
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月５日（体験３日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

姉夫婦が遊びに来たので千歳空港に迎えに行き、支笏湖を観光し、小樽まで行ってきま

した。 

晴天に恵まれ、支笏湖は水の色は青と緑のグラデーションが素晴らしく対岸の恵庭岳が

綺麗に見え最高でした。 

写真の映りはいまいちで美しさを表現できず残念です。 

昼食に食べた姫鱒は絶品でした。 

【支笏湖の湖面から恵庭岳を見た様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月６日（体験４日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

生憎のお天気だけど、せっかくなので富良野のファーム富田まで行ってきました。 

滝川インター手前のサービスエリアのアナベルが見頃だったので立ち寄り、美味しい 

ジェラートを食べ休憩しました。 

 

新富良野プリンスホテルの 12Fのスカイレストランはお薦めです。 

富良野オムカレーは、新鮮な野菜の素揚げが添えられとても美味しかったです。 

 

ファーム富田のラベンダーはもう時期外れなので、あまり期待していなかったのですが、

鮮やかな花のグラデーションが見られて感動、行って良かったです。 

 

帰りに『札幌北広島クラッセホテル』の温泉の露天風呂でゆっくり汗を流し、極楽、 

極楽気分。 

モール泉の美肌の湯で美人になった気分で最高の一日でした。 

【滝川インター手前のサービスエリアのアナベル】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月７日（体験５日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

5 日間滞在した 91 才の父を空港に送る途中、先日行った滝野すずらん丘陵公園に立ち

寄りました。 

北広島から 45分程の所にこんな広大な素敵な公園があるなんて信じられません。 

父は電動カートをとても気に入り、今回は 2 度目なので扱いにも馴れ、展望台まで行っ

てきました。 

眺めは 360゜見渡せ本当に素晴らしかったです。 

 

北広島駅近くの山海亭で夕食をとり、釣り好きということでマスターと意気投合し、色々

な情報を教えていただきました。 

刺身は新鮮、珍しいシカのたたき等、お蕎麦は勿論ぜんぶ美味しかったです。 

さらに、ゴルフ好きのお客さんとも仲良くなり、その方達は相撲甚句の仲間でもあり、

数々の賞をいただく程で、その素晴らしい喉を披露してくださいました。 

沢山飲んで、笑って、楽しいひとときでした。 

【山海亭店内の様子】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月８日（体験６日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日はこちらに来てから初めてゴルフをしました。 

北広島はゴルフ銀座と言われているくらいゴルフ場が沢山あるので、ゴルフ好きの私達

夫婦には嬉しい限りです。 

帰るまでに色々な場所でプレイを楽しみたいと思います。 

 

北広島クラッセホテルの温泉が気に入ったので、今日は北広島カントリークラブでプレ

イしました。 

曇りがちで涼しく、夏のゴルフとは思えない程、快適なゴルフでした。 

日本中、熱中症で倒れている人が沢山いるのにここにいると、全く忘れてしまいます。 

 

プレイのあと、温泉に入れるのも嬉しいですね。 

ゆったりとお湯につかり、身体を休め極楽、極楽。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月９日（体験７日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

ここ北広島市のおためし移住体験住宅に来て 1 週間、北広島市の職員の方が用意して 

くださった新品の自転車のお陰で周囲の状況が解ってきました。 

そろそろ釣りの情報が欲しく、家の前の釣ゆうかんに行きました。 

狭い店ながら、海、川の用具が過不足なくならび、釣りエサも青イソメ、イタドリ、 

ブドウ虫、等ほとんどの物が手に入ります。 

店の御主人も親切で周辺の釣り情報を丁寧に教えて下さいました。 

その情報は又、紹介します。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１０日（体験８日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日はゴルフの予定でしたが、昨日の天気予報では雨だったのでキャンセルしてしまい

ました。 

ところが 9 時頃には雨もあがったので、数年振りに札幌に行ってきました。 

札幌では赤煉瓦作りの北海道庁旧本庁舎内を初めて見学し、外観は勿論、アーチ状の柱、

装飾の施された階段等の素晴らしさに感動しました。 

 

北広島は札幌まで道央道で約 30 分、新千歳空港にも同じ位で行かれる大変便利な所で、

しかも緑が多く静かな住宅街の庭には綺麗な花が植えられ、とても心地の良い街だと思

います。 

【北海道庁旧本庁舎前にて】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１１日（体験９日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日は朝から雨、エルフィンロードをサイクリングする予定でしたが、時々強く降り 

昼頃は激しい雷雨になりました。 

エルフィンロードは明日のお楽しみとして、今日はのんびりテレビで高校野球を見て 

過ごしました。 

 

雨の為少し湿度はありますが、一日中クーラー生活の千葉の蒸し暑さと比べたらここは

別世界です。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１２日（体験１０日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

午前中は晴れていたので、エルフィンロードをサイクリングしました。 

おためし移住体験住宅に用意された変速付きの新しい自転車で、北広島駅を颯爽と出発

しました。 

途中ダラダラ続く坂道は結構大変でしたが、自転車専用道路は整備され、気持ち良く走

ることができました。 

 

水辺の広場まで行き、その先はまたのお楽しみにし、少し休憩し折り返しました。 

下りの道は風をきりスイスイとても爽快でした。 

 

輪厚川の川沿いはコスモスが咲き始め、花壇の花が綺麗だったのでここでも休憩し、試

しに釣り糸を垂らしてみました。 

ところが 15 分位でまさかのヒット、ウグイか おいかわか？ さらに小さめをもう一匹

釣りあげました。 

 

住宅街の中の川で釣れるなんて本当に驚きでした。 

【輪厚川の川沿いの花壇（左）・輪厚川で釣りあげたウグイ（右）】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１３日（体験１１日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

おためし移住体験住宅 2 の K さんをお誘いして、千歳カントリークラブでゴルフをし

ました。 

木曜日は完全セルフプレー日なので、ゴルフバックの積み下ろしも自分達でし、シャワ

ー、食事もなしですが、プレー費用がなんと 3600 円と大変リーズナブルなゴルフ場で

した。 

北海道らしい雄大なコースに白樺が植えられ、前日の大雨にも関わらずグリーンは綺麗

でした。 

バンカーには水がたまっていたので大雨だった事が伺えます。 

晴れて暑かったですが、木陰に入れば爽やかな風が通り気持ち良く楽しかったです。 

 

北広島はゴルフ銀座と言われる程、近くにゴルフ場がいっぱいあります。 

其々のゴルフ場をネットで調べてみると、曜日ごとにお得情報がいろいろあるのが解っ

てきました。 

 

ゴルフ大好き人間にとって、北広島はまさに天国ですね。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１４日（体験１２日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日は釣り具店 釣ゆうかんの店主に教わった島松川に行ってみました。 

おためし移住体験住宅から南へ約 8 ㎞下ると島松橋にでるので、その側道を約 1 ㎞東へ

行くと護岸をコンクリートで固めた足場のしっかりしたポイントがあります。 

ここなら子供連れでも釣りが楽しめそうです。 

 

最初は脈釣りで挑みましたがあたりがないので、浮釣りに変えたらウグイが立て続けに3

匹釣れました。 

その後、脈釣り、浮釣りを併用で進めた結果ヤマメ(小) 4 匹、ウグイ 5 匹、ドジョウ 2

匹の釣果が出ました。 

 

エサはイタドリ、イクラを使いましたが、ヤマメはイタドリが好みのようです。 

 

このような近場で釣りを楽しむ至福の時が過ごせるとは、 今後、益々楽しみが増えまし

た。 

【島松川での釣果】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１５日（体験１３日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

お隣さんから立派なきゅうりをいただきました。 

ちょうどお盆休みで息子家族が遊びに来ていたので、孫に野菜の収穫を見せていただき

ました。 

トマト、ナス、きゅうり等、スーパーに並んでいる所しか見た事ないので、とても喜ん

でいました。 

庭にはたくさんの花が綺麗に植えられ、奥様は毎日手入れをされています。 

写真の白い家がお隣さんです。 

 

ここおためし移住体験住宅の近くは新興住宅街で、煙突のある可愛らしい素敵な家が並

んでいます。 

家の横には薪がたくさん積んであり、冬場の厳しさが想像できます。 

庭先には色鮮やかな花が植えられ、マンション住まいの私達には憧れの風景で、散歩す

るのも楽しいです。 

【お隣宅からいただいたきゅうり（上）・お隣宅の玄関の様子（下）】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１６日（体験１４日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

早朝から息子達は旭川に出掛けたので、私達はのんびり釣り場探しに島松川沿いをエル

ムカントリークラブまで行ってみました。 

途中クラーク記念碑を見つけましたが、すぐ前の橋が工事中で落ち着かずちょっと残念

でした。 

島松川は川幅は狭いですが、流れは速く水も綺麗で魚がいそうな気配がするので今後楽

しみです。 

 

その後、魚を求めて国道 274 号を南幌町方面に向うと北広島市との境に千歳橋があり、

その手前の川沿いの側道の岸からは釣りが出来そうです。 

但し、川幅は 60m 位ありますがかなり浅く、水底には水草があるようです。 

前日、川上で雨が降ったのか水が濁り流れも速かったです。 

ルアーで 1、2時間トライしてみましたが、水草に絡まり釣果なしでした。 

 

釣り具屋の釣ゆうかんの店主の話では、鯉、ウグイが釣れるようです。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１７日（体験１５日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日もおためし移住体験住宅2のKさんと一緒にグレート札幌カントリークラブでゴル

フをしました。 

すっかり意気投合し、今週中にもう一度ご一緒する予定です。 

朝から晴れて暑かったですが、後半は雲が出てきたので少し楽になりました。 

一週間前から北海道は天候が不安定で各地で大雨の被害が出ていますが、北広島市は近

くに高い山がないので、雨が少なく天候に恵まれているように思います。 

 

帰り道、魚半という魚屋さん経営のスーパーで食材をいっぱい買い込んできました。 

先日、北広島駅近くの居酒屋山海亭の御主人に教えていただいたお店で、魚は勿論、野

菜も新鮮でかなり安いです。 

おつまみ類も豊富でお酒好きにはたまりません。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１８日（体験１６日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日は久し振りに朝から雨、一日中降ったのはこちらに来てから初めて、しかも気温 

20℃と肌寒い一日でした。 

どこにも出掛ける気にならず家でのんびり、午後になって駅の向こう側のコープに行き

ました。 

 

コープの 2 階にダイソーがあり、とても広く何でもあります。 

200 円、300 円のちょっと良い品もあり、暇潰しに楽しめます。 

洋室のクローゼット用に突っ張り棒を買い、ハンガーを掛けられるようにしました。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月１９日（体験１７日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

こちらでは、早くも夏休みが終わり、学校がはじまりました。 

北広島の『三井アウトレットパーク』は、夏休み中は混雑するので控え、今日行ってみ

ました。 

建物は 2棟に分かれ、2 階の渡り廊下で繋がっています。 

ちょうど夏物一掃セール中でラッキーでした。 

とても広いのでさっと見ても 2 時間位かかってしまいました。 

レストラン、カフェ、フードコート等も充実していて何よりも明るく綺麗でお薦めです。 

【三井アウトレットパーク札幌北広島】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２０日（体験１８日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

こちらに来てから色々な場所で 5 回程ゴルフをしましたが、今日は北広島市から近い格

安ゴルフ場の情報です。 

 

グレート札幌カントリークラブ (車で 25 分) 

    全長 6500ヤードを越し、結構手こずるコース 

    アウト 6 番 パー4   447ヤード、 

    イン 11番 パー4  431 ヤード  は特に手強いホールです。 

   月、金曜日は完全セルフプレーで食事付き 4500 円でシニアは更に 400 円割引 

 

千歳カントリークラブ (車で 30 分) 

    全長 6250ヤードでフェアウェイが広く伸び伸びとプレーでき、白樺が綺麗な北海   

道らしい雄大なコースです。 

    木曜が完全セルフデイで 3600 円、シニアは 400 円割引 

    写真は千歳カントリークラブです。 

 

北広島市周辺には 20 箇所位ゴルフコースが点在し、ゴルフ好きにとっては最高の居住

区だと思います。 

【千歳カントリークラブ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２１日（体験１９日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

朝から快晴、気持ちが良いので支笏湖方面に魚のいそうな川に沿って行ってみました。 

恵庭カントリークラブを目指し川沿いを走り、途中の橋から覗いてみても川は狭いうえに

浅く、魚の気配はありませんでした。 

恵庭湖付近でかなり良いポイントを見つけ竿を垂らしたら、一匹目は小さなカジカでした。 

まもなく大きなあたりがあり、待望の 23 ㎝のヤマメが釣れました。 

北広島はゴルフに劣らず、このような近場で渓流釣りが楽しめ大満足しております。 

勿論、ヤマメは塩焼きでいただきましたが、香りが良く上品で美味しかったです。 

【恵庭湖付近の釣り場ポイント（上）・釣り上げたヤマメ（下）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２２日（体験２０日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

お盆を過ぎてから 20℃前後の涼しい日が続いていましたが、今日は久し振りに 27℃、風

もなく暑いので家でのんびりしました。 

 

午後になってから 36 号線沿いのフレスポに出掛け、スーパーダイイチで買い物をしまし

た。 

新しい大きなスーパーで、お寿司やお惣菜が充実、エビチリ等の中華料理のお惣菜も美味

しそうでした。 

 

蟹寿司があったので今日はお料理を作るのは止める事にして、蟹寿司と色々なお惣菜を買

い、最後に 100 円パン屋に行きました。 

ここは何と全てのパンが 100 円でした。 

嬉しくてつい買い過ぎてしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２３日（体験２１日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

朝から曇りがちで涼しいので、近所をぐるりと 1 時間程散歩しました。 

庭先で野菜を作っているお宅では、どこも朝早くから熱心に手入れをされている姿が印象

的でした。 

 

午後はマオイの丘公園に行ってみましたが、日曜日なので大変な賑わいでした。 

珍しいクリームすいかを試食したら甘くて美味しかったので、他の野菜と一緒に買ってき

ました。 

 

帰り道、アイスの家に寄りましたが、ここも大変混んでいました。 

色々な種類のジェラード、どれも美味しそうで迷いましたが、山ぶどうミルクとハスカッ

プにしました。 

甘酸っぱくとても美味しかったです。 

【マオイの丘公園の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２４日（体験２２日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日から姉夫婦が遊びに来るので、新千歳空港に迎えに行きました。 

空港から支笏湖経由で北広島へ戻り、以前に行って気に入った北広島クラッセホテルの温

泉に連れて行きました。 

北海道に来たら、やはりお寿司が食べたいと言うので、回転寿司とっぴーへ、ここは大変

リーズナブルでいくら食べても心配ありません。 

一番のお薦めは活カニとカニ味噌の蟹三種です。 

蟹が大好きなので、北広島の色々なスーパーで探しましたが、冷凍ばかりで浜ゆで蟹がな

いのはちょっと残念です。 

【北広島温泉楓楓】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２５日（体験２３日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

お隣さんから、また新鮮な野菜をたくさんいただきました。 

ミニトマトは味が凝縮され甘くて美味しいので、おやつがわりに食べています。 

青シソは枝付きでいただいたので、とても良い香りです。 

 

お試し暮らしで１ヶ月しか滞在しないのに、このように親切に野菜を届けていただき本当

に嬉しいです。 

北広島市民の優しい心使いを感じました。 

【お隣宅からいただいた新鮮な野菜】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２６日（体験２４日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日は姉夫婦を初体験、渓流釣りに連れて行きました。 

姉はビギナーズラック、いきなり形の良いヤマメを釣り上げ、大喜びでした。 

さすが北海道の川は凄いです。 

 

花ロード恵庭で昼食を取り、その後『竹山高原温泉』に行きゆっくりしました。 

露天の岩風呂は、風が気持ち良く最高でした。 

【花ロード恵庭（左）・竹山高原温泉前にて（右）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２７日（体験２５日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日は『札幌北広島ゴルフ倶楽部』でゴルフをしました。 

ここは 2 度目、フェアウェイも広く綺麗なコースですが、グリーンが速くバンカーも多く

難しいです。 

 

雨が降ったり止んだりの天気で生憎でしたが、滞在期間も残り少ないので最後まで楽しみ

ました。 

折角なので、『札幌北広島クラッセホテル』の方のモール温泉に入りに行きました。 

ここの露天風呂からの眺めは良く、紅葉の頃はもっと素晴らしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２８日（体験２６日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

今日はお試し暮らし滞在中の最後のゴルフを札幌グレートカントリークラブで楽しみまし

た。 

そして、帰りに長沼温泉で身体を癒しました。 

ここには大きな休憩所もあり、市民の憩いの場になっていました。 

北広島の近くには多くの良い温泉があり、1 ヶ月の滞在期間中にはずいぶんと楽しみまし

た。 

 

ゴルフ、温泉好きの私達には同時に二つを楽しめて北広島市は最高の場所でした。 

【長沼温泉ふれあいセンターの様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月２９日（体験２７日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

朝 5 時に起き、6 時に漁川にヤマメ釣りに行きました。 

先日逃がした尺ヤマメをどうしても釣りたくて早朝の出発にしました。 

 

7 時頃から釣り始め、7：35 

一発目きました、尺ヤマメです。 

それから 1 時間後、やや小さめのヤマメがまた釣れました。 

その後、小さなカジカはきましたがパタリと来なくなり、身体も冷えてきたのであきらめ、

近くのラルマナイの滝を見に行きました。 

それほど大きな滝ではありませんが、岩を滑り落ちるような美しい滝で紅葉の頃はさらに

素晴らしい景色になると思います。 

【釣り上げたヤマメ（左）・ラルマナイの滝（右）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月３０日（体験２８日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

おためし移住体験暮らしも明日で終了です。 

毎日が楽しく、あっという間の１ヶ月でした。 

お隣さんとも親しくなり、北広島の方の優しさにふれる事ができ、来年も是非来たいと思

っています。 

 

朝からきれいに掃除し、荷物の整理をしてから『エーデルワイスファーム』に行って生ビ

ールとソーセージ、焼きそばなどで昼食をとりました。 

 

日曜の昼食時なので凄い人出でした。 

何を買うにも長い行列、テーブルも満席、広大なファームでのイベントを想像していたの

にのんびり出来ず早々に引き上げてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2７年８月３１日（体験２９日目） 

報告者 尾形さん（千葉県） 

お試し移住体験暮らし最終日 

北広島は地理、気候、回りの環境も素晴らしい所で、楽しく住み易いと感じました。 

私達の趣味のゴルフ、渓流釣り、温泉、旅行、新鮮野菜販売の道の駅等、すべて体験出来

てとても満足できました。 

 

冬の厳しさを思うと移住は無理かも知れませんが、秋の紅葉や春の桜の頃も来てみたくな

りました。 

 

これから日本は高齢者時代に入りますが、仕事をリタイアしたばかりのまだまだ元気な高

齢者がたくさんいて、皆、健康で楽しく過ごせる事を望んでいます。 

 

そこで、3 ヶ月位のシーズンステイができる施設を増やして欲しいと思います。 

冬は短期で若者を、夏は長期で元気な高齢者を呼び込み、北広島の良さをもっと多くの人

達に知って貰いたいと思います。 

 

最後に北広島市の皆様には、このような貴重な体験をさせて頂き心から感謝いたします。 

本当にありがとうございました。 
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