
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月２日（体験１日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

神奈川県から来ましたＰです。 

今日から１ヶ月弱、おためし住宅でお世話になります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

自宅から飛行機を利用して、北広島市役所の庁舎に午後４時ころ到着しました。 

必要な手続きをして、おためし住宅まで市の車で送っていただきました。 

とても広い一軒家（３LDK）に夫婦でお世話になります。 

これからの移住体験を楽しみに過ごさせていただきます。 

 

 

              【北広島市役所の概観】 

      

 【広い一軒家～おためし住宅】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月 3日（体験 2日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日は、北広島駅から無料送迎バスがある湯処「ほのか」に行きました。 

何と平日は１５５０円で昼食もついて一日楽しめます。 

私たちは焼肉ランチを選び、９種類のお風呂と岩盤浴も楽しみました。 

車で来ていませんが、駅まで近いおためし住宅と無料送迎バスは大変助かります。 

 

 

                【湯処 ほのか】 

      

 【お手ごろな焼肉ランチ】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月４日（体験３日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日は、おためし住宅で必要な備品や食材を、駅前の東光ストアやダイソーで調達しま

した。 

このおためし住宅には、生活をするための什器やＴＶなど全部完備してあるので、消耗

品と食材等を用意すればOKです。 

午後３時から北広島市に住む友人二人と市役所前のカラオケ店で３時間楽しみまし

た。 

何とシニアは使用料無料という特典があり、格安で楽しめました。 

 

 

              【駅前の東光ストア】 

      

 【シニア料金で楽しんだカラオケ店】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月５日（体験４日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日は、こちらに来てからはじめて札幌に行きました。 

おためし住宅からＪＲ北広島駅まで歩いて１０分、電車に乗り１５分ほどで札幌まで

行ける環境はとても魅力的で便利です。 

昼食は美味しいお寿司を食べて、大通公園まで行きましたが残念ながら催し物はやっ

ていませんでした。 

ですが、天気も良く、一部の樹木が紅葉しており、秋を感じとても良かったです。 

帰りは、札幌で一杯飲んで、北広島駅を降りると満月の月が良く見えました。 

 

 

            【大通公園から見えるテレビ塔】 

          



 【市内を巡る札幌観光幌馬車】 

   

 

         【北広島駅から見えた満月】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月６日（体験５日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日は、おためし住宅でゆっくり過ごすことにしました。 

簡単な掃除をしたり、駅前の立派な図書館で本を読んだりして過ごしました。 

この図書館は、私達のようなおためし移住者にも図書カードを発行してくれて借りる

こともできます。 

皆さん親切で気持ちがいいです。 

帰りの道には花壇があり、キレイに管理されて咲いていました。 

 

 

             【立派な北広島市立図書館】 

      

 

 【キレイに管理された花壇】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月７日（体験６日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日は天気もあまり良くないので、ＪＲ北広島駅から無料送迎バスで行ける札幌北広

島クラッセホテルの『北広島温泉 楓楓』に行って来ました。 

この温泉は、北海道遺産のモール温泉で温度の低い設定もあり、ゆっくり入ることがで

きます。 

 

 

               【北広島温泉 楓楓】 

      

 

 【札幌北広島クラッセホテルの入り口】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月８日（体験７日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日は、天気もよく、「北海道開拓の村」に行くことにしました。 

何とシルバーは、８００円の入場料が無料なのです。 

これだけの施設に申し訳ないです。 

紅葉の時期もちょうど良く、広い施設内をゆっくり楽しんで来ました。 

ここお勧めですよ！ 

 

 

              【北海道開拓の村】 

    

    

 



【北海道開拓の村】 

 

【美しい紅葉】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月９日（体験８日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

明日からレンタカーを借りているので、今日は静かに近場で過ごすことにしました。 

昼食を食べがてら、図書館で本や新聞を見て、駅構内のエルフィンパークでは、懐かし

いエレキギター演奏をやっていました。 

演奏者は、私くらいの年齢でしょうか？ 

懐かしい曲を沢山聴くことができました。 

このエルフィンパークは、いつも何かをやっていて楽しみです。 

 

 

      【北広島駅構内エルフィンパーク外観とエレキギター演奏会】 

    



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月１０日（体験９日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日から、レンタカーを借りていますので、前に札幌に来た時に大変気に入った「豊平

峡温泉」へ行くことにしました。 

途中、定山渓の紅葉が素晴らしかったです。 

紅葉の時期ということもあって、温泉は混んでいましたが、さすが露天風呂１位になっ

たこともあるこの温泉は、素晴らしいですね。 

温度も低めでゆっくり楽しみました。 

また、この温泉の食堂では、インド人による本格的なカレーが食べられ、美味しかった

です。 

 

 

              【豊平峡温泉の外観】 

    

 

 

 

 



            【定山渓の素晴らしい紅葉】 

  

 【食堂の本格的なカレー】 

         

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月１１日（体験１０日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

レンタカーを借りているのに天気が悪く…意地悪な天気です。 

今日は、初めて行く「ゆにガーデン」と「ユンニの湯」に行って来ました。 

広大な敷地に、四季折々の花が咲く日本最大級の英国式ガーデンは見応えがあります。 

ちょうど紅葉の時期でとてもキレイでした。 

また、昼食はレストランでのバイキングがセットとなっており、どれを食べても美味し

い！ 

そして、ここでもシニア料金の１３５０円で申し訳ないくらいです。 

すぐ裏のユンニの湯にも行き、真っ黒なモール温泉を思う存分楽しみました。 

ここもお勧めですよ！ 

 

 

               【ゆにガーデンの外観】 

    

 

 

 



        【美しい英国式ガーデン】 

        

【レストランでのバイキング】 

  

              【ユンニの湯の外観】 

   



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月１２日（体験１１日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日は、「えにわ温泉 ほのか」に行って来ました。 

ここも初めてですが、何よりビックリしたのは温泉から見える紅葉の素晴らしさ。 

露天風呂から、この紅葉を眺めながらの入浴は何より贅沢です。 

そして、ここの温泉も北海道遺産のモール泉です。 

それなのに、ランチもセットされた入浴料は１５００円です。 

車が無いと行きづらいですが、また行きたくなる温泉です。 

 

 

              【えにわ温泉 ほのか】 

  

               【ランチセット】 

  

 



                【美しい紅葉】 

  

 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月１３日（体験１２日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日でレンタカーを返さなければならなく、豊平峡温泉に行くときの定山渓の紅葉が

素晴らしかったので、もう一度行くことにしました。 

初めて「定山渓ダム」まで行きましたが、車が何台も向かっており、駐車場もいっぱい

でした。 

温泉街にも行き、紅葉をタップリ楽しみました。 

札幌でレンタカーを返しましたが、今回はフィット（ガソリン）で燃費は１９ℓという

高燃費で、普段乗っている車の倍も走りました。 

 

 

 【定山渓ダム】 

  

 

 

 

 

 



 【美しい紅葉】 

  

 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月１５日（体験１４日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

また札幌まで電車に乗って行って来ました。 

今回の目的は、安くて旨い焼肉を食べるため。（笑） 

この店は以前札幌に来た時に発見した焼肉店ですが、ランチメニューで飲んでも一人

２０００円位です。 

その安さの秘密は、牛を一頭買いしているからの様です。 

 

 

【おいしい焼肉】 

 

【お店の外観】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月１６日（体験１５日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

定山渓へ札幌から『かっぱバス』を利用して行ける、ランチビュッフェ付・日帰り温泉

のパック企画をネットで発見し、行ってきました。 

『定山渓リゾートスパ 森の謌』というホテルでの企画ですが、美味しい料理を食べて

の温泉は最高ですね！ 

車がなくても札幌に近い北広島は、便利に行くことができます。 

残念ながら紅葉のピークは過ぎた感じですが、まだまだキレイな定山渓です。 

 

 

【外観】 

 

【内観】 

 



【かっぱバス】 

 

【ランチビュッフェ】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月１８日（体験１７日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

１８～１９日と一泊して『緑の風リゾート きたゆざわ』に行ってきました。 

北海道に居ると TVCM でよく放映されているホテルで、札幌から送迎バスがあるとのこと

で申込みました。 

途中の中山峠では、前日降った雪が残っていました。 

札幌から約２時間半で到着しましたが、ここは日本最大級の露天風呂と１０個はあると思う

変わり湯で飽きません。 

お勧めの宿をまた発見してしまいました。 

 

 

【雪の残る中山峠】 

 

【客室】 

 



【客室から見る紅葉】 

 

【ビュッフェ】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月２１日（体験２０日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

先日、北海道開拓の村に行った時にバスの中から温泉があることを確認しており、今日はそ

こに行ってみました。 

北広島駅から快速で１駅の新札幌駅から歩いて行ける『森林公園温泉 きよら』という温泉で

す。 

ここも北海道遺産の源泉掛け流しの黒いモール温泉で、ツルツルの良い泉質です。 

料金が何と４４０円という安さのうえ、サウナもあるお得感の温泉です。 

昼前でしたので、前から気になっていた『トリトン』という回転寿司屋が途中にありました

ので、ちょっと待たされましたが食べてきました。 

噂通り美味しいお寿司でした。 

 

 
【森林公園温泉きよら】 

 

【回転寿司でランチ】 

 

【お店の内観】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月２２日（体験２１日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

おためし住宅には２台のギア付自転車が用意されています。 

いろいろ日常品等が無くなり、市役所周りのスーパーへ買い出してきました。 

おためし住宅の倉庫には、自転車以外に雪かき用の用具やバーベキューセットもあって、温

かい時期でしたら便利に使えそうです。 

 

 
【自転車を使ってお買い物】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月２３日（体験２２日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

朝方、おためし住宅の庭を何気なく見ていたら何と雪が降っておりビックリ！ 

うっすら白くなる程度ですが、今シーズン初めての雪です。 

しかし、そんなに寒く感じなくなったのは、北海道に慣れてきたのでしょうか？ 

 

 
【おためし住宅の庭にうっすら積もった雪】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月２４日（体験２３日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

大型の台風２１号が発生したとの情報を１７日に知り、先日飛行機が飛ばなくなって大騒ぎ

になったニュースを思い出し、おためし移住体験の延長が出来るかを確認した上で航空券も１

週間延期させていただきました。（２５日⇒３１日に延長） 

結局、台風は大丈夫だったのですが、今日はその延長手続きを行うために北広島市役所に行

きました。 

市担当者より親切に延長手続きを済ませ、市役所の５階まで上がって展望ロビーのテラスか

ら素晴らしい景色を見て帰ってきました。 

 

 
【市役所庁舎の外観】 

 

【展望ロビー】 

 

 



【テラスからの眺望】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月２５日（体験２４日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

北広島市に住む友人からの誘いで、初めて『パークゴルフ』を体験しました。 

やってみると結構楽しく手軽に出来るので、また機会がありましたら是非やってみたいスポ

ーツが一つ増えました。 

場所は『里の森天然温泉 森のゆ』で、温泉と食事がセットになってお得に楽しめました。 

森のゆも北海道遺産のモール温泉で、露天からの紅葉を眺めながら最高の環境で楽しみまし

た。 

 

 
【パークゴルフのコース】 

 

【温泉の外観】 

 

 

 



【ハロウィン仕様になっている内観】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月２６日（体験２５日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

昨日のＴＶで北海道大学のイチョウ並木が見頃をむかえているとの情報を得ました。 

天気も快晴で暖かく、早速見に行くことにしました。 

北海道大学のキャンパスは広く、想像していた以上に素晴らしく、写真を何枚も撮ってきま

した。 

今シーズンは、北海道の紅葉を見すぎて麻痺しそうなくらい幸せを感じ帰ってきました。 

機会があったら来年も是非行きたい場所の一つとなりました。 

 

 
【北海道大学の門】 

 

【紅葉の様子】 

 

 

 



【イチョウ並木】 

 

 

【きれいな落ち葉】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月２７日（体験２６日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日は天気もよく、自転車に乗って運動不足の解消をしてきました。 

他の方の日記にも書いてあった『良寿し』のランチが美味しくて安いとのことで行ってみる

ことにしました。 

にぎり定食にしたのですが、確かに安くて美味しかったです。 

ここお勧めですので、是非行ってみてください。 

 

 
【お店の外観】 

 

【にぎり定食】 

 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 2９年１０月２９日（体験２８日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

いよいよ３１日の朝におためし住宅を出ることになるので、今日は掃除をしました。 

部屋はもちろんですが、お風呂、トイレ、台所周りも午前中に済ませました。 

明日のゴミ出しが最後となりますので、これから先はゴミが出ないような生活に切り替えま

した。 

午後から札幌まで出て、最後の買い物とお気に入りのお寿司を食べてきました。 

最初に食べた程の感動はなくなりましたが、今でも１時間待ちは当たり前の美味しいお寿司

です。 

しばらく行けませんので十分味わって食べましたが、お腹が一杯でもう食べられません。

（笑）。 

 

 

【お気に入りのお寿司屋さん】 

 

【おいしいお寿司】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年１０月３０日（体験２９日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

昨日、おためし住宅の主だった掃除を済ませていたので、今日はお気に入りの『湯処ほのか』

に駅からの無料送迎バスで行ってきました。 

そしたら、本日夕方の番組で生中継があるとの張り紙がありました。 

午後になると沢山のスタッフが訪れ、準備を進めていました。 

送迎バスで帰る関係上、実際に生中継する時間には居られませんが、おためし住宅に戻って

ＴＶで観ることができました。 

明日、自宅に帰りますが、最後にこんなイベントが見られ、良い思い出になりました。 

 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 2９年１０月３１日（体験３０日目） 

報告者 Ｐさん（神奈川県） 

 

今日で、おためし住宅を出ていく日になってしまいました。 

掃除は昨日までに済ませてありますので、シーツやカバーを外して準備万端です。 

市の担当者が確認に来られ、チェック後北広島駅まで送っていただきました。 

１０月の１ヶ月間、このおためし住宅にお世話になり、本当にありがとうございます。 

思い起こせば１０月２日に来ましたが、その頃はまだ紅葉には少し早い状況でしたが、紅葉

のピーク時を通過し、落ち葉が落ちるまで見ることができました。 

また、定山渓や北海道大学まで行って、綺麗な紅葉を思う存分楽しみました。 

神奈川と大きく違うところは、こちらは普通に街を歩いていても、十分に紅葉を見られると

ころではないでしょうか。 

そんなことや札幌に近い立地条件など、北広島市は私たちにとって非常に魅力的な場所です。 

雪が降る時期が苦手なので、シーズンステイをしたいと考えており、関東の北海道に興味の

ある友人複数と、その実現が出来ないか具体的に検討したいと思っております。 

台風２２号の影響でフライトスケジュールが乱れており、帰りの飛行機が１時間半位遅れま

したが、無事自宅に戻ることが出来ました。 

本当にいろいろお世話になりありがとうございました。 

 

【1か月間住んだおためし住宅】 

 

【新千歳空港】 
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