
おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１日（体験１日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

待ちに待った北広島市おためし移住生活の日がやって来ました。 

午前中に入居手続きを終え、現地にて親切丁寧な説明を受けました。 

その後、お店に食材を求めて、買い物をしてきました。 

今日の買い物は、近くの「野菜直売店」と大曲地区にある「くるるの杜」というお

店でした。 

新鮮なお野菜ばかりで、特に旬の「アスパラ」は安くて美味しく感激でした。 

ワインと共に美味しく頂きました。 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月２日（体験２日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

おためし移住体験２日目、朝６時頃に目が覚めました。 

思っていたより、朝の寒さが身にしみました。 

少々曇りで、弱い霧雨の影響だったのかもしれませんが、昼頃に陽が差し出すと、

とても暑い位の日差しとなりました。 

差が大きいのも北海道だからなのでしょうか？ 

夏になっても、夜が寝苦しくないのはこのせいからかも？ 

 ちょっと運動不足の感じがしたので、エルフィンロードへサイクリングをしてきま

した。 

緑がとてもきれいで、空気も爽やかで、途中まででしたが楽しんできました。 

途中「北広島市総合体育館」へ立ち寄って見学して来ました。 

自転車で行くには、坂道があり、少々厳しい気がしました。 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月３日（体験３日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

おためし移住体験３日目、朝６時頃に目が覚めました。 

今日は北広島市の大曲地区へ出向き、大型店を回って見ました。 

ジョイフル AK へ行ってみましたが、日曜日とあってか、大勢の家族連れがショッ

ピングを楽しんでいました。 

ホームセンターもあり、結構楽しんで来ました。 

 

また、札幌市の「川下公園」でさっぽろライラック（別名：リラ）まつりが開かれ

ており、200種 1200株という珍しい品種のライラックの花を観賞することができ

て、感動しました。 

 北海道は、初夏に近くなると沢山の花が一斉に開花が始まり、楽しくなりますね。 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月４日（体験４日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

６月初めというのに、朝から大変天気が良く、地元の方々もビックリされる程の気

温の中、北海道に来て初めてのゴルフに行ってまいりました。 

千歳カントリークラブで、広々としたフェアウェー、粘っこい芝、距離の長いタフ

なホール。 

スコアはイマイチでしたが、楽しいプレーをしてきました。 

 明日はきっと身体が痛くなるかも…！ 

 平日だったせいもあってか、とても空いており、伸び伸びとプレーができましたが、

旅行者にも沢山利用してもらうために、２人でもプレーしやすいようにしたらもっと

良いと思います。 

 別のコースにも、また今度、行きたいと思います。 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月５日（体験５日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

北広島駅近辺の探索をして来ました。 

病院、図書館、駅、スーパー、お食事処等々です。 

駅には階段、エレベータ、エスカレーター、自転車用スロープと至れり尽くせりの

施設が設備されており、高齢者等には羨ましい限りでした。 

 

図書館ではおためし移住体験者にも利用者カードを発行して下さり、快く図書、CD

等も貸して頂けました。 

カードは退去後も返却不要と言っておられました。 

お借りした図書は新しい本が多く、清潔感がありました。 

また図書の本の殺菌機器も用意されており、何となく安心感を感じられました。 

 

お昼は「串鳥」というお店で、安価な定食と半身唐揚げを美味しく頂きました。 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月６日（体験６日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

今日も６月にしては珍しく、暑く良いお天気との事で「札幌北広島ゴルフ倶楽部」

へゴルフに行って来ました。 

水曜日はコンペの日で大変な混み様でした。 

３コース５４ホールが人でいっぱいで、スタートがどのコースで in/out なのか迷

うほどでした。 

その中で一番難しいコースという南/out コースは、フェアーウェアも狭くアップ

ダウンも多く起伏の強いグリーンで、大変タフなプレーを楽しんで来ました。 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月７日（体験７日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

今日は、千歳市から支笏湖畔を通り、恵庭市に戻ってくるルートをドライブして来

ました。 

平日と言うこともあり、すれ違う車も少なく、新緑の木々が眩してとても気持ちの

良いドライブでした。 

 

帰路、恵庭市の牧場などが併設されているテーマパーク「えこりん村」に寄って来

ましたが、「トマトの森」という場所には、１本の木から２０，０００個のトマトの

実が実っているとのことで圧巻でした。 

興味のある方は是非ご鑑賞下さい。 

 

暑い日は今日・明日で一段落のようですね！ 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月８日（体験８日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

こちらへ来て、初めての雨の日でした。 

実のところ、昨日までの暑さは予定外のように思います。 

 

午前中、北広島市図書館へ行き、色々なジャンルの本を読み、借りて来ました。 

図書館２階にはビデオ、CD 等々のオーディオが充実し、自習デスクも拡充されて

いるのにはビックリしました。 

羨ましい限りです。 

 

午後は読書をして、夕食は、姫筍・山フキ・わらびを焚き、アスパラガスを炒めて

北海道の旬を満喫しました。 

昨日から「よさこいソーラン」のお祭りが始まったようですね。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月９日（体験９日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

昨日からの雨が、朝になっても小雨となり降り続き、寒い日でした。 

最高予想気温が 16℃とのことでセーターを着こみ、ハイソックスを履き、フリー

スのハーフコートを着て、手袋をしてＪＲ北広島駅から札幌へ向かいました。 

おぉ、寒い！ 

 

ＪＲ札幌駅を出た所から、あちらこちらに「YOSAKOI ソーラン祭り」の参加者の

踊り子団体が、踊りの練習をしていたり、気勢を発して気合を入れていたりしており、

それを見る人、応援支持者等もいて、札幌市内の大通公園を中心にごった返しており

ました。 

本来、初夏向け祭りの踊りのためか、半袖、ノースリーブの衣装が多く、とても寒

そうでした。 

踊り子さんって若者ばかりかと思っていたら、けっこう人生経験豊富な熟練の方も

混ざっていたのには、ビックリしました。 

風邪を引かれないことをお祈り致します。 

期間は 6月 6日から１０日まで。 

明日が決勝のようです。 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１０日（体験１０日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

今日は、朝から陽が射し、少々肌寒かったのですが、清々しいお天気でした。 

午前中、外を眺めていたら、ＪＲ北広島駅からの下り坂の歩道にある花壇の整備を

されている方々がおりました。 

１花壇あたり十数人ずつの皆さんで、手入れをして綺麗にされており、微笑ましく

見させて頂きました。 

このように、みんなで協力して街を綺麗にされる団結は、素晴らしく思われます。 

私も楽しませて頂きました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１１日（体験１１日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

昨日の天気予報では、「曇りで雨は夜遅くから」と言うことで、ゴルフの予定を入

れるも、朝から小雨で肌寒く同伴者から取り止めようとのこと。（私もこのところの

気温差が激しく少々風邪気味） 

北海道は、一年中で一番良い季節・時期なのに残念でした。 

同伴者曰く、毎年「YOSAKOIソーラン祭り」の時には雨が降るのだそうです。 

 

昨晩、歯に被せていたものが剥がれ落ちたので、ＪＲ北広島駅前にある北広島メデ

ィカルプラザ内の歯科に行き、応急処置をお願いしに行きました。 

予約で一杯ですが、空き時間が出来たら見て下さる、との事で待つこと 10分程。 

歯茎に残っていたセメントを取り除き、あらためて新セメントを付けて約２０分、

「はいおしまい」で復旧しました。（まずは一安心となりました、先生有難うござい

ました） 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１２日（体験１２日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

台風５号から熱帯低気圧に変わった影響で、終日寒く、雨模様の一日でした。 

このところの寒さで、少々風邪気味となり、室内の暖房に火を入れさせてもらいま

した。 

また、今日は史上初めての米朝首脳会議がシンガポールで開催され、その模様を

TVで視聴しておりました。 

終日、静養の一日でした。 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１３日（体験１３日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

今日も、雨と肌寒い一日でした。（暖房利用） 

札幌の気温は 41 年ぶりの低さとのことです。 

今日は、JR 千歳線の長都(おさつ）駅の近辺で、快速列車に鹿がぶつかり、一時不

通になったそうです。 

東京は大変蒸し暑いとの事。 

日本も広いですね。 

低温ももう少しで解消される模様です。 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１４日（体験１４日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

７日ぶりに、お日様が顔を出してくれましたが、風が強く、もう少し天気が回復し

てほしいです。 

 

北広島市のゴルフ練習場である「ニューダイナミックゴルフセンター」に行って見

ましたが、お客さんの数が少なく、料金もお安く、ゴルフの練習場としては最高でし

た。 

ゴルフのお好きな方にはお薦めの一つでした。 

また、行って見ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１５日（体験１５日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

久々に、早朝から陽が射し込んで来ました。 

朝は４時過ぎから陽が差し、早起きになってしまいますね。 

 

パソコンでゴルフの予約をしようと、楽天の「一人予約アプリ」を利用して、札幌

北広島ゴルフ倶楽部へ予約して、知らない者同士の４人でしたが、懇親ゴルフをして

来ました。 

皆様、若く勢いがあり、良い刺激を受けて帰宅しました。 

ゴルフをされる方は、この制度を使ってみてはいかかでしょうか？ 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１６日（体験１６日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

一昨日、寒空の中のゴルフ練習が響いたのか、風邪を引いて、声が出ないほど喉が

痛み、今日は終日在宅で静養しました。 

このように気温差があると、他府県から来られた高齢者にはちょっと厳しいです

ね。 

真冬になると、もっと寒くなるのですよね。 

来週からは体験後半に入りますので、少し北広島市から離れて活動してみようかと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１７日（体験１７日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

朝から曇り空で肌寒い日でしたが、目が覚めたので、勇気を出して道央自動車道を

通り、深川ジャンクションから留萌を経由し、羽幌町のサンセットビーチまで行って

来ました。 

晴れていると、きっとさぞ綺麗なのだろうなと思いながら、途中、小平町で「鰊番

屋」があったり、北へ向かう右側丘上には、ビックリする位の大きさの風力発電のタ

ービンが見えました。 

ちょっとオーバーですが、手入れの行き届いた竹林を見ている様にも感じました。 

 

到着した羽幌町では、甘えびの産地との事で、甘えび刺身、甘えび丼等には、山盛

りのえびがたっぷりで、美味しく頂いてきました。（ここまでが日帰りの限度かなぁ？

と） 

今回、北広島から国道 274号・国道 3６号・国道 12号を走って感じたことは、

北広島にはないファミレスや、いろいろなショップがあり、また行って見ようと思い

ました。  

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１８日（体験１８日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

昼前から、車で道東自動車道を通って帯広へ出かけました。 

当該道路は、一部一車線、一部二車線と変則高速で、慣れないと、あまり走りやす

い高速道路とは言いにくい道路でした。 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月１９日（体験１９日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

帯広白樺カントリークラブの白樺コースにて、ゴルフを楽しんできました。 

コースは、結構アップ＆ダウン、距離もあり、なかなか手強いコースでした。 

夜は、十勝川温泉に宿を取り、のんびりしてきました。 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月２０日（体験２０日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

朝８時半に、十勝川温泉を出発し、来た時と同じ道東自動車道を帰って来ましたが、

来る時に経験した一・二車線にも慣れたのか順調に帰って来ました。 

しかし、高速道路上には小さな売店があるだけで、もう少しドライバーが休養を取

れるような施設を準備されたら事故も減るのではないかと。 

帯広のインターチェンジ(出口）名で、紛らわしい名前が多く、どこで降りたら良

いのか解かりづらかったです。（音更帯広、芽室帯広、芽室、帯広川西、等々…） 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月２２日（体験２２日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

札幌市内にある「北海道立近代美術館」へ行って来ました。 

北海道知事公宅の近くにあるものの、駐車場の情報が乏しく、駐車場所への案内が

あると良いと思いました。 

午後から 札幌市の奥座敷である定山渓へ行ってみます。     

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月２３日（体験２３日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

定山渓温泉へ行って来ました。 

定山渓ビューホテルへ泊まりましたが、とても大きなホテルに多くの韓国人、中国

人が沢山宿泊しており、国外のホテルに泊まっているような気がしました。 

 

 

 

 

おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月２４日（体験２４日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

おためし移住体験も残りあと３日。 

 

この１ケ月利用させて頂いたお宅のお掃除と整理を始めたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 30年６月２５日（体験２５日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

退去まであと２日。 

この１ケ月近く北広島市にお世話になっていた方と御礼と感謝を込め、当別町にあ

るスウェーデンヒルズハウスの見学とゴルフを楽しんで来ました。 

スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部は、東、中、西コースと２７ホールありますが、

タフでグリーンも早く、少々ダメージを受けて来ました。 

今日は、定休日でレストランもお休みでしたので、終わってから、当別町にできた

ばかりの道の駅でイタメシを食して帰宅致しました。 

とうとう明日１日となり、夕方には退去を予定しておりますので、お掃除・片付け

等で終わりそうです。 

市役所のご担当の方と１６時にお会いして、返却確認をする予定にしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成３０年６月２６日（体験２６日目） 

報告者 Ｓさん（東京都） 

 

本日が最終（退去）日となりました。 

６月１日に入居して以来、２６日間、長いような短い間でしたが、お世話になり有

難うございました。 

最初、駅前に着いた時は、なんて田舎なのでしょう、との第一印象でした。 

駅前にレストラン・お店屋さんも少なく少々心細い感じでした。 

きっとこの辺りは、札幌のベットタウンと言うのか、アットホーム的な生活者が多

いのでしょう。 

札幌ドームも、もっと近いのかと思っておりましたら、国道３６号から北広島駅っ

て十数キロも離れているのがわかりました。 

 

また、今年のお天気は異常なのかわかりませんが、入居１週間は大変良い天気で、

扇風機を使用させてもらいましたが、８日以降はストーブを利用させて頂きました。 

おためし移住生活で、北海道で一番季節が良い時期と聞いて来道しましたが、もっ

と防寒対策が必要でした。 

 

また、どこへ行くにも元気な足か車などが必要な事もわかりました。 

兎にも角にも元気で１ケ月を過ごせた事は有難いことでした。 

夕刻、鍵をお返しして退去させて頂きます。 

楽しい一カ月間、有難うございました。 

北広島市に新球場が建設され、増々繁栄される事を祈願致します。 感謝・御礼 

 

 

 

 

 


