
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月 1日（体験１日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

北広島市の皆さん、初めまして。 

本日、９月１日より稲穂町東のおためし住宅にお世話になる Kです。 

大阪から参りました。 

宜しくお願いします。 

ここのおためし住宅は、部屋も多く、家内と二人ではもて余すほどの大きさです。 

ちなみに 3ＬＤＫです。 

今日は、昼から自炊の為、買い出しにスーパーに行ってきました。 

今夜は、明日からの予定を計画したいと思っています。 

 

 

【おためし住宅の外観】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２日（体験２日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、近所を散策しました。 

目についたのは、見たこともないコンビニ。 

それも、数ではセブンイレブンやローソンなどよりも多いのではと思うほどです。 

惣菜も手作りで充実しています。 

そのコンビニ名は「セイコーマート」と言います。 

明日はどうしようか今晩、ゆっくり考えることにします。 

 

 

【初めて目にしたセイコーマート】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月３日（体験３日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、北広島駅の周辺で開催されている「キタヒロケット」というフェスティバルに

行ってきました。 

ビンゴに挑戦しましたが、残念ながら景品ゲットとはなりませんでした。 

景品にお米、メロンなど豪華な物が沢山ありました。 

 

 

【キタヒロケット～会場の様子】 

   

 

 

 

 

 

 



           【キタヒロケット～会場の様子】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月４日（体験４日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日はクラーク先生に会ってきました。 

北大の農学部に行きたかったのですが、訳あって神戸の農学部に行くことになったの

です。 

それから、ずっと北大に行って見たいと思い続けて、今日やっと念願が叶いました。  

ポプラ並木も素晴らしかったです。 

 

  

【北海道大学～クラーク像と正門】                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 



【北大構内の美しいポプラ並木】 

         



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月５日（体験５日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、富良野に遠出をしています。 

花畑や十勝岳の勇壮な姿は圧巻です。 

明日は美瑛の方へ行く予定です。 

キタキツネにも遭遇しました。 

 

  

【富良野の美しい景色】  

        

 

【キタキツネと遭遇】 

        



【十勝岳～望岳台の景色】 

     



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月６日（体験６日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日も快晴、絶好のドライブ日和です。 

足を伸ばして、旭岳を見ながら旭川に行ってきました。 

お昼ご飯は、有名な旭川ラーメンを食べてきました。 

もう一泊して、明日は美瑛辺りの観光をしたいと思っています。 

 

  

【有名な旭川ラーメン】  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月７日（体験７日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、美瑛に行ってきました。 

有名なパッチワークの丘の周辺を探索しました。 

懐かしいケンメリの木（ケンとメリーの木）等、どこも素晴らしい景色でした。 

 

  

【懐かしいケンメリの木】  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月８日（体験８日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、小樽に行ってきました。 

何回か行ったことがあるのですが、やはり運河と北一ガラスなどの商店街が有名です

ね。  

平日でも大勢の人でいっぱいでした。 

 

  

【小樽の街並み】  

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月９日（体験９日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

この一週間は遠出をしたので、今日はおためし住宅で休養です。 

掃除、洗濯、買い出しで１日が終わりました。 

 

  

 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１０日（体験１０日目） 

報告者 K さん（大阪府） 

 

今日は、岩見沢の「空そば祭り」に行ってきました。 

新蕎麦が、各地のそば愛好会などのブースで販売されていました。 

盛り蕎麦(関西ではざるそば)を違うブースで一枚ずついただきました。 

大変、美味しかったです。 

昼食後に、岩見沢を探索して帰途につきました。 

 

  

【空そば祭りの会場入り口】 

  

 

 

 

 

 

 



 【美味しい新蕎麦】 

  

 

 【探索中の美しい景色】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１１日（体験１１日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、苫小牧に住んでいる現職時の同僚と昼食をしてきました。 

20数年ぶりの再会でした。 

顔を合わせるなり、お互いの年による風貌の変化に驚き、食事の時は決まり事のように

孫と病気の話となりました。 

でも、お互い元気でなりよりでした。 

 

  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１２日（体験１２日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、終日雨でほとんど部屋にこもっていました。 

明日も雨☔かな？ 

 

  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１３日（体験１３日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は札幌での催し物「オータムフェスト」に行ってきました。 

有名な大通公園で開催中でした。 

規模も大きく、午前中だけでしたが、見学だけで時間を使ってしまいました。 

北海道の味を堪能できるイベントでした。 

 

  

          【オータムフェストで北海道の味を堪能】 

  

  



 【オータムフェストの会場の模様】 

  

  

              【会場から見えるテレビ塔】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１４日（体験１４日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、野幌森林公園にある北海道博物館に行ってきました。 

太古のマンモスから、現在に至る歴史をビジュアルで見ることができました。 

この中に、太平洋岸の地層の断面図の標本があり、火山灰と海の砂の層が重なりあって

いるのを見て、噴火と大津波の自然災害は必ずくるものだと実感しました。 

 

  

 

 【北海道博物館の外観】 

  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１５日（体験１５日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、メロンで有名な夕張に行ってきました。 

何故かというと、夕張メロンは普通の小売で買うと凄く高いので、地元の農家から直接

買えば、安く買えるかなと思って行きましたが、もう時期は終わっていました。残念！ 

ついでに、石炭博物館に行ってきました。 

 

  

【夕張市石炭博物館の内部】 

         

 

【JR夕張駅】 

  



【夕張市役所の外観】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１６日（体験１６日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、サッポロさとらんどで開催された「ＵＨＢみんなの収穫祭」へ行ってきまし

た。 

天気も快晴で絶好の行楽日和でした。 

人出も、家族連れの方々などで大混雑、座る場所を探すにも大変でしたが、イベントや

食事を楽しめた１日でした。 

 

  

【収穫祭の会場の様子】 

       

  



【収穫祭内のステージ】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１７日（体験１７日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、イベント巡りで出かけました。 

午前中は、千歳市の道の駅の「インディアン水車まつり」に行ってきました。 

地元の方はわかると思いますが、「インディアン水車って何？」と当初思いました。 

鮭を取る装置があるなんて、思いもよりませんでした。 

あまご釣りにも挑戦しました。 

午後からは、岩見沢市の「百餅祭り」に行ってきました。 

200ｋｇの杵でつくお餅は圧巻です。 

イベントの太鼓の演奏も感激しました。 

 

  

【インディアン水車とあまご釣り】 

  

  

 

 

 

 

 



【岩見沢市の百餅祭り】 

 

     



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１８日（体験１８日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は敬老の日です。 

私も、孫から保育園で描いた絵を写真で送ってもらいました。 

年齢を実感しました。 

それと、台風で家にこもっていましたが、窓の外を見るとふと気付いたことがありまし

た。 

大阪では必ず付いているものが無くて、雨水が屋根から下に滝のように落ちていくの

です。 

そう、北海道には雨樋がないのです。 

当然ながら、冬の雪のためなのでしょうが、大阪では見れない光景でした。 

 

  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月１９日（体験１９日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、恵庭渓谷に行ってきました。 

上流から白扇、ラルマナイ、三段の滝と見学して来ました。 

昨日の台風の影響か水量が多く、どれも迫力がありました。 

それ以上に感激したのは、２年前に退職した会社の女性社員に、偶然にも白扇の滝で会

ったことです。 

大阪から家族連れで見学に来たそうです。 

なかなか広い北海道で、こんな偶然の遭遇なんて考えられません。 

忘れられない出来事となりました。 

 

  

 

   【恵庭渓谷・美しい滝の景色】 

  

 

 

 



            【恵庭渓谷・美しい滝の景色】 

        

 

        



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２０日（体験２０日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、洗濯と掃除にと「片付けの日」にしました。 

あと、１０日足らずで退去です。 

時間の経つのが早いです。 

残りの日も、有意義に過ごしたいものです。 

 

  

 

      



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２１日（体験２１日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は快晴です。 

空気も澄んで、心地よい風が吹き抜け最高の気候でした。 

このような日は星空もきっと綺麗だろうと、ふと思いつき、近くでよく見える場所を探

したら、定山渓ダムの駐車場が見つかり、早速行ってきました。 

ところが、ダムの駐車場の手前で通行止めとなっており、行けませんでした。 

ランキングにも出ていたので、まさかのまさかでした。 

残念です。 

まあ、こういう日もあるのだと諦めて帰りました。 

 

  

 

      



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２２日（体験２２日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、明日から家内が来るので、家の中の掃除と片付けで１日が終わりました。 

 

  

 

      



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２３日（体験２３日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日から家内が再来します。 

今日は、札幌市内を案内。 

「オータムフェスタ」に「時計台」とワンパターンです。 

 

  

 

      



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２４日（体験２４日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、家内と石狩市に寄ってトマムで一泊します。 

トマムはご存知のように、雲海で有名な所。 

明日は朝が早いので、早目に寝ることにします。 

 

  

 

      



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２５日（体験２５日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今朝は、「雲海」を身体を震わせながら見て来ました。 

最高の景色に感動です。 

午後からは洞爺湖のほうに足を伸ばしました。 

ワンパターンですが、遊覧船に乗り、有珠山へ行きました。 

宿泊は、サミットのあった所に泊まる予定です。 

 

  

 【美しい雲海】 

  

 

 

 

 

 

 

 



                【洞爺湖】 

  

 

               【有珠山の景色】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２６日（体験２６日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、洞爺湖から羊蹄山の姿を近くで見ようと、真狩村へ行ってから帰ってきまし

た。 

身近に見る羊蹄山は、活火山そのままの姿を身近に感じました。 

 

  

【壮大な羊蹄山】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２８日（体験２８日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日は、明日の退出の為の準備で、１日が終わりました。 

片付けをしていると、もう少しここに居たい気持ちが湧き上がってきます。 

やっぱり「北海道」、特に「北広島市」は良かったです。 

 

  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年９月２９日（体験２９日目） 

報告者 Kさん（大阪府） 

 

今日でいよいよ北海道＆北広島市とお別れです。 

北広島市の皆様、本当にお世話になりました。 

また、北海道に戻って来たい気持ちで一杯です。 

そして、このサイトを見ておられる全国の皆様、是非一度このおためし住宅を体験して

下さい。 

体験しないとわからないところがいっぱいでした。 

自然の美しさと土地の雄大さに、圧倒された１ヶ月でした。 

さようなら！北広島！ 
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