
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２日（体験２日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

ちょうど今、北広島は桜が満開です。 

本州から来ましたので二度お花見ができました。 

昨日、市役所の方に案内していただいた所を歩いて見ました。 

方角やお店がより良くわかり、これからの生活が楽しくなりそうです。  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月３日（体験３日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

北広島に来てまだ３日目ですが、すっかり町にとけこんでしまいました。 

それくらい自然に住める町だと思います。 

またおためし住宅がある場所が駅に近くて便利です。 

毎日のお買い物も駅周辺に揃っていて不自由はありません。徒歩圏内です。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月４日（体験４日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは、天気予報が午後より雨と言うことなので、午前中に先日教えていただいたエ

ルフィンロードを散策しました。 

休日と言う事もあり沢山の方達が思い思いの運動をしていました。 

気持ちのいいロードです。 

住宅から近いのでいつでも行くことができます。 

帰りに東光ストアでお買い物をして帰りました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月５日（体験５日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

昨晩は、雨、風が強くて心配しましたが朝起きて見ましたら雨はすっかりあがり清々し

いお天気で嬉しくなりました。 

どこか出掛けたいと思い札幌へ行って来ました。 

普通電車で 25分 エアポートでしたら 15分ぐらいの近さです。 

住むには北広島は最高だと思います。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月６日（体験６日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

北広島に気持ちは、すっかり馴染んでいますが、地理は歩いて見ないとわからないので

毎日歩くことにしています。 

きょうは、市役所方面に行くとてもいい道を見つけました。 

平らで危なくない道です。嬉しくなりました。 

帰りはコープで買い物をして、ほっともっとでお弁当を買って帰宅しました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月７日（体験７日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは北広島に来て初めて ゴミ出しをしました。 

自分の住んでいる町は、分別が細かくしてなくておおざっぱです。 

ルールに慣れるまでは大変かも知れませんが、資源を有効に生かすことなどとても良い

取り組みだと思います。 

住民の方達もルールを守っておられるように見受けられます。 

私も短い期間ですが守りたいと思います。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月８日（体験８日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは、午前中、北海道新聞社の方から取材を受けました。 

私達が北広島市の今年のおためし住宅第一号と言う事で感想を聞かれました。 

勿論、快適な暮らしをしていますので正直なお話しをさせていただきました。 

午後は市役所の方に少し離れた場所を案内していただきました。 

徒歩圏内ではありませんが、バスが駅から出ていますので行くことができます。 

市内での行動範囲が広がりワクワクします。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月９日（体験９日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは、札幌の競馬場へ行って来ました。 

神奈川にいる時にインターネットで探しました。 

昨年リニューアルされて、とても綺麗になり女性の方も家族連れも楽しめると出ていま

した。 

最寄りの駅は函館本線の桑園です。北広島から 20分ぐらいで行きます。 

札幌競馬場から場外市場まで歩いて 20分ぐらいですので、そちらにも行って来ました。

北広島は各方面に行きやすい場所です。 

帰りは東光ストアでお買い物をして帰宅しました。    

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１０日（体験１０日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうもエルフィンロードを散歩しました。 

日曜日なので沢山の方達が楽しんでいました。 

お父さんと子供がサイクリングをしていたり、子供達同士がサイクリングをしたり、い

い感じです。 

散歩したあと駅近くに、スープカレーのお店があるので寄りました。 

とても美味しかったです。何度でも行きたくなるお店でした。   

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１１日（体験１１日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

朝晩はひんやりしますが、日中は快適な陽気です。 

朝 8 時にゴミ出しを済ませ、その足で近場を散歩しました。 

チューリップ、水仙、芝桜、雪柳、八重桜、クリスマスローズなど咲きみだれて、ライ

ラックも咲きはじめていました。気持ちのいい散歩でした。 

そのあとは北広島駅 10 時 30 分発の中央バスで三井アウトレットパークへ出掛けまし

た。直通で 20分くらいです。 

お買い物したりフードパークで食事したり一日楽しめます。 

帰りは物産コーナーで食品を買って帰宅いたしました。  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１２日（体験１２日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは午後より雨の予報が出ていたので遠出はやめて、北広島のクラッセホテルに温

泉とランチのお得なセットがあると聞いていたので行って見ました。 

駅西口よりホテルまで無料シャトルバスが出ていますのでとても便利です。 

ホテルのお食事は美味しいです。おすすめです。 

帰りはシャトルバスで駅まで帰り東光ストアでお買い物して帰宅いたしました。   

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１３日（体験１３日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは朝から雨です。少し肌寒いです。 

一日中家に居てもいいかなと、思っていたら 10 時頃に雨が上がり晴れ間が出てきたの

で出掛けました。 

家から駅までが近いので本当に便利です。どちら方面にも行きやすいです。 

ＪＲ千歳線で新札幌駅まで行き、地下鉄東西線に乗り換えて円山公園駅で降り、徒歩で

円山公園内にある北海道神宮と円山動物園へ行って来ました。 

帰りには東光ストアとコープに寄ってお買い物をして帰宅いたしました。    

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１４日（体験１４日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは、北広島より電車で 10 分の恵み野という所に行って来ました。 

ここにすずらん乗馬クラブがあって、体験乗馬をして来ました。 

車がなくても北広島は便利ですので、何処へでも行きやすいです。 

帰りには住宅のお隣りの方にお会いしましたので、お話ししていましたら、 

畑にできているアスパラをいただきました。早速今晩のおかずにいたします。   

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１５日（体験１５日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは、朝 9 時に市長の上野正三さんがおためし住宅を訪問してくださいました。 

お忙しいなか有り難いです。まだまだ楽しい場所が沢山あるとお聞きしました。 

そのあとは、竹山高原温泉に行きました。 

北広島駅より中央バスで 15 分程で行くことが出来ます。 

温泉のお湯がとても良くて露天風呂は最高です。身体ポカポカで至福の時間でした。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１６日（体験１６日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

今年の北海道は 5月の連休の頃、暖かくて過ごしやすい日が多かったですが、 

ここのところ冬に逆戻りです。 

本州は真夏日が続いているようですが、こちらはストーブを焚いてます。 

これから暑い日があっても湿度が低いので、とても過ごしやすいです。  

きょうはお疲れ休みです。 

駅前に立派な市立図書館がありますので、そちらで のんびり過ごしました。   

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１7 日（体験１7 日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

北広島は自然が沢山残されています。 

空気の良いその中をウォーキングできるようにマップがつくってあります。 

コースもいろいろあるので楽しみたいです。  

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１８日（体験１８日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは、ゴミ出しの日でした。 

この頃は分別も素早く出来るようになりました。 

８時にゴミを出してそのまま散歩して気持ちの良い一日の始まりです。 

北広島には、ゴルフ場が沢山あります。 

市民の方が楽しんでおられるのはパークゴルフのようです。 

先日、竹山高原温泉に行きましたが、温泉のすぐ裏手にパークゴルフ場がありました。 

ゴルフのあとは、温泉で疲れがとれます。 

ここで食事も出来ますので一日のんびりです。   

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月１９日（体験１９日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは朝から晩まで雨です。 

雷もずっと鳴っています。昨日は暑かったですが、きょうは肌寒く冬物です。 

外に出られないので家の中の掃除をして、いつもは外食やお弁当が多いですが、 

しっかり作ることにしました。ご飯は北海道産のゆめぴりかをつかっています。 

とても美味しいです。本州に帰っても、つかいたいと思っています。 

おかずは今が旬のアスパラをバターで炒めていただくのが一番です。  

まもなく夕飯の出来上がりです。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２０日（体験２０日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

昨日の雨があがり、気持ちの良い朝です。 

家のお掃除をして洗濯を済ませ散歩がてら出掛けました。 

きょうの歩く場所は、トリムコースです。 

駅西口から歩道橋を渡って北広公園を通り抜けて、ハウスウォッチングをしながら楽し

く歩くことが出来ます。公園のそばにはトイレもあります。 

一時間ぐらい歩いて、帰りはコープに寄ってお買い物をして帰りました。 

午後３時頃、ピンポーンがなったので出てみましたらお隣りの方が、ニラを持って来て

くれました。有り難いです。ありがとうございました。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２１日（体験２１日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

北広島に来て 20 日がたちました。 

ずっと住んでいるような居心地のいい毎日です。 

北広島は若い方達にも受け入れられる町だと思います。 

それから子育てをするには素晴らしいです。 

いろんな方面からの支援もありますが何と言っても自然が沢山あります。 

子供達が伸び伸び育ちます。若い方達に来ていただきたいですね。 

【北広島市子育てガイドとままっぷ（子連れでおでかけマップ）】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２２日（体験２２日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

北広島には温泉が沢山あります。 

それも身近な場所にあるので行きやすいです。 

きょうは西の里にある森の湯に行って来ました。 

北広島駅よりＪＲバスに乗って 20 分もすれば温泉の近くのバス停まで行けます。 

その辺りは里の森と言われていてパークゴルフ場、レストラン、温泉と揃っています。 

きょうも沢山の地元の方達が楽しんでおられました。私達にとっては羨ましい限りです。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２３日（体験２３日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

これまで不安定なお天気が多かったですが、きょうは青空が広がり清々しい一日です。

住宅から駅に続くちょっとした坂道が気に入っています。 

おまけに私の大好きなルピナスの花が草むらの中に何本もあり、 

北広島に来てからずっと観察していました。ようやく 2～３本咲いてきました。 

雨が降らない限り毎日この坂道を往復しています。 

滞在日数も残り少なくなってきました。まだまだ楽しみたいと思います。 

【ルピナスの花】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２４日（体験２４日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは本州より北海道が大好きな、ご夫婦がやってきます。 

羽田空港が午前 10 時のフライトです。 

お天気も良いし、いいことづくしの北広島を案内したいと思っています。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２５日（体験２５日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

昨日、本州よりやってきました友人と旭山動物園へ行ってきました。 

北広島に来て初めて遠出をしました。車でいきました。 

遠い場所と思っていましたが、市内の大曲辺りから高速に乗って 2 時間 30 分で行きま

した。インターが近くなので便利です。 

朝８時半頃出てゆっくり園内を見て夕方 5時頃には家に帰ってきました。 

一日一日満喫しています。 

【旭山動物園】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２６日（体験２６日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうは、北広島から車で 1 時間ぐらいの支笏湖に行って来ました。 

爽やかな陽気で何とも言えない気持ちの良さでした。 

北広島に帰ってからクラッセホテルにてお風呂と食事を済ませて帰宅いたしました。 

【支笏湖】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２７日（体験２７日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

残り少ない、北広島の生活をきょうも楽しみました。 

里の森でパークゴルフ、お食事、温泉、大満足の一日でした。 

本州から来ました友達も、しっかり北広島を満喫しています。 

きょうもまたお隣りの方にアスパラをいただきました。有り難いです。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年５月２８日（体験２８日目） 

報告者 山本さん（神奈川県） 

きょうも、良いお天気に恵まれ出掛けて来ました。 

北広島は便利な場所ですので日帰りできるところが沢山あります。 

この一ヶ月本当にいろんな所に行ってきました。 

体験の最後は、小樽の祝津海岸にある食堂で今が旬の春雲丹を食べて来ました。 

この５月しか出来ないことをさせていただきました。 

北広島市役所の皆様の対応は素晴らしかったです。 

安心して住むことができました。ありがとうございました。 

心よりお礼申し上げます。 

【春雲丹丼】 

 


	20150502
	20150503
	20150504
	20150505
	20150506
	20150507
	20150508
	20150509
	20150510
	20150511
	20150512
	20150513
	20150514
	20150515
	20150516
	20150517
	20150518
	20150519
	20150520
	20150521
	20150522
	20150523
	20150524
	20150525
	20150526
	20150527
	20150528

