんが、朝わざわざ体験住宅まで迎えに来てくださいました。 

前回の先生の注意を思い出して、まずはスキーを滑らすことに専念しました。 

先生は、スーッと横に来て「よくなった。滑ってるよ」と言ってくださった。 

次回はレクの森が教室となる。 

チョット心配だが、おもしろそう。 

私は、北海道では車を運転しない！と深い考えもなく決意してしまったので、こういう

時に困ります。 

また、Ｍさんのご好意にあまえることになりました。 

夕方から、娘や孫、そして娘の義母と義姉と私たちの計６人で、小樽に行ってきました。 

夜景は情緒があって楽しめますが、人、ひと、ひとで少し疲れました。 

聞こえてくる人の声から推察して、ほとんどが中国の人かと思うほどでした。 

正直なところ「＊太郎」の寿司を目当てに行ったのですが。 

 

【歩くスキー2回目】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 4日（体験 26日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

先日、図書館に行って、北広島市の勉強をして書架に本をもどしたとき、「榎本武揚伝」

という本が目にとまりました。 

そこで、図書の「利用者カード」を作ってもらい借りてきました。 

北海道や北方領土で多大な功績を残した人物だから、彼の本があって当然ですが、この

本は、いわゆる小説ではなくて、数々の資料や出典などに基づいて人間榎本武揚とその功

績を記しています。 

私は、以前から榎本武揚の功績は、明治の元勲（大久保利通、木戸孝允、伊藤博文、岩

倉具視他）に、勝るとも劣らないと思っています。 

私が、榎本武揚に興味をもったのは、函館の五稜郭で、旧幕臣として政府軍と戦い降伏

した彼が、その後、なぜ新政府の役人として働いた（働けた）のかという疑問からでした。

（実は、敗戦で禁固刑だったが特赦で自由に。乞われて北海道開拓事業に尽力。）  

 

【榎本武揚】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 5日（体験 27日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

朝から晴天、無風。 

昼前、ストーブを切る（夕方まで）。 

この家に入居して２回目。 

薄着で十分。 

頭の上などからゴゴゴーとかズズズーとか、雪の滑り落ちる音が何度か聞こえてきた。 

トイレの小窓を開けて、ビックリ！ 

すぐ目の前に雪が積もっていた。 

これまで、屋根に積もっていた雪の底が融けて、雪の塊となって滑り落ち、軒下につも

っています。 

家との間に、まだ隙間があるので家や窓がどうこうということはないと思います。 

妻は、札幌に滞在中の親戚と小樽へ。 

私は、本日は大事をとって休養日です。 

一昨日、すし店の屋外の階段を降りて、最後に踏み出した路面が凍っていて見事に転倒

し腰を打ちました。 

たいしたことはないのですが、明後日の歩くスキー教室に備えています。  

 

【不気味な音】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 6日（体験 28日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

昨日、妻は、札幌滞在中の親戚の２人（母、娘）と、余市を訪ねました。 

私は休養日でした。 

 だから、今日の体験日記は書いてくれと妻に頼んだのですが、「印象に残っていることを

今から言うから、それをつないで文章にしてよ」とお願いされてしまいました。 

私は、数年前に余市に行っているので、ついその気になって引き受けてしまいました。 

    

以下の文章は 妻から聞いたものです。 

一緒に行った親戚の娘さんは、ＮＨＫの朝ドラ「マッサン」の大ファンですが、過去に

行くチャンスを逃していただけに大喜びでした。 

ニッカウヰスキー余市蒸留所では、入場料もガイド料も無料で、他に３種類の試飲コー

ナーもあって、結構楽しめました。  

 

【ウヰスキー貯蔵庫】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 7日（体験 29日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

昨夕、妻と二人で「さっぽろ雪まつり」に行きました。 

ものすごい人出でしたが、「大通り」を一方通行にしているため、混雑はしても混乱はな

し。 

人気者の「ピコ太郎」さんの雪像の前は、黒山のような人だかり。 

先を争って前に出て、ピース、ピースとポーズをとるので、人が写っていない写真が撮

れない。 

それに反して「トランプ大統領」の雪像は不人気。 

「アッ！トランプや」と言って、そのまま立ち去って行くひとも。 

あの人は、きっと私と同じ「大阪人」だと思った。 

その中で、今も私の目に焼きついているのは、奈良・興福寺の中金堂とその映像でした。 

奈良の寺院といえば、東大寺そして大仏が有名ですが、興福寺も負けず劣らずの名刹で

す。 

今回の雪まつりの雪像でも上映された「国宝・阿修羅像」があります。 

現在、興福寺は、２０１８年の落慶をめざして再建中です。 

 

【興福寺】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 8日（体験 30日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今回もＭさんが車で迎えに来てくださいました。 

集合場所が総合体育館から、少し山側に入った「レクの森」だったのでありがたかった

です。 

今日は、今までの平地ではなく林間コースになります。 

途中のゆるい上り坂で、私一人が遅れてしまい、先生が横についてくださいました。 

しかし、ここは、帰りは下り坂になり、制動の技術も要求されますので、ここから引き  

返すことになりました。 

スタート地点にもどって先生と二人で練習を（ぜいたくな個人レッスンです）している

と、北広島高校の生徒さんが大勢入ってきて体操をし、アッという間に林間コースに消え

ていきました。 

体育の授業だそうです。 

次回（最終回）は、さらに長距離になるため、残念ながら欠席することにしました。 

スキーの先生方、体育館の係の方、お世話になりました。 

 

【北広島高校の体育の授業】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 9日（体験 31 日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

島松駅逓所（えきていしょ）に行けば、クラーク先生の「Boys be ambitious！」の訓

言が発せられた状況、エピソードなどが、勉強できるかと期待していましたが、冬場は閉

館ということでがっかり。 

そこで、図書館に行って調べることにしました。 

「少年よ 大志をいだけ！」  

中学校で習ったときから「大志とは？」と。 

勿論、野心や野望を意味するものではないことは、理解できましたが。 

借りた三冊の本のうちどの本だったか忘れましたが、帰国するクラーク先生は馬を連ね

て見送りに来た愛弟子たちに別れを惜しんだ後、馬上からあの名言を力強く叫ばれ、島松

駅逓所（現北広島市）を、後にされたらしい。 

私の勝手な想像ですが、クラーク先生は大きな抱負や向上心をもって世のため人のため

尽力してほしい。 

そして北海道の日本の礎となってほしいという思いをこめて「あの言葉」を、青年たち

に送られたのだと思う。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 10日（体験 32日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

本来ならば、今日は歩くスキーの最終日です。 

前回、次回は欠席するということを、係の方と先生、それにＭさんに伝えました。 

挫折は残念ですが、無理をして人に迷惑をかけるのは最悪です。 

 

しかし、残念さは残るものの、私にとっては非常に貴重な体験をさせていただきました。 

おためし移住と歩くスキー教室の係の方々のご好意で、大阪では、１００％不可能な体

験をさせていただきました。 

ありがとうございました。 

 

【貴重な体験】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 11日（体験 33日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

船から、列車から、展望台から流氷鑑賞「オホーツク海岸線を走るローカル列車と流氷

砕氷船オーロラ」２日間という長ったらしい名のバスツアー（一泊二日）に参加してきま

した。 

７時５０分、札幌駅北口を出発。 

乗客３４人とほぼ満席で快適な旅でした。 

網走港では、今回の旅の一番の目的・流氷体験です。 

混雑の中、やっと流氷砕氷船に乗って６０分の船旅です。 

今年は、網走港にも流氷が着岸しましたが、岸に近づかず、沖に出ないと見ることが出

来ない年もあります。 

今回、初めて流氷を見に来た人は幸運と言えるでしょう。 

オーロラ号の前進に伴って、時々「ド～ﾝ」という音がして体に振動が伝わります。 

「キャ～ッ」という音（声）も。 

 

【流氷】 

  

    

 

 

 



【流氷観光船 おーろら２】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 12日（体験 34日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

二日目は、ホテルを８時３０分に出発し、ローカル線の知床斜里駅から北浜駅まで海岸

線を走ります。 

ここは無人駅でのどかな空気が流れています。 

ここから再びバスに乗り、濤沸湖（とうふつこ）へ。 

ここはラムサール条約に登録されている水鳥の生息地です。 

絶滅危惧種のタンチョウの生息地でもあります。 

下の写真は冬に日本に渡ってくるオオハクチョウですが、雪が降っていたのと、ガラス

越しだったのでこんな感じに。 

堂々として美しい鳥です。 

オホーツク流氷館も面白（興味ふか）かったです。 

なぜ流氷が生まれ、オホーツク海を南下してくるのか。 

大河アムール、カムチャッカ半島、樺太、シベリアからの北風等々の相乗作用により・・・ 

 

【オオハクチョウ】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 13日（体験 35日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

大阪から、北広島市の体験住宅に移住してきて、違いを感じたのは、「ごみ出し」の方法

でした。 

まず袋に色がついていて、文字通り色分けするため。 

最初は、壁に貼ったプリントを見て確かめていましたが、現在は慣れてきました。 

特に「生ごみ」の分別回収については、ここまでやっている自治体があるのかと驚いて

います。 

また、生ごみの分別回収の趣旨や意義を理解し協力する市民の意識の高さに頭が下がる

おもいです。 

もう一つは、灯油ストーブです。 

凄い火力です。 

そして、全室を暖められるような間取りになっています。 

札幌から来た義理の息子が、部屋の暖かさに驚いていました。 

 

【生ごみの分別】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 14日（体験 36日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

近日中にスキーを習い始めた孫が、泊まりにくる予定ですが一緒にスキーをしたいと言

っているようです。 

以前「北広島温泉・楓楓」に来たときに、ホテルに併設されたスキー場（夏場はゴルフ

場）が目に付きました。 

幅が広く全体的に見てなだらかな傾斜で初心者向きのゲレンデだと思います。 

（実はこの場所は、雪がない時はゴルフの打球場らしいです）。  

幼い子どもとパパ、ママの姿が目立つスキー場です。 

スキーは４０数年ぶりです。 

もう若くもないし、孫が来る前に少し練習をと思いゲレンデに出ました。 

（３時間コースのレンタルで、用具セット三点２０００円、リフト券１０００円）  

長いブランクはどうしようもなく散々でした。 

なんとか、ゆっくりと曲がったり止まったり出来たので、隣接する温泉「楓楓」に入っ

てから帰宅。 

 

【クラッセホテルのスキー場で練習】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 15日（体験 37日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

昨日の日記にも書きましたが、今週末に娘と孫（小１）と一緒に近くのスキー場に行き

ます。 

昨日は長いブランクと寄る年波には勝てずボロボロでしたが、気を取り直してボーゲン

と斜面での横滑りで、なんとか孫の面倒をみることが出来るだろうと楽観しています。 

しかし孫のほうが上手だったりして立場が逆転するかも知れません。 

ということで、技術の向上はあきらめて足馴らしに留意しています。（足を鍛えるのでは

なく、とにかく歩く） 

そして、スキーの後は天然温泉に入って帰宅します。 

 

【スキーのあとの温泉】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 16日（体験 38日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

こちらに来てから、妻は買い物に出る以外は、殆ど家にいて孫の服を作っていました。 

最近は「つまみ細工」という、私には聞きなれないモノに熱中しています。 

下の写真のような作品なのですがかなり細かい仕事です。 

本も出ているようです。 

 もともとは娘が買ったものですが、時間がなかなかとれないということで、妻が引き取

りました。 

今では一人で黙々と取り組んでいます。 

小さい花を取り付ける小箱も自分で作るようです。 

小物入れに使うとか、飾っておくとか利用方法は色々あるようです。 

妻の話によると、北海道は手芸品店が多いそうです。 

手芸品の種類も多いようで、どうやら手芸品店の常連になりそうです。 

 

【つまみ細工】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 17日（体験 39日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今日は娘と孫が泊りに来ます。 

明日、一緒にスキーに行きます。 

昼過ぎ、妻と二人で駅前の「コープ」へ夕食の惣菜を買いに出かけました。 

「うどんすき」にするつもりです。 

孫の好物のエビを少し多めに買って、ジュースやアイスもと買っているうちに、私の背

中のでかいリュックはいっぱいに。 

夕方、車で二人が到着。 

孫が元気よく、車から自分のスキー用具一式を出して家の中へ。 

すぐにケースを開いて我々に披露しスキー教室の話をしてくれます。 

妻以外は、滑るつもりですが、一番上手なのは孫かも知れません。 

 

【孫のスキーセット】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 18日（体験 40日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

昨夜から、泊まりこみで来ていた娘と孫と一緒に車で近くのスキー場に。 

私は数日前の経験から用具レンタルで３時間コース。 

娘たちは、さすが道民。 

自前のスキー用具で、一日券。 

土曜日とあって、親子づれや、スキー教室の子ども達が目立ちました。 

幼稚園～小学校低学年らしき子どもたちがスキーの先生を先頭（先生は後ろ向き）に、

一列縦隊で列を乱さず見事に滑ってきます。 

私はというと、先日のように、スキー板に振り回されることは激減していました。 

身体が、昔の感覚を少しだけ呼び戻してくれたのかも知れません。 

今日は孫にはリフトの乗り方、降り方や曲がり方、止まり方など、色々、教えてもらい

ました。 

昼食時に、スキーはこれくらいにして温泉に入って帰宅することになりました。 

 

【スキー】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 19日（体験 41日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

本日、冬季アジア札幌大会の開会式が行われました。 

私たちは、今、北海道に滞在しているのですから観戦する絶好のチャンスです。 

妻と私の観戦したい種目の条件は、屋内競技、日本が強い、強い日本人選手がいる等で

すが、すべて手遅れでした。 

カーリング、女子アイスホッケー（アイホ）、フィギュアスケートなどは、早々に完売。 

スケートのショートトラックは、韓国の独壇場だし沙羅ちゃんのジャンプ会場は娘の家

の近くだが、当日は相当混雑しそうです。 

結局、屋外競技のスキー・フリースタイルを観戦することに一応なっています（無料）。 

ちなみにフィギュアスケートはアリーナ席１２０００円、ＳＳ席９０００円、親子ペア

席５０００円。 

カーリングは指定席３０００円、自由席１５００円 です。 

 

【冬季アジア大会】 

  

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 20日（体験 42日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

２～３日前から、右下の奥歯の歯茎が腫れ、時々少し痛みます。 

北広島に来る直前に同じようなことになり、応急処置をしてもらい、３月３日に２回目

の予約をしています。 

何とかそこまでがまんをしようと思ったのですが、北広島で一度診てもらわないと 「夜

中や土・日に痛み出したら・・・」と思うようになり、自分の指で押さえて調べてみまし

た。 

ギューッと押さえるとパチンとはじけて破れました。 

こうなったら医院に行くしかありません。 

「北広島は歯医者さんが多いね」といつか妻と話していたのに、いざと言う時に思い出

せません。 

とにかく北広島駅付近の歯科医院へ。 

受付で事情を説明すると、予約の方の合い間をぬって、私の治療をしてくださいました。 

先生、看護婦さんありがとうございました。 

北広島に来て、感謝することばかり！です。 

 

 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 21日（体験 43日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

妻は、朝から札幌の娘の家へ出かけました。 

娘が、自宅に帰るのが夜遅くなるというので、孫の世話のため泊まり込みです。 

これからも、このように私たちが娘の家に泊まりに行くか、孫を私たちの家で預かるか

という状況は、稀ですがおこると思います。 

現に１月に娘が体調をくずし、夕方に緊急入院したときも私たちが運よく北広島に居た

ので素早く対応できました（娘婿は出張中）。 

あの時、大阪にいたら・・・と思うと寒気がします。 

この事があってから、孫（小１）を中心に考えると、近くに住むのがいいのかなという

気持ちにもなっています。 

 

【雪の降る夜】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 22日（体験 44日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

以前、買ったスノーブーツは健在ですが、スパイクがないのが不安でした。 

北広島に来て地元の人が、平気で足早に歩いておられるのを見て、このブーツで大丈夫

と勝手な判断をしました。 

しかし小樽の人通りの多い凍結した道路で、派手に転倒し痛いより恥ずかしい思いをし

たのを機に、靴屋さんに行き、相談をしました。 

そして、（雪・氷結路面の安全対策として）という長ったらしい名の「アイススパイク」

を勧められました。 

着脱も簡単で安定感が増しました。 

しかし難点も。 

雪・氷の道は、いいのですが、アスファルト、タイル、床の上ではガチャガチャとやか

ましい。 

図書館の入口には、スパイク装着の方は申し出てくださいとの貼り紙があります。 

そこで、また靴店に行き、靴のカカトにスパイクをワンタッチで出し入れできる靴を買

いました。 

 

【左）・・スパイク装着靴（スパイク収納時） 

 （右）・・アイススパイク（スノーブーツ）】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 23日（体験 45日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

早いもので、あと５日で移住体験も終了です。 

以前、三井アウトレットで買ってきた「幌加内のそば」がおいしかったので、お土産に

するため、妻が再び買いに出かけました。 

しかし、そばは品切れで、他のそばを買ってきました。 

新しく購入した二種類のそばを食べるのが楽しみです。 

私は、大阪の自宅に送り返す衣類を、梱包する準備です。 

 

午後から二人で長沼温泉に行きました。 

二回目です。 

 北広島市の近くには、手軽に行ける温泉が沢山あります。 

体験住宅前のバス停（稲穂４丁目）から乗って、乗り換えなしの一本で到着します（約

３０分）。 

勿論、帰りはその反対！（往復９４０円） 

 

【新得そばと江丹別そば】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 24日（体験 46日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

札幌市ばんけいスキー場で行われるスキーフリースタイルのデュアルモーグル（男女）

の競技を、妻と二人で観戦に行きました。 

シャトルバスが円山公園バスセンターから出ていると思い、行ってみると、１０時まで

だといわれた。 

路線バスは出ているので競技は見ることは出来た。 

本日の、デュアルモーグルという競技は組織委員会の競技紹介を引用しますと、二人同

時に滑走して勝ち抜く方式です。 

コブのある急斜面を滑り、空中での演技（エア）を繰り広げるモーグルは、ターン技術、

エアの完成度と難易度、ハイスピードの三要素によって得点を競います。 

迫力満点！猛スピードで凸凹の急斜面を滑り、さらに空中で回転するという離れ業。 

凄い！ 

 

【デュアルモーグル】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 25日（体験 47日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

今日は、スノーボードのハーフパイプを観戦する予定でしたが、チケットはすでに完売

とのこと（札幌ばんけいスキー場）。 

ハーフパイプは、円柱を半分に切ったような形状の傾斜を滑りながら、左右の壁で演技

（エア）を行い、その完成度や難易度によって得点を競います。

昨日、モーグルに熱中し、コース中腹の滑りやすい急斜面で、最後まで写真を撮ってい

たせいで、右膝と腰が痛むので、今日は休養日にしました。 

夕方、娘と孫が「森のゆ」（北広島市内の天然温泉）に行こうと、誘いにきてくれました。 

足腰が痛むときに、温泉とはタイミングが良すぎます。 

ありがたいことです。 

【森のゆ】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 26日（体験 48日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

札幌市月寒体育館で実施されるアイスホッケーに私一人で出かけました。 

娘からもらったチケットは男子のモノでした。 

男子は今、女子ほど勢いがありませんがアイスホッケーは好きなスポーツです。 

案の定、試合開始直後に、立て続けに失点し結局０対７で完敗です。 

しかしアイスホッケーの迫力は凄いです。 

パックがリンクの周囲の壁に当たった時の音は大きな破壊的な音です。 

凄いスピードで選手同士がぶつかり合うのは当たり前のスポーツです。 

「氷上の格闘技」とはうまい表現だと実感しました。 

実際に試合を見に行くと、テレビではまず見ることのない裏方さんの仕事を見ることが

できます。 

荒れたリンクを「カガミ」のように整備する熟練の技などは、すばらしい！ 

試合後の選手のコメントで「コーチや裏方さんのお陰です」という気持ちがよくわかり

ました。 

 

【冬季アジア大会アイスホッケーの試合】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2月 27日（体験 49日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

朝、起きるとしっかりと雪が積もっていました。 

今日が、最後の雪かきになるのではと思います。 

お隣さんも雪かきをしておられて、私が玄関に作った「かまくら」を壊して元どおりに

するというと、自分の家の金属のスコップを貸してくださいました。 

お蔭で時間短縮、省エネで済みました。 

お別れのあいさつをしてスコップを返却しました。 

この間、妻は、部屋の清掃、ゴミ処理の段取り、冷蔵庫をからっぽにすることに一生懸

命でした。 

夕方には、郵パックで大阪の自宅に衣類などを、送り返しました。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 2 月 28 日（体験 50 日目） 

報告者 田中さん（大阪府） 

９時３０分に市役所の係の方とお会いした後、大阪に帰ります。 

 長いようで短い５０日間でした。 

「老後は、北海道の豊かな自然の中で」と決めていた私たちにとって、北広島市のおた

めし移住は絶好の機会でした。 

滞在期間中は、多くの人々のご好意を受け、「感謝」の連続でした。 

 

＊東光ストアで落とした財布が無事に戻ったこと 

＊パソコンに、不慣れな私に根気よく付き合ってくださった市役所の担当の方。さらに 

市の行事の｢歩くスキー教室」に参加できるように配慮していただきましたこと。 

＊車がないと不便だというので、毎回、歩くスキー教室の送迎をしてくださったＭさん

＊夜中に、奥歯が痛み出し、翌朝、予約なしで直ぐに診てくださった駅前の歯医者さん 

＊その他 近隣の方々。  

皆様、ありがとうございました。 

有意義な ５０日でした。 
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