
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１日（体験１日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

早朝に苫小牧港に到着。 

湿気がなく清々しいです。 

広い道路を見ながら、北海道にきた実感が高まります。 

９時過ぎに北広島市役所へ。 

綺麗であり近代的な役所で、おためし移住体験の受付手続きを。 

係の方から説明を受け、早速１号棟へ。 

荷物を入れ、スーパーで買い物。 

疲れて早々に就寝しました。 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２日（体験２日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

今日も爽やかないい天気。 

朝は付近の散歩からスタート。 

北広島の駅前周辺をチェック。 

２階に上がるとコンコースが広くて綺麗。  

昼は友人達と、近くの回転寿し「銀次郎」へ。 

時知らずや貝の刺身、ホタテ稚貝の味噌汁は絶品。 

北海道の回転寿司は、安くて美味しいです。 

夕方、温泉の「森のゆ」へ。 

おためし住宅から車で１５分。 

チョコレート色のモール温泉はツルツル。 

夕食とセットで 1200 円。 

幌加内蕎麦セットで、美味しく頂きました。 

日本一の蕎麦です。 

 

 

【回転寿し「銀次郎」】       【幌加内蕎麦セット】 

      



【モール温泉の「森のゆ」】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月 3日（体験 3 日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

午前中は友人達と長沼町にある「マオイの丘」でパークゴルフをしました。 

涼しくて最高の日和。 

芝が刈られたばかりか、草のいい匂いがしました。 

その後、隣接する長沼町営農集団の店で買物。 

新鮮で安いです。 

ランチは、友人の希望で昨日行った回転寿し「銀次郎」へ。 

またもホタテ稚貝の味噌汁をオーダー、出汁が良いです。 

イカ、秋刀魚、サーモン、ウニなどどれも美味しく、友人達も大喜び。 

夕方、自転車で東光ストアへ買物。 

関東には無い魚もあり見ているだけで楽しいです。 

ヒラメを時間セールで半額でゲット。 

 

 

【ホタテ稚貝の味噌汁】       【マオイの丘】    【パークゴルフの様子】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月４日（体験４日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

朝、南幌町在住の友人宅へ。 

一緒にパークゴルフをしました。 

曇り空で風が心地よかったです。 

芝も綺麗に手入れされています。 

お昼をご馳走になり、お喋りを楽しみ、次回また北広島でパークゴルフをする事を約束

しました。 

 

 

【友人と楽しくパークゴルフ】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月５日（体験５日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

午後から駅前に行くと「北広島ふるさと祭り」が行われていました。 

歩行者天国で屋台が建ち並び、大勢の人で賑わっていました。 

特に、広島焼きの所は列を作っていました。 

特設ステージでは、高校生のブラスバンド、チアガールのハツラツとした踊りに元気を

もらいました。 

北広島市図書館の横には、雪ダルマもありました。 

スノーボードかソリに乗れるので、子ども達が列を作り、雪遊びもできて楽しそうでし

た。 

祭り会場では、青年ボランティアが活躍していました。 

 

 

【北広島ふるさと祭り会場】       【祭りの特設ステージ】 

     



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月６日（体験６日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

ランチはまた、回転寿司の「銀次郎」で友人達といただきました。 

三平汁にジャガイモが入り、美味しかったです。 

その後、近くのパークゴルフ場でプレイをしました。 

夕方、北広島駅前のふるさと祭り会場で、モノマネリストのヒロ青山の歌声を聴きまし

た。 

迫力のある歌声と冗談の上手いトークを楽しみ、観客達もノリノリ。 

手拍子を叩きながら一時間楽しませてもらいました。 

 

 

【北広島ふるさと祭り会場の特設ステージ】 

   

 



【ステージを見て盛り上がる会場】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月 7日（体験７日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

今日は、北海道の開拓時代を物語る国指定史跡「旧島松駅逓所」の見学に行きました。

車で２0 分、誰もおらず、よく見ると月曜日で休みでした。 

蓮の池もあり、素敵な所。 

最初の写真は「クラーク博士記念碑」で、博士が任期を終えて帰国の際、名言を残し別

れた地。 

二番目は、寒地稲作発祥の地の碑。 

最後は旧島松駅逓所で、北広島の貴重な史跡の一つ。 

今度は、駅逓内部を見てみたいと思いました。 

 

 

【クラーク博士記念碑】        【寒地稲作発祥の地の碑】 

   



               【旧島松駅逓所】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月８日（体験８日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

北広島在住の友人夫婦が来訪してくれました。 

四人で北広島市内にある「良寿司」でランチ。 

良寿司は、看板が目立たないのでわかりづらかったです。 

ランチは江戸前、サラダ、天ぷら、茶碗蒸など付きで１０８０円。 

とても食べきれないほどのボリューム。 

ドライブに誘っていただき、恵庭市にある「白扇の滝」「三段の滝」など見学しました。

子どもの蛇も出迎えてくれ、北海道は自然の宝庫でした。 

マイナスイオンもタップリ浴びました。 

パークゴルフ場もたくさん案内してくれました。 

さすがにパークゴルフの聖地、広く手入れの行き届いたところばかりでした。 

 

 

【良寿司】            【良寿司店内カウンター】 

    



【マイナスイオンたっぷりな滝の景色】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月９日（体験９日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

昼から文化ホールでロビーコンサートがあると情報を得て、小雨がぱらつくもいそいそ

と出かけました。 

可愛い女性達によるソプラノとピアノのコンサート。 

テレビで聞いたことはありましたが、生のソプラノは初めて。 

高音のきれいな声に聞き入りました。 

ピアノも心地よかったです。 

その後、北広島市図書館のＡＶ室でイギリス映画「銃殺」を見ました。 

8 月は、終戦にあわせ戦争映画の特集。 

戦い、殺し合う戦争だけでなく、逃亡兵士の裁判が隊の兵士の士気向上のため、銃殺刑

との結果に理不尽を感じましたが、これも戦争なのだと考えさせられました。 

すべて無料で参加させていただきました。 

 

 

【ロビーコンサートの模様】         【図書館ＡＶ室】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１０日（体験１０日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

お隣からキュウリをいただきました。 

埼玉在住で１ヵ月滞在することを話し、少し世間話をしました。 

働き者で優しい人です。 

さっそく漬物やキュウリモミをしました。 

大きく柔らかく美味しかったです。 

午後から、「山根園」でパークゴルフをしました。 

広くて気持ちが良く、上野幌駅がすぐそばで、電車が行きかう所でした。 

その後は、同じ経営の「森のゆ」でゆっくり汗を流し、ラーメンを食べて大満足で帰り

ました。 

 

 

【頂いたキュウリ】           【森のゆ・パークゴルフ場】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１１日（体験１１日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

「北広島の戦争遺跡を尋ねて」というツアーに参加しました。 

九条の会の主催でした。   

昭和 11 年、島松演習場で昭和天皇を迎え 2 万人の将兵が南北に別れ、ソ連軍を意識し

て陸軍特別大演習が行われました。 

それを記念し、昭和 13年に建てられたもの。【写真１】 

旧島松駅逓付近の道路沿いにある斜面の下部に、近くの住民により作られた防空壕が３

つ残っていました。【写真２】 

平成 13 年 6 月 25 日午前 10 時 55 分頃、島松演習場で射撃訓練の戦闘機が２０ミリ

機関砲の訓練弾を 2秒誤射。 

特に、北広島リハビリセンターの施設に被害が集中したそうですが、人的被害無しも重

大な事故だと思われます。 

昭和 33 年、戦争で亡くなった人々を慰霊するため広島神社の忠霊塔が建てられ、戦死

者 131 名の名前が刻まれています。 

昭和 13年、戦時中の食料増産目的に、国道２７４号線沿い北側に水田が開かれました。 

湿地帯だった東部中学から北の里を通る千歳川に至る２．３ｋｍを掘削。 

排水工事を囚人（青い服を着たアオンボ）にさせたので、アオンボ川と呼ばれるそう。【写

真３】 

開拓記念公園の被爆石は、平成 8年北広島市誕生を記念し広島市から被爆石が 4つ送ら

れてきたもの。【写真４】 

平成 8 年市誕生を記念し平和と友好を願う市のシンボルとして「平和の灯モニュメント

が建てられました。 

広島市の平和の灯から空輸され点火されたそう。【写真５】 

きっちり 12時半にツアーを終了。 

皆さん無事家路につきました。 

資料や手配に主催者の方には頭が下がります。 

 

 

 

 

 

 



【写真１】           【写真２】         【写真３】 

    

 

【写真４】             【写真５】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１２日（体験１２日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

今日は１日中雨降り。 

散歩にも行けず、隣のおためし移住体験の方を誘い、我が家で世間話をしました。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１３日（体験１３日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

午前中に北広島市図書館へ行き、本を３冊借りました。 

図書館も大きくて立派でした。 

ランチは「くるるの杜」へ。 

受付でランチは 1 時間待ちだと言われましたが、周りの景色を見て散歩をしたり、農産

物で買い物をすると、ほどなく時間となりました。 

野菜中心のバイキングで、一人１７００円。 

70 歳以上は１５００円。 

たくさんの野菜料理があり、少しずつプレートにとっていきました。 

カレー、ミートソース、冷麦、ラーメンなど主食の他、ジュース類やスイーツ類も充実

しています。 

どれをとっても、みな上品でいい味で満足した。 

 

 

【北広島市図書館】           【くるるの杜】 

     



【くるるの杜園内の美しい風景】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１４日（体験１４日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

月曜日、図書館は休みなので、私はウチで昨日借りてきた本を読みました。 

夫は、自転車でエルフィンロードへ。 

おためし住宅から札幌コンベンションセンターまで約４０ｋｍの道のりを 4 時間弱、ひ

たすらこいできたようです。 

緑が多くてとても気持ち良かった、とのことでした。 

 

 

【札幌コンベンションセンターへ～エルフィンロードを快走】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１５日（体験１５日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

誘い合わせて、お隣のおためし移住体験２にお住まいの方と、きたひろサンパーク パー

クゴルフ場へ行きました。 

受付でおためし移住暮らしである事を伝えると、快く住民値段３００円で OK となりま

した。 

更に 65歳以上は、半額の１５０円。 

曇り時々晴れでプレイするには最適。 

コースは 4コースあり広くて気持ちが良かったです。 

山あり谷ありの段差があり、点数が出ず苦しみましたが、4 人でワイワイ楽しめました。 

地元民も家族連れで楽しんでおりました。 

 

 

【きたひろサンパーク パークゴルフ場】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１６日（体験１６日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

午後から、北広島市図書館のAV室で映画上映会があり出席。 

「氷雪の門」と言うタイトル。 

出席者達は、ほぼシニア世代です。 

太平洋戦争が終わろうとする時、樺太西海岸の真岡に突然ソ連軍が侵略を開始。 

本物の戦車が効果音と共に出るのでドキドキしました。 

終戦になっても起きた悲劇に、やり切れない思いになりました。 

駅を渡り、向いの東光ストアで買い物をしましたが、安心して買い物できるので、平和

の有難さを感じました。 

夕方、竹山高原温泉で一汗流しさっぱり、モール温泉でじんわり温まりました。 

 

 

【映画上映会】            【竹山高原温泉】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１８日（体験１８日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

友人に誘われてバスツアーに参加。 

札幌から積丹半島の見学へ。 

天気に恵まれ、海の積丹ブルーが素晴らしかったです。 

何度も感激の声を出しました。 

埼玉は、海無し県なので海に憧れがあります。 

名物のウニ丼を頂きましたが、滑らかなウニでご飯が見えないくらいのっていました。 

その後、小樽散策へ。 

「昆布や」で根昆布だしエキス、「かま栄」で蒲鉾、「田中酒造」で酒粕や梅酒などを購

入。 

田中酒造では、色々なお酒を惜しげもなく味見させてくれるので感激。 

振る舞いが豪勢で、北海道ならでした。 

 

 

【積丹半島の見学】 

     



【積丹半島の美しい景色】 

   

 

【小樽散策～田中酒造】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１９日（体験１９日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

南幌町の友人達と一緒に、パークゴルフをしました。 

天気が良く、時々風が吹いて絶好の日でした。 

夕方、マックスバリュで買い物。 

とても広く安かったです。 

その後、楓楓温泉へ。 

森の中をしばらく走り、突然高いホテルが現れ、楓楓温泉に到着。 

ホテルのお風呂なのでとても綺麗。 

たくさんの家族連れがきていました。 

 

 

【北広島市にあるマックスバリュ】 

          



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２０日（体験２０日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

神奈川から白老町へ、ちょっと暮らしをしている知人に会いに行きました。 

「ローズマリー」というイタリアンでランチをしてから、彼等ご夫婦が借りているお宅

を拝見。 

ここの地域は温泉を引き入れてあり、ウチに居ながらにして温泉に入れるそう。 

彼等は夏季 4 ヵ月も好きな北海道でゴルフを楽しんでいます。 

不動産屋さんにも行き、来季の住宅情報を聞かせてもらい参考になりました。 

綺麗な海を見ながら家路に着きました。 

 

 

 

          



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２１日（体験２１日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

夫は、自転車でエルフィンロードの上野幌までサイクリング。 

私は、午後から友人に教えてもらった「プライベート」という美容院へ。 

ご夫婦二人でやっていて、カットも上手だしヘアダイも同じような色に染めてくれて満

足。 

特に、二人ともお客を飽きさせないように世間話をしながら、尚且つ丁寧な仕事をして

おりました。 

できれば来年もまた来たいです。 

 

 

 

          



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２２日（体験２２日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

一日中雨なので、図書館から借りてきた本を読みました。 

磯田道史の「天災から日本史を読みなおす」「江戸の備忘録」。 

歴史家の彼の文章は面白くやめられません。 

今までなかった切り口で、個人の息吹も感じられます。 

時代は変わっても、人の気持ちや感情は変わらないところは新鮮。 

先日は「武士の家計簿」を読みました。 

まだ「日本人の叡智」を借りています。  

図書館が近くにあり、ありがたいです。 

 

 

【図書館から借りてきた本】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２３日（体験２３日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

2 時から、図書館 2 階のＡＶ室で映画を観ました。 

「フェイトレス 運命ではなく」 

ハンガリーのブタペストの 14 歳の少年、ユダヤ人である彼は級友らとともにアウシュ

ビッツに送られ過酷な環境の中、忍耐と人の助けもあり生き延び、故郷に帰ってくる物語。 

あの過酷なアウシュビッツでも幸せな時間があり、居場所のある故郷でも同じ時間が流

れていると、少年は感じているようでした。 

よほど後者の方が幸福なはずだと思うのですが… 

戦争とは悲惨なものであるという、今までの戦争映画とはどこか視点が違う、哲学的な

ものを感じました。 

北広島市図書館の選考の方は目が高いです。 

近くに図書館があり感謝。 

 

 

【図書館での映画上映会】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２５日（体験２５日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

午前中、北広島市シルバー人材センターに行き「背骨コンディショニング」講習会に参

加。 

地域の方に混じり、参加させてもらいました。 

飛び入りの参加なのに、皆さん優しかったです。 

腰痛持ちなので、骨盤を緩めたり背骨を緩めたりと、ユニークな考えに興味を持ちまし

た。 

本や CD も購入し、埼玉に帰ってからも体操し、腰痛を克服したいと思いました。 

北広島市のシルバー人材センターは立派な建物で、他にパソコン教室も開催しておりま

した。 

皆さん熱心にパソコンに向かってました。 

 

 

【参加した講習会】      【北広島市シルバー人材センター】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２６日（体験２６日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

私達夫婦は「南国暮らしの会」のメンバーです。 

東海支部のメンバー８名と、北海道支部の方２名、合計１2 名で良寿司でランチをしま

した。 

その後、我々がお借りているおためし移住住宅の見学にきてもらいました。 

３ＬＤＫの広さにビックリしていました。 

駅や図書館にも近く、スーパーも３つあり、温泉もたくさんある事を説明。 

皆さん羨ましがっていました。 

本当に我々はラッキーでした。 

夕方、夫が見つけた「湯処 ほのか」に行きました。 

岩盤浴付きで８５０円でした。 

お風呂は広いし、岩盤浴も温度の違うのが３つあり、休憩所も広かったです。 

岩盤浴でじっくり汗を流し、とても気に入ったので明日も来たいと思いました。 

隣はマンモス校、札幌日本大学高等学校と中学校でした。 

北海道ならではの余裕のある校舎でした。 

 

 

【南国暮らしの会のメンバーと】 

 



【湯処 ほのか】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２７日（体験２７日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

午後から、北広島市芸術文化ホールで北広島ユネスコ協会主催の学習会があり、参加。 

講座は「世界遺産を学ぶ」”空中都市”マチュ・ピチュ＆インカ帝国・ナスカの地上絵・

クスコの都市。 

講師は、北広島市在住の本橋氏。 

ツアーコンダクターなど多彩な職歴のある研修講師で、内容が濃いものでした。 

写真や資料は、ペルー大使館からの提供とのことで、どれも一級品。 

市民もインカ帝国への興味が強く、予想以上の出席に嬉しい悲鳴をあげていました。 

講師は経験豊富でスムーズに学習会を進め、聞きやすかったです。 

近くであり、かつ無料で素晴らしい学習会に参加でき、貴重な学習となりました。 

夕方、ながぬま温泉に出かけました。 

大きい温泉で、たくさんの利用者がおりました。 

塩分濃度が濃く、じっくり温まる温泉でした。 

 

 

 【参加した勉強会】       【講座の状況】      【ながぬま温泉】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２８日（体験２８日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

入会している会のサロン会が「すすきの」であり、ＪＲ札幌駅から歩いて向かいました。 

その途中に時計台がありました。 

館内を見学できるので２００円を払うと、ちょうど三時の鐘が鳴りました。 

時計台は旧札幌農学校演舞場であったことを知りました。 

一階は札幌の歴史、農学校の歴史がわかりやすく写真や現物が展示しておりました。 

二階は演舞場と塔時計の仕組みの説明がありボランティアの方が説明してくれました。 

また、何故「すすきの」ができたかもわかりました。 

花がきれいな大通公園で写真を撮りました。 

どこも素敵なアングルでした。 

観光客や地元民が、椅子に腰掛けたりお茶を飲んだりとリラックスしておりました。 

直線道を歩きながら、途中曲がる角が分からず戸惑っていると、イケメンのお兄さんに

声をかけてもらい、無事「すすきの」のサロン会会場に入りました。 

北海道支部と東海支部会員との意見交換ができました。 

 

 

  【ＪＲ札幌駅構内】      【時計台】        【大通公園】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２９日（体験２９日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

午後から、旧島松駅逓所に行きました。 

受付で一人 200円払うと、係の方が説明してくれました。 

ここは国指定史跡で、駅逓所（えきていしょ）とは、交通が不便だった北海道開拓時代

に駅舎と人馬を備え、宿泊と運送の便をはかるために設置されたもの、とのことでした。 

かつては北海道に六百十数か所あったが、今残るのは三か所のみ。 

こちらは明治 6年に札幌本道（函館から札幌）の開通により作られたそうです。 

明治 17 年に中山久蔵氏が駅逓取り扱いを命ぜられ、明治３０年に廃止されるまで運営

にあたっていました。 

とにかく頑丈に作られた建物でした。 

写真の褒状は、明治 10年大久保利通から冷涼地でも育つ”赤毛米”の功労によるもの。

大久保は翌年 11年に暗殺されたので、貴重な品です。 

北海道らしい囲炉裏もあり、当時は大勢の泊り客で賑わったことが想像されました。 

廊下も土間も分厚い板の頑丈な作り。 

クラーク博士が最後に農学校の学生達とお別れした所でもありました。 

その後、ほのかの湯であたたまり、岩盤浴にも入り美味しい夕食も食べました。 

 

 

               【貴重な資料～褒状】 

    

 



【旧島松駅逓所の内部】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月３１日（体験３１日目） 

報告者 Ｋさん（埼玉県） 

 

お昼頃、市の職員の方に最後のチェックをして頂き、一か月間住んだおためし住宅を後

にして小樽に向かいました。 

隣のおばあちゃんも、玄関に出て見送ってくれました。 

北海道は優しい人が多いです。 

道中はスッキリとした青空でドライブに最適でした。 

小樽の「かま栄」でお土産を買い、小樽フェリー乗り場へ。 

写真は、フェリー乗り場の 2階から撮った写真。 

新日本海フェリー、「あざれあ」は今年の 6月に就航したばかりの新しい船で、新潟まで

波も無く快適に過ごすことができました。 

翌日の午後 2時過ぎ無事、埼玉の自宅に帰りました。 

 

 

         【小樽・かま栄】          【フェリー乗り場からの景色】 

   


	20170901145003
	20170901145026
	20170901145050
	20170901145111
	20170901145131
	20170901145152
	20170901145213
	20170901145235
	20170901145255
	20170901145314
	20170901145334
	20170901145356
	20170901145420
	20170901145443
	20170901145507
	20170901145533
	20170901145628
	20170901145655
	20170901145720
	20170901145742
	20170901145805
	20170901145826
	20170901145848
	20170901145909
	20170901145931
	20170901145955
	kanazawa8.29
	kanazawa8.31

