
おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 1日（体験初日） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

前略、北広島市の皆様、はじめまして、この度、北広島市の初企画となる「おためし移

住体験」の初体験者として選考、抜擢の栄誉に輝きました、私は埼玉県鶴ヶ島市在住の宮

原正宇と妻のたか子です。 

 私は、43年にわたるサラリーマン生活を 3年前に卒業し、今年 70歳（古稀）を迎え、 

完全年金生活者として残りの人生をいかに楽しく、充実したものに出来るのか、いかにし

たら余生を悔いなき生き方で送ることができるのかに頭を悩ませる市井の一市民です。 

 この度、この企画に応募するにあたり、将来、北海道に完全永住することは諸般の事情

からかなり難しいが、季節を選んでの２～3 カ月から半年のサイクルでのロングステイで

あれば、工夫次第でかなり実現性はあるのではないかと考え、なにはともあれ、一度移住

体験してみようと思い立ち、応募した次第です。 

 運よく、選考の栄に浴し、早速、7 月 1 日より 15 日間の短期ではありますが、お世話

になることを決め、6 月 30 日マイカーに荷物を満載して夫婦で出発、茨城の大洗港より

フェリーに一昼夜揺られ、本日午後 1 時 30 分に苫小牧に到着、その足ですぐに北広島市

役所の企画財政部、政策調整課を訪問して企画財政部長様、政策調整課長様、そして本企

画のご担当の加藤主査の皆々様にご挨拶申し上げました。 

 その場で本件「おためし移住体験」にかかわる諸規則や、移住体験住宅の管理、使用上

の諸規則等、細則につきご説明を受けたあと、私が北広島市の本企画の第一号体験者とな

るため、当該住宅現地において、ちょっとしたセレモニーがあると伺い、ご案内を受け、

現地（稲穂町東４丁目）に向かいました。 

 現地に着いてびっくり、北海道新聞社、朝日新聞社の記者さんやカメラマンの方々が取

材のため待ち構える中、さらに北広島市の上野市長様自らのお出迎えを頂き、驚くやら恐

縮するやらで、記念撮影のフラッシュに驚き、様々な取材質問にたじろぎ、「一言ご挨拶を」 

と求められて一瞬絶句、あげくに沢山の記念品の贈呈を受けるに至っては、驚くやら、感

激やらで、サラリーマン時代にも無かったような緊張と感謝の一瞬でありました。 

 この 15 日間にこの地で体験したいことは、好きなゴルフをはじめ、サイクリングや温

泉、グルメ旅行、歴史探索、等々沢山ありますが、北広島市のモットーである「大志をい

だくまち」の心意気を十分理解し、北広島の市民の皆様の暖かな歓迎にお応えし、ささや

かながらモニターとしての責任を尽くし、後に続く移住体験者の皆様の少しでもお役にた

つよう、心掛ける所存です。 

 



7月 1日 おためし移住体験住宅の前で記念撮影 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 7 月２日（体験２日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

 本日より、いよいよおためし移住体験の本格始動、まずは大好きなゴルフから始めるべ

く、一番近場の「札幌北広島ゴルフ倶楽部」に電話し、一番空いている時間帯（１１時７ 

分)スタートを予約し、早速、夫婦でスタート。 

妻は全くの初心者、私は１００叩きゴルファー、それでも楽しくて運動になればこれに

優るものなし。 

天候は薄曇り、北海道特有の涼しくてまったく湿気の無いベストコンディションのなか、

楽しくラウンドし、スコアは今一なれど、気分は上々で午後４時に終了し、いったん帰宅。 

４時半より市役所の政策調整課の加藤さんと、貝森さんが車で迎えに来られ、お忙しい

なか、わざわざ市内を１時間かけて一巡し、図書館、郵便局、スーパー、コンビニ、飲食

店、温泉、ショッピングモール、等々滞在中必要なところを丁寧にご案内いただいた。 

 帰宅後、先ほどのゴルフ場の隣にある北広島クラッセホテルの天然温泉「楓 楓」に車

で出かけ、露天風呂でゆっくり汗をながし、まさに極楽、極楽。 

 夕食は、家の近くの焼肉店「じゅうじゅう」で生ビールとともに、焼肉をたらふく堪能。 

以上で本日のスケジュールは全て終了。 

 女房とも相談し、明日はウオーキングか、サイクリングで市内探訪の予定。 

今回のおためし移住体験は北広島市にとっても初めての企画であり、市の力の入れよう

も半端でないものが感じられ、体験住宅内の什器備品類、食器類、家電類、夜具、インタ

ーネット無線設備、はては洗濯石鹸や除菌消臭スプレーにいたるまで生活に必要な備品は 

ほぼ揃っており、これで一泊 2,200 円は安すぎる（でも我々はとてもラッキーな気分）。 

 明日からの体験生活がとても楽しみです。以上 

 



7月 2日 市内ゴルフ場でゴルフを満喫 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月３日（体験３日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

今朝は早くから、インターネットで近隣のゴルフ場探しで、どこか近場で料金の手頃な

コースはないかと、物色し、栗山町の「新札幌ワシントンゴルフ倶楽部」を明日 8 時 48

分スタートで予約に成功、セルフで昼食付 5,090円也。 

 また一昨日の入居歓迎セレモニーで、市より頂いた北広島産、赤毛伝説米「ななつぼし」

を早速試食すべく、２合ほど炊き込み、ちらし寿司にして大変美味しく頂きました。 

 今回の「おためし移住」のための専用住宅の諸設備の充実ぶりは、なかなかのものであ

り、敷地内の倉庫にはなんと２台のママチャリが常備されておりました。 

 これを使わぬ手はないとばかり、夫婦して自転車に分乗し、昼前に家を出発、北広島駅 

まで走り、そこから市の北部を縦断するサイクリングロードの「エルフィンロード」（全長

約 8.1 ㎞）に入り、一路終着点の上野幌駅を目指し、順風を受け爆走、途中の休憩所「自

転車の駅」で一休み。 

 このロードは終着点から更に札幌の中心部まで続いており、特別天然記念物指定の原生

林を切り開いて敷設されたこの道路のロケーションの素晴らしさはまさに一見の価値があ

ります。 

 飛行機に自転車を積んでわざわざこのロードを走りにくるフアンもいると、「自転車の

駅」の管理人のおじさんが言ってました。 

 緑風たなびく新緑のなか、身体中に森林浴のシャワーを浴びながら更に激走、終着点の

上野幌を過ぎて新札幌近くの大谷地まで走り、ここでロードを降りて町のラーメン店に入

り、美味しい札幌ラーメンで、遅い昼食。 

 一息入れたあと、またロードに戻り、北広島駅目指し、復路をまたもや、ひた走り。 

 午後 3 時半前に北広島駅に到着、往復 20kｍ強を古稀の老人夫婦が走破致しました。 

 到着後、駅前の東光ストアで、自炊のための食材を買い込み帰宅すると、その足で市内

にある「竹山高原温泉」まで車で走り、サイクリングの汗を流しました。 

 ここの湯はアルカリ単純泉で、湯の色は濃い茶褐色でぬめりの強さに特色があり、露天

風呂は、これまた鬱蒼とした森林が周囲を囲むまさに森林浴の風情。ちなみに入浴料は昨

日の「楓 楓」温泉と同じで、日帰り入浴料 600 円也。 

 帰宅後、愛妻の作ったカレーライスをつまみに一杯やりながら、今日一日の行動を振り

返り、北広島市民の皆様に感謝、感謝。 以上 

 

 



エルフィンロードで森林浴 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 4日（体験 4日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

今朝は 5時半起きして、7時に家を出発し、隣の栗山町にある「新札幌ワシントンゴルフ

倶楽部」をめざしてのどかな栗山町の田園風景を走ること 40分、コースに到着すると、

スタート時間を 40分早めて、8時にスタート。 

 このコースは山間の丘陵コースにて、アップダウンがあり、100叩きゴルファーの私に

は、結構ハードでしたが、景観がよく、子供のエゾ鹿が飛び出し、女房もびっくり。 

 芝の状態が今一でしたが、食事つきで北広島市内のゴルフ場の約半額でプレー出来るの

が魅力です。 

 食事を終えて 2時過ぎに帰宅、2時半に北海道新聞社の女性記者さんが来訪し、今日ま

で 4日間の北広島市滞在についての感想や、おためし移住に関する意見等々、さらなる取

材があり、1時間ほどで終了。 

 今回の北広島市主催の「おためし移住体験」の情報を最初に私に教えて下さり、勧誘い

ただいた、北広島市高台町に在住の知人、桂裕章氏が今日も私ども夫婦をお誘いくださり、 

 高台町を一周する幹線緑道の「トリムコース」5.2kmを 3人でサイクリング、素敵な佇

まいの住宅街を走り、周囲の素晴らしい遠望を楽しみながら、1時間が過ぎました。 

 途中、私の自転車のチェーンが外れてしまい、チェーンカバーが素人には外せず、修復

不能のため、市役所に連絡して、修理のための一時回収を依頼しました。 

 桂氏と別れてまた、駅前の東光ストアで食料を買い込み、帰宅、今夜のメニュウは、焼

き鳥と野菜炒め、そしてこれも入居時に記念品として市より頂いた冷凍コロッケを解凍し

て、油で揚げて、全て美味しく完食。 

 明日は新札幌で、夕方より会合があり、夫婦で出席の予定ですが、さて昼間は何をして

過ごそうかな？ 以上 

 

 



今日もゴルフを満喫 

 

トリムコースで森林浴 

 



緑葉公園のモニュメント「新生」をバックに記念撮影 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月５日（体験５日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

 本日は 7 時に起床し、朝食を済ませると、月曜日のゴルフ場探しとインターネットでの

予約手続きや、部屋の掃除を行い、11時過ぎから大曲の農産物直売所「くるるの杜」へ出

かけました。 

 豊富で新鮮な野菜をたくさん買い込み、昼食を直売所内の「農村レストラン」のランチ

バイキングを頂こうと思いましたが、土曜日のため大変混んでおり 1時間以上待ちのため、

諦めて別のコーナーで冷やし中華を頂き、帰宅。 

 私事ですが、私は現在NPO法人「南国暮らしの会」という団体に所属しております。 

 気候温暖にして、物価も安く、比較的に治安もよい、主として東南アジアの各所で老後

を安穏に暮らすべく、50歳から 80歳位までの年代が主体となって、各地域でのロングス

テイのノウハウを情報交換し、共有し、助け合いながら、各地でロングステイを実践し、

そこから新しい友達の輪を広げていくことを目的とする誠に楽しく有意義な組織団体であ

ると、自負しております。（当会は今年、発足 15周年をむかえました。） 

 最近、北海道新聞が当会の活動を記事に取り上げて下さり、その反響が大きくお問い合

わせが殺到したため、急遽新札幌の厚別区民センターにおいて、本日、午後 6 時より希望

者を集めて当会の北海道支部の主催による、会の活動状況説明会を実施したところ、約 70

名のお客様が参加され、活発な質疑応答があり、盛況理に終了しました。 

 私は当会の関東甲信越支部の所属ですが、たまたま北広島市の「おためし移住体験」で

当地に滞在していたため、本説明会に参加出来ました。 

近年、海外におけるロングステイが脚光を浴びておりますが、それと呼応して、最近国

内における他県でのロングステイに人気が高まりつつあるようです。 

特に、夏季における北海道短期滞在は関東以南の夏の蒸し暑い地域の人間にとっては、

誠に魅力的であり、道内各市町村の「おためし移住の住宅」も引く手あまたで、なかなか

抽選に当たらない状況と聞いております。 

そのようなわけで、この度の北広島市の「おためし移住体験」企画は時節柄、まことに 

当を得たものであると感じ、今後当企画のさらなる内容充実にむけての取り組みを期待い

たします。以上 

 

 



くるるの杜を満喫 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月６日（体験６日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

 本日は昨日の会合後の懇親会での飲み疲れもあり、7 時過ぎに起床し、遅い朝食を済ま

せてから、女房の希望もあり、JRで二駅隣の恵み野のガーデニングで有名な街並みを見学

すべく、11時半頃車で出発。 

「道の駅花ロードえにわ」のパーキングに車を止め、そこでレンタル自転車を借りて、

恵み野の街を周遊すること約１時間半、ときはまさに花の最盛期を迎え、町の至る所、各

個人の家庭がこぞって素晴らしいガーデニングに取り組んでおられ、薔薇やラベンダーそ

の他名も知らぬ花々が百花繚乱と咲き乱れ、芳しい花の香りが町の至る所に溢れており、

町全体を美しい花々で覆い尽くそうという、町民の皆さんの積極的な取り組み姿勢が感じ

られ、本当に良い時期に北海道を訪問し、このような素敵な街並みを探索する機会に恵ま

れたことを幸せに感ずる一日となりました。 

午後は北広島に戻り、北広島芸術文化ホールの駐車場で開催中の「北の酒まつり」会場

を訪れ、北海道と広島県の銘酒 10種類を試飲し、ほろ酔いで帰宅。（もちろん車は、酒を

飲まない女房が運転） 

 私のゴルフ仲間の友人で、同じ埼玉の鶴ヶ島市に在住し、昨日のモニター報告で記述の

「南国暮らしの会」の会員でもある高山順一夫妻が、本日より中 5日間だけ、この度の「お

ためし移住体験」に同居人として参加してくれることになり、3時半に千歳空港に到着、 

レンタカーを借りて走り、夕刻 5時に私達の「おためし移住住宅」に到着。 

 中の沢の温泉「楓 楓」で旅の汗を流してもらい、北広島駅前の「炭火焼きの居酒屋」

で、明日から 2 日間、４人でゴルフを楽しむ予定にて、前祝の祝杯を交わし、食事も済ま

せて、帰宅しました。 

 ちなみに明日のラウンドは、「サンパーク札幌ゴルフコース」で、8時 45分スタートの

予定です。以上 

 

 



恵み野（恵庭市）のガーデニングを見におでかけ 

 

 



 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 7日（体験 7日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

 本日は 6 時起きして、昨日ご紹介した高山夫妻がレンタルしたトヨタボクシーに同乗し

て、サンパーク札幌ゴルフコースに出発、10分でコースに到着。 

 天候は薄曇りで、涼しくゴルフにはうってつけの日和にて、４人でおにぎりを頬張りな

がらスループレーで楽しくラウンド出来ました。 

 コースレイアウトは全体にフラットで、池が多く配置され、芝のコンディションも上々

の素敵なコースでした。 

 1 時 15 分過ぎには終了し、ゆっくり風呂に入ってから帰宅、途中で市内の「山岡ラー

メン」に立ち寄り、辛味噌ラーメンと餃子を大変美味しく頂きました。 

 帰宅してから明日のゴルフ予約をインターネットで検索し、「廣済堂札幌カントリー倶楽

部」を 8時 42分スタートで予約。 

 今夜の夕食は駅前の「山海亭」、定年退職のご主人がお蕎麦屋さんから叩き上げてメニュ

ーを増やし、和食系の家庭的な雰囲気の駅前居酒屋さんに仕立てたアットホウムな雰囲気

のお店で 4人で今夜も大いに盛り上がりました。 

 明日のゴルフスコアはどうなることか？乞うご期待、おやすみなさい！ 

 



ご友人の高山さんご夫妻と合流 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 8日（体験 8日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

 本日は５時半起きして、朝食を済ませ、札幌リージェントゴルフ倶楽部（旧廣済堂札幌カントリー倶

楽部）にむけ、７時１５分に出発、８時４２分スタートで、２夫婦また楽しくスループレーでラウンド

しました。 

 当該コースは、新旧２コースあり、新コースの INからスタート、新コースとはいえ、設立から２７年

以上経ており、地元でも名門コースとのこと、エゾ鹿親子がコースを横切って走り抜ける、とても優雅

なコースで大変楽しませて頂きました。 

 ラウンド終了後、恵庭の「えこりん村」に車で走り、銀河庭園の薔薇園散策と、緑の牧場で動物とふ

れあい、楽しいひと時を過ごしました。 

 帰宅後今夜の夕食は、７月２日にオープンしたばかりの北広島駅前の「炭火胃酒屋なり」で美味しい

焼き鳥と、日本酒で深夜まで、二夫婦の懇親が続きました。 

 明日は、札幌市南区の「ノースサファリサッポロ」に行く予定です。以上 

 

２夫婦でゴルフを楽しむ 

 

 



えこりん村（恵庭市）で記念撮影 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 9日（体験 9日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

今朝はゆっくり７時過ぎに起床し、朝食を済ませると、高山氏の奥様のご希望で札幌市南区豊滝にあ

る「ノースサファリサッポロ」に出かけました。 

この動物園は猛獣や猛禽類、爬虫類、その他に沢山の珍獣（エミュー、オタリア、ワラビー、カピバ

ラ、ナマケモノ、オオカミ等々）がおり、餌やりや、抱き上げスナップ写真、鷹匠体験などを通して、

動物達と直接スキンシップ出来るとても楽しい動物園にて、みんな子供に帰って大はしゃぎでした。 

そのほかにアドベンチャー体験コーナーで、次世代バイクのセグウエイと、水陸両用車に試乗体験し、

スリル満点のアクティビティがいっぱいで、時間が経つのも忘れるようでした。 

午後からは近くの定山渓温泉に立ち寄り、元気でお喋り好きな、かあさん夫婦がやっている地元名物

の「食堂こんの」で具沢山の和風ラーメンと餃子で腹ごしらえ。 

一息ついたところで、定山渓第一寶亭留、翠山亭に飛び込みで入り、日帰り温泉入浴（一人 1,180

円也）でゆっくり汗を流してくつろぎ、夕方帰宅してみんなで一寝入り。 

夕食は、一昨日いった駅前の山海亭に再訪問、明日高山夫妻が帰宅するため、今夜はお別れパーティ

となりました。 

山海亭の稲田夫妻と仲よく会話が弾み、交流写真を撮り、閉店まで居座って楽しく過ごしました。 

ところで本日大失敗がありました。朝出かける際、大事なカメラを忘れて出かけ、貴重なツーショット

を撮ることができませんでした。ごめんなさい。以上 

 

翌日帰宅される高山夫妻 

 



山海亭のご夫妻も一緒にみんなで記念撮影 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 10日（体験 10日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

 本日、5日間の「おためし移住体験」を終えて、高山順一夫妻が埼玉へ、帰還されました。 

大変過ごし易い気候のなかで、ゴルフや温泉を心行くまで堪能でき、とても楽しく過ごせたことにつき、

北広島の市民の皆様に感謝の気持ちを伝えて欲しい旨、言付かりました。    

 高山氏は今年 66 歳にて、建設機械のリース会社の社長にて、70 歳までは現役で働き、それ以降は

引退してゆっくりしたいので、北海道への季節移住も、そのころには検討して見たいとのことでした。 

 ご夫妻を送り出してから、11 時過ぎに家を出て、島松の「クラーク博士記念碑」と「島松駅逓所」

を訪問、係りの方から駅逓所の歴史や、中山久蔵氏とクラーク博士の偉業につき、約 1時間にわたり、

詳細説明を頂き大変勉強になりました。 

 次に輪厚サービスエリアのそばの、「エーデルワイスファーム」に行き、美味しいソーセージと地ビー

ルを購入し、隣のレストランでとてもヘルシーなランチを頂きました。 

 その後、大曲のオープンガーデンを訪れ、山橋徹氏宅のガーデンを見学、たまたま外に出てこられた

山橋氏にご挨拶したところ、素晴らしいお庭を親切にご案内いただき、庭造りのノウハウをあれこれご

教授下さり、帰りに珍しい花の苗を４鉢も頂きました。 

 帰りに「くるるの杜」に寄り、自炊用の野菜を購入して帰宅、今夜は家で一杯やりながら妻の手作り

料理で夕食をすませ、明日の稚内一泊旅行の準備に取り掛かりました。以上、 

 

クラークの碑、寒地稲作発祥の碑の前で記念撮影 

 



大曲のオープンガーデンを見学 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 11～12日 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

私事にて恐縮ですが、私は損害保険会社とその関連取引先企業での通算４３年間のサラリーマン生活

のなかで最も懐かしく、また最も充実した時期でもあった、稚内支社長時代を思い出し、当時の私の部

下であった女性事務員と、親しくしていた傘下の取引先の保険代理店主との旧交を温めるべく、一泊ホ

テルを予約し、11日の 7時半に夫婦でマイカーにより出発しました。 

留萌経由でオロロンラインを北上、水平線上に小さく見えていた利尻富士が、天塩を過ぎるころから、

その雄大な雄姿を次第に大きく眼前に見せ始め、サロベツ原野と海の碧さとのコントラストの素晴らし

さに、見とれること、しばしでした。 

午後 2 時半に稚内に到着、26 年前の職場、稚内支社を訪問、支社は隣の大きなビルに転居し、広い

スペースの事務所に、スタッフも当時の倍の 8人に増え、当時私の部下であった女性事務員が今や、全

国でも数少ない女性支社長に出世しておりました。 

 また、保険プロを目指す研修制度を経て、若くして個人代理店として独立した保険代理店主が、今で

は法人代理店に格上げし、立派な事務所を構え、年商 1億円、従業員 4人を使う大型代理店に成長され

ておりました。 

 この 2人と女房の 4人で、当時行き付けの居酒屋で、当時の思い出話しに花が咲き、大いに盛り上が

る楽しい一夜を過ごしました。 

 翌日 2人に別れを告げ、9時半に出発、一路北広島を目指し帰路につき、今度は内陸路で音威子府、

名寄、旭川を経て、美瑛、富良野に着き、ケンとメリーの丘や、富田ファームの素晴らしい風景を堪能

して、7時過ぎに北広島着、家で夕食を済ませ、早めに就寝。 

 思い出に残る一泊旅行となりました。以上 

利尻富士を眺めながら、稚内へ 

 



稚内時代の仲間と再会 

 

帰路の途中、ぜるぶの丘（美瑛町）に寄道 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 13日（体験 13日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

 本日は 9時過ぎにマイカーで家を出発し、小樽へ出かけました。私の大学時代の学友で、小樽の地場

企業のオーナーであり、小樽商工会議所の副会頭でもある親友に、久しぶりに会うためです。 

 彼は夫婦で迎えてくれ、彼のマイカーで奥さんが運転し、倶知安、ニセコを案内してくれました。 

 羊蹄山の雄大な雄姿が眼前にせまるレストランで 4人でランチをいただきながら、旧交をあたため、

帰りに坂の街、小樽の頂上近くの彼の家に寄り、お茶をいただき、奥さんが丹精込めている自家菜園を

見せてもらい、またの再会を約して北広島に帰還。 

 途中で市役所のそばに「CO・OPさっぽろ北広島店」を発見、今まで東光ストアとセブンイレブンだ

けで食材買い物をしていましたが、近場で安くて品物豊富な CO・OP の存在は、地場での生活の幅を

また少し広げてくれる発見となりました。 

 今夜も女房の手作り料理で夕食をすませ、一日が終了しました。以上 

 

小樽で学友に再会 

 

 

 

 

 

 



羊蹄山をバックに記念撮影 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 7月 14日（体験 14日目） 

報告者 宮原 正宇（埼玉県） 

今日は 11 時に出発し、25 分で「ユニ東部ゴルフクラブ」に到着、昼食付ラウンドで、ラーメンを

食べ、1時にプレー開始、大変空いており、夫婦水入らずで、ゆったりとプレーを楽しみました。（プレ

ー費、6,082円也） 

 100叩きゴルファーが珍しく４６、５３で、計９９で、わずかに１００を切る快挙でした。 

帰宅後、最後の夕食を、例の駅前「山海亭」で頂き、ご亭主の稲田夫妻とも一層の交流を深めること

が出来ました。 

2 週間の「おためし移住体験」があっという間に過ぎ、お向かいの奥様やお隣の奥様と親しくご挨拶

し、お隣からは自家製のお野菜を頂ける間柄となりました。 

 暮らしてみると、2週間はあまりに短く、次回はやはり 1ヶ月以上暮らして見たいと思いました。 

 北広島の利点は、まず第一に大都市札幌から電車でわずか 15～20分のベッドタウンという足場の良

さにあり、あまり田舎過ぎず、かと言ってあまり大都会過ぎず、閑静な住宅街の環境は、移住を考える、

特に高齢者群にとっては、大きな魅力となるでしょう。 

 ゴルフの好きな人々にとっては、市内に 8カ所のゴルフ場、近隣の町村にも沢山の廉価にプレー出来

るゴルフ場があり、まさにゴルフ天国といったところです。 

市内の各所には、整備されたパターゴルフのコースが沢山あり、高齢者の健康管理には、打ってつけ

と思います。 

市内の生活環境も抜群にて、整備されたサイクリングロードや立派な図書館の存在、新鮮な野菜がい

つでも安く購入出来る多くの菜園、農園の存在、等々高齢者が気候に恵まれた夏場を重点として、ゆっ

たり暮らす環境は揃っていると思います。 

恵み野や大曲におけるガーデニングのすばらしさも含め、内地の人間にはまだまだ知られていない北

広島の素晴らしさをもっと、もっと PR されることで、「おためし移住企画」の効果もあがり、いずれ将

来的には、今もっとも金持ちと言われている高齢者群を上手に取り込み、地域の経済的活性化に大きな

インパクトをもたらすことになるよう、市の取り組みに期待するところ、大であります。 

2 週間という短い期間ではありましたが、市役所の皆様、北広島市民の皆様、大変お世話になり、誠

に有難うございました。 

お陰様で、女房共々、素晴らしい思い出を当地にて残すことが出来ましたことを、改めて深く御礼申

し上げます。 

いずれ次年度以降も、御縁がありましたら、ぜひともご当地北広島市に再訪させて頂きたいと、心よ

り念願し、拙いモニターのご報告に代えさせて頂きます。 

本当にありがとうございました。 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



最後までゴルフを満喫 

 
すっかり行きつけになった「山海亭」 
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