
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月１６日（体験１日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

強風の吹く中、小樽港から北広島市役所に到着しましたが、 

当方の勘違いにより、３０分以上遅れてしまいました。 

大変ご迷惑をかけてしまい、申し訳ないスタートでした。 

早速、お試し移住の１号棟に入居し、市内案内の後、夫婦で近くのスーパーで買い物。 

食料品、酒類、雑貨品等で約２万円の買い物。 

夕方からは、近所の竹山温泉で旅の疲れをとり、初日は終了。 

【おためし住宅外観】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【竹山高原温泉外観】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月１７日（体験２日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

２日目の今日は晴天の２０度程度の五月晴の気持ちのいい季節の１日です。 

とりあえず、約２週間の生活用品の買い物に１０時から出発。 

食料品、備品等の買い出しを市役所近辺の１００円ＳＨＯＰ、スーパーで済ませ、市内の

くるるの杜で新鮮野菜を購入後、北海道で必須の焼き肉用のホット・プレートを、購入す

べく大型家電店に行ったが、在庫がなかったため、カインズ・ホームで３、９８０円で購

入。 

午後は、２時から市内のニュー・ダイナミック・ゴルフセンターでゴルフ練習を１時間。 

練習後、昨日行って気に入った竹山温泉に２日連続で入湯。いい温泉で６００円はＯＫで

す。 

帰宅後は、札幌在住の知人と隣の体験住宅に一緒に来たＮ氏の３家族―６人で焼き肉など

で、3時間の宴会を堪能して、気分よく就寝。 

【大曲地区 カインズ・ホーム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ニュー・ダイナミック・ゴルフセンター】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月１８日（体験３日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

快晴の天候にめぐまれた早朝、近郊の栗山町の新札幌ワシントンゴルフ倶楽部へ。 

同行のＮ氏夫妻と 4人で、今回のお試し移住で初のゴルフのラウンド、８時スタート。 

素晴らしい天気で快適でしたが、スコアはいまいちの状況で無事終了。 

食事後、天然温泉に入浴、これで￥４，０００／１人程度の料金で、大満足の１日でした。 

明日も快晴の予報で、今週はこれからも快適な生活環境のようです。 

【新札幌ワシントンゴルフ倶楽部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月１９日（体験４日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

今日も予報どおりの気持ちのいい快晴で、１日のスタート。 

遅い朝食のあと、初めてのゴミ出しへ、８時半に３０ｍ先の集積かごに投入する。 

休憩後、北海道到着後初の洗車を体験住宅の玄関わきでしていると、庭先のチューリップ

が満開の隣の人から、どこから来たのとご挨拶。 

その後、今年は４月から移住体験の方が、入居していると聞きました。 

最後に、庭で採ったばかりのアスパラをいただいた。 

夕方から、駅前の市立図書館で図書カードを作り、７冊借りました。 

その後、駅南の居酒屋つぼ八で、地元北広島在住のロング・ステイ仲間たち６名で、２時

間以上の宴会となり、本日は就寝。 

【いただいたアスパラ】              【北広島市立図書館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【つぼ八 北広島店】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２０日（体験５日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

今日も五月晴れの爽やかな天気。 

６時５０分に近隣のエバーグリーン・ゴルフ倶楽部に向かう。 

７時３０分前には、受付へ、完全セルフのためバックの積み下ろし等は自分で。 

コースは素晴らしく、風もないためいいゴルフができ最高です。 

料金は、わが夫婦は２人とも６５歳以上なので、￥３，２００円／１人（昼食付、風呂な

し）。 

帰宅途中に栗山町の季節営業の、びっくり魚店で新鮮な刺身、干物、その他を購入。 

季節営業で、明日の２１日までの営業のためいつもより安かった。 

夜は友人のＫ氏、隣のＮ夫妻たちと今回の移住体験のメンバー全員で、購入したばかりの

魚料理で、３時間の大宴会し、いつの間にか就寝しました。 

【エバーグリーン・ゴルフ倶楽部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新鮮な魚料理】 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２１日（体験６日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

昨日、全国で一番暑かった北海道。今日も五月晴れで３０度まで上がりそうです。 

朝１０時に、先日行ったゴルフ練習場へ。 

気温はすでに、２５度。約１時間の練習も全く汗をかかず快適の気分です。 

当日、タイトリストのクラブ試打会で最新のクラブで打ってみた。 

午後２時、札幌の大通公園のライラックまつり、ラーメンまつりに。 

ライラックまつりは結構な人でで、ビールと軽食を楽しむ。 

次は、隣のラーメンまつりで、疲れてベンチで休んでいると、きれいにトリミングして着

飾った可愛い柴犬も休憩中。 

夕方、６時から市内の居酒屋で札幌市内在住の仲間たち（合計８名）と、いつものどおり

の大宴会。いい気持ちで就寝しました。 

【札幌大通公園のライラックまつり】 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２２日（体験７日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

本日も素晴らしい五月晴れの一日。 

昨日までの動き回り、宴会つづきの毎日のため完全休養日に。 

遅い朝食後、午後の３時ころまでゆっくり休息。 

その後、いつもの竹山温泉に、今回で４回目、スタンプが１０個たまり、１人分は無料で

入浴できました。１人は日曜日のため￥７００円です。 

１時間の入浴後、帰りに近所のマックスバリューで買い物をしました。 

夕食は残り物を中心に、簡単に済ませました。 

【マックスバリュー】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２３日（体験８日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

今日も素晴らしい五月晴れの天候の中、７時に２０日に行った近郊のエバーグリーン・ゴ

ルフ倶楽部へ。 

８時スタートでプレー・スタート、最初のハーフは２時間で終了。 

後半は、大変な混雑で３時間もかかって１３時過ぎに終了。 

料金は、食事、風呂なしの完全セルフで￥３，０００円／１人。 

食事は、北広島の東口の我流麺ー真舎でラーメンを。 

２時のランチセットとラーメンを。大変美味しかった。 

帰宅後、市内の天然温泉ー楓楓へ。ＪＡＦカードがあったため￥６００円／１人で１００

円引き。 

施設は清潔で、各種の風呂があり、大満足でした。 

【我流麺-真舎】 

 

【天然温泉-楓楓】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２４日（体験９日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

５日間連続の五月晴れの天候ですが、少々気温が下がって上着を羽織る。 

今日のゴルフは、７時スタートのため、早朝から千歳市の千歳カントリークラブへ出発。 

今日は、完全セルフ・昼食カレー付きで￥４，０００／１人の格安なため、朝早くから、

大勢の人が詰めかけ大盛況の状況であった。 

コースは距離も長く、混雑している状況であったが、それでも、１２時にはホールアウト

し食事をとる。 

３０分で帰宅後、昨日も行った市内の天然温泉ー楓楓へ。 

男性のお風呂はすいていて、快適でしたが、女性の方はスポーツ教室の終了と重なったた

め、大変な混雑になったとの事。 

今日は自宅で、夕食後就寝。 

【千歳カントリークラブ】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２５日（体験１０日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

今日は久しぶりの雨で一日がスタート。 

天気予報で前々から雨の予想のため、ゴルフの予定はなし。 

午前中は、何もせずに室内でゆっくり過ごす。 

午後からは買い物に三井アウトレットパークヘ出かけた。 

先日行ったときに、下見をしていたゴルフショップを覗く。 

妻のドライバーを一本購入することに決定。 

この後、私のフェアウエイ・ウッドの 7 番を見ていたところ、試打した結果、つられて買

ってしまった。 

夕食は、市役所の担当の方に紹介された、近所のやきとり屋ー車屋に４人で向かう。 

さすが、北海道の店、大変美味しかったが一品当たりの量は、北海道ボリューム。 

料理を頼む場合は、ひとつずつ確かめながら注文することをお勧め。 

満腹のうえ、￥２，１００／１人で大満足でした。 

【三井アウトレットパーク】                【やきとり 車屋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２６日（体験１１日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

今日は、五月晴の気持ちのいい感じの１日のスタートです。 

朝はゴミ出しの木曜日のため、宴会後のビン・カン、プラスチックゴミなどを近くのゴミ

ステーションへ。 

朝食後、一休みをしているとピンポンと呼び鈴がなり、玄関に出てみると、先日の隣のご

婦人から写真のニラをいただきました。 

昨日の夕方、先日頂いたアスパラのお礼をしたため、庭先の新鮮なニラをおすそ分けいた

だきました。 

昼食は、午後１時過ぎに、札幌の友人から聞いた評判の良寿司のランチを食べに行きまし

た。 

場所は、道道江別・恵庭線の輪厚川を越えてすぐのコンクリート３階建ての洒落た店。 

ランチは４種類ですべて、１，０８０円でご覧のボリューム。（今回はにぎりとちらしを注

文） 

ネタも新鮮で、てんぷら、おそば、茶わん蒸しまで揃ったもので大満足。 

２時から市内のニュー・ダイナミック・ゴルフセンターでゴルフ練習を３０分。 

昨日、アウトレットで買ったクラブの試し打ち。明日はコースで初打ちの予定です。 

練習後、いつもの竹山温泉に入湯。いい温泉この時間は空いていて最高です。 

【新鮮なニラ】                【良寿司 ランチ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２７日（体験１２日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

今朝は快晴の日和、今回はじめて夫婦２人のゴルフのため、栗山町のエバーグリーン・

ゴルフクラブヘ向かう。 

今週の月曜日よりは空いていたため、７時４０分にはスタートし、前半の９ホールは１

時間半で終了。 

後半も順調な進行で、１２時にはホールアウトできた。 

先日買った、妻のドライバー、私の７番ウッドはいい当たりの連発でした。 

昼食後、途中の道の駅ーマオイの丘により、野菜や果物の直販を購入。 

夕張メロンは６月中旬以降とのことで、来月もう１度来るかどうか。 

その後、近所の長沼温泉へ、料金は￥６００／１人で風呂場も広く、ジャグジー、サウ

ナ、露天風呂等各種の施設もあり、満足な天然温泉でした。 

【道の駅（マオイの丘）】               【ながぬま温泉】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２８日（体験１３日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

この週末の北広島は、絶好の運動会日和の予報どおりの快晴。 

午前中は、休養と借りてきた本を読書。 

午後は、宴会の準備のため、お試し移住住宅にあるきれいな自転車で、近所の商店に買

い物へ。電動アシストつきでないため、多少の風でも結構ちからがいる。 

夕方５時に今回の体験メンバー５人と札幌の知人夫妻の合計７人が集合。 

札幌の知人が持参した、寿司の大皿。 

同居のＫ氏が今日行ってきた、増毛の甘海老まつりのお土産の甘海老と蛸。 

その他料理いろいろで、３時間の大宴会となった。 

いよいよ、この生活もあと残り３日間となった。 

【おためし住宅の自転車】               【本日の宴会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月２９日（体験１４日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

今日も快晴の五月晴れ。日曜の午前中も完全休養日のため、遅い朝食。 

午後からは、ダイナミックゴルフ練習場でゴルフ練習。 

百球ばかりを打って気持ちよく終了。 

その後、アウトレットへ行き、先日買ったゴルフクラブの追加で、夫婦で一本づつフェ

アウエイ・ウッド購入した。 

その後、竹山温泉へ行って体の疲れをとって帰宅。 

夜は、前日の残りと冷蔵庫整理をかねた食事会を滞在中の五名揃って開宴。 

最後は、お好み焼きで終了。 

【ダイナミックゴルフ練習場】             【本日の夕食】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年５月３０日（体験１５日目） 

報告者 Ｈさん（東京都） 

今日は、朝のうちは曇天であり、天気予報どおりかと思ったが、ゴルフ場に向かってい

るうちに、晴れ間がのぞいてきた。 

約１時間かけ、安平町のアロハカントリークラブに到着。 

ゴルフ場の入り口から建物までが４ｋｍもあり、急な坂がある山岳コースである。 

８時半からスタートで、昨日買った新しいクラブを試打しつつ、４時間ほどでラウンド

終了。 

今日は、完全セルフデーで、￥３，０００円／１人の料金で食事、風呂なしのプラン。 

帰りには、追分付近のラーメン屋で空腹を満たす。やはり北海道、量は大盛りである。 

その後、ながぬま温泉へ帰り途中に寄る。 

今日も、程よい混みようであり、ゆっくり１時間の天然温泉を堪能。 

やっぱり北海道は、温泉天国だ、とつくづく実感した。 

結局、今回の滞在中は１回も自宅のお風呂は使用しなかった。 

夕方は、地元の方に紹介された北広島駅西口にある、おそばの美味しい居酒屋ー山海亭

へ。 

１，５００円／１人でビール２杯、おつまみ２品、おそばのセットに単品を２～３品を

追加。とてもおいしくて、大満足でした。 

ご主人との会話では、おためし移住の方がよく寄ってくれるとのことで、話がはずみ、 

今後、北広島にシーズン・ステイの賃貸住宅の整備をとついついお願いしてしまった。 

あっという間に、２週間が過ぎ、明日の９時３０分には退去しますので、今回の日誌は 

これが最後です。大変お世話になりました。感謝。 

【アロハカントリークラブ】               【山海亭】 
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