
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１日（体験１日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

余震の続く熊本から到着、北広島でのおためし移住でリフレッシュさせていただきます。 

市役所に到着し説明や契約を済ませた後に、体験住宅に移動しましたが、ネットで確認

していた以上に快適そうな住宅です。 

北海道では当たり前なのでしょうが、二重窓！！ 

九州では複層ガラスはありますが、二重窓は見たことがありません。 

窓の外にさらに窓とは寒冷地仕様なのですね。 

 

手荷物を片付け、身の回りの品を購入のため、東光ストアに出かけました。 

事前にリストアップしていた商品を購入していたら、すでに 6時過ぎ。 

今日は、近場で食事することにし、北広島駅近くのお店にお世話になりました。 

明日は、午前中に熊本から送った荷物を受け取り、午後から小樽に行く予定です。 

【おためし移住住宅】                   【串鳥】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２日（体験２日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

当地に着いて初めての朝、カーテンから差し込む日差しに寝過ごしたと慌てて起きまし

た。 

時間を見るといつもの 5時過ぎ。こちらは 1時間以上早い日の出でした。 

 

宅急便の届く間に、次に方の参考になればと部屋の写真を撮りました。 

室内物干しは夫婦二人には十分の大きさです。 

シーツを干すときなどはお風呂場に渡してある長めの伸縮バーで代用できると思いま

す。 

鍋・包丁・食器と備品リストにない品がありましたが、先に体験された方が残して行か

れたようで有難いです。 

 

半袖でも暑く感じる九州からきて、昨日・今日の寒さに驚きました。 

来るまでは北海道が 30度を超す暑さと聞き、送った荷物には夏物ばかり。 

唯一、山歩き用にと入れていたジャケットが役立ちました。 

朝からヒーターを入れましたが、「入」を押すだけで一気に暖かくなります。 

 

お試し住宅では、Wi-Fiルータを貸出していただけます。 

今回は、ノート PC・タブレット・スマホと接続させていただきました。 

北広島市の情報に加え、ここからアクセスの良いお勧めの場所など検索したいと思いま

す。 

 

午後から南樽市場に行きましたが、帰宅後お隣さんから旬のアスパラを頂きました。 

下準備の間は写真・写真、と頭にあったのにあまりの美味しさに写すのを忘れました。 

まだ半分残っていますので、明日ご報告いたします。 

【おためし住宅の設備①】 

 

 

 

 

 

 

 



            【おためし住宅の設備②】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月３日（体験３日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

今日は 6時前に家を出て、石狩厚田港の市場に行ってきました。 

北広島市は、どこへ行くにもアクセスが良く、市場にも一般道で１時間半ほどでした。 

昨年 5月 9日の TV放送を見て、移住体験ができたら行きたいと決めていた所です。 

ここでは、ホタテ、ヒラメ、ニシンの糠漬を購入。 

市場の方に調理方法を聞き、おまけも沢山いただきました。 

 

午後からは、真新しい自転車が２台あるので、サイクリングロードに出かけました。 

エルフィンロードという名前のここは、旧国鉄千歳線跡地を利用して作られたそうです。 

東札幌まで続いているようですが、行けるところまで挑戦です。  

 

歩行者・自転車専用の道路なので、景色や鳥の声を楽しみながら気持ち良く走れます。 

10.9㎞進んだところで引き返しましたが、また行きたいと思います。 

所要時間約 2時間 20分、肌寒い中、気持ちの良い汗をかいてきました。 

 

帰宅後は、ヒラメとホタテの調理に悪戦苦闘しましたが、昨日頂いたアスパラとともに、

北海道ならではの夕食となりました。 

【本日の夕食】 

 

 

 



【エルフィンロード】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月４日（体験４日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

今日も朝から雨模様です。 

ここ数日のすっきりしない天気に、北海道らしい青空をと願っています。 

藻岩山の里山歩きを予定していましたが、明日に延期です。 

 

早めに掃除を済ませ、JRで札幌の中心地まで出かけることにしました。 

お試し住宅から歩くこと１０分で、北広島駅です。 

札幌までは 16分ほどの乗車、大通公園でゆっくりと過ごしラーメン横丁で昼食。 

横丁は、修学旅行生とアジア系の旅行者が大半のように感じました。 

 

帰りは、駅近くのコープさっぽろで買い物。 

こちらのお店には、食料品のほか薬、衣料品、２Fにはダイソーもあります。 

駅界隈には他に、東光ストア・ショッピングきたひろと便利ですが、地元商店が並ぶ商

店街といった所はありません。 

次は、広島本通りを散策してみます。 

【札幌市 大通公園】 

 

 

 



【ラーメン横丁で昼食】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月５日（体験５日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

念願の青空、今日は藻岩山（標高５３１m）に登ってきました。 

山頂には、展望台があり昨年、日本新三大夜景に認定された場所です。 

私たちは、慈啓会病院前コース（２．９km）を登りましたが、ロープーウェイを利用す

ることも出来るようです。 

 

熊本地震から休んでいた山歩き、膝に負担がないようにゆっくりと楽しんできました。 

熊鈴を忘れましたが、山道は休日のため子供さん連れなど多くの方で賑わい、熊の心配

は必要ありませんでした。 

急な上り坂もなく、初心者向けと紹介されていましたが納得です。 

頂上からの眺めは素晴らしく、ぜひ夜景も見たいと思います。 

 

次は、樽前山かアポイ岳に行けるといいのですが・・・ 

【札幌市 藻岩山】 

 

 



【藻岩山からの眺望】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月６日（体験６日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

月・木はこの地区のゴミ出し日です。 

焼却処理施設がない北広島市では、普通ゴミなどは埋め立てしていると初日に説明があ

りました。 

埋立地を長く使うために、生ごみをバイオガス化し、汚泥は、乾燥させて肥料に活用さ

れています。 

熊本でも、ごみの分別や子供会による資源の活用はありますが、生ごみは、燃えるごみ

と一緒に指定袋に入れるだけでした。 

最初は大変かなと思っていましたが、炊事の都度、ポリ袋に入れるようにすれば苦にな

りません。 

 

午後からの買い物では、くるるの杜で地元野菜とお肉を購入。 

新鮮な野菜は、種類も多く、見て回るだけでも楽しめます。 

少し足を延ばせば、三井アウトレットがあるようですが、生ものがあるので、そのまま

帰宅しました。 

 

夕方になり、朝から出したゴミが違反ゴミで残っていないか確認してきました。 

ちゃんと分別したつもりでも、間違うこともあるので・・・ 

でも、赤と黄色の袋は一つも残っていなくて、安心しました。 

【くるるの杜】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月７日（体験７日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

途中から合流の義妹が昨日到着しました。 

義妹は、北海道が初めてなので、世界遺産の知床へ一泊で行くことにしました。 

おためし住宅を６時前に出発し、道央道を利用しても６時間程度かかりました。 

鹿児島から福岡までよりも長い距離だそうで、やはり北海道はでっかいどーです。 

 

何ヶ所か観光地を回りましたが、驚いたのは、知床峠での雪です。 

６月に積雪を体験できるとは思ってもいませんでした。 

途中、エゾシカを見ることもでき、北海道を堪能できた一日でした。 

【道東の名所】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月８日（体験８日目） 

報告者 S さん（熊本県） 

プチ旅行二日目は、厚岸から釧路を経て白糠 IC で道東道を利用しました。 

厚岸は、牡蠣が有名なところなので、厚岸グルメパークで炭火焼きを食べ、釧路では、

和商市場で勝手丼を食べてきました。 

 

義妹は、勝手丼を一度やってみたかったそうで、大喜び。 

色々選んでいたようですが、九州では味わうことのできない八角は、甘みと弾力があり

好評でした。 

残り１週間の滞在中は、北海道の素晴らしさ・大きさを楽しんでもらいます。 

【釧路湿原展望台からの眺め】 

 

 

 

 

 

 



【釧路市和商市場】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月９日（体験９日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

朝からの雨が止んだので、義妹は自転車で出かけました。 

スーパーなどは駅の向こう側ですが、駅構内にはスロープがあり、自転車も降りれば通

ることができます。 

一通りお店を回ったようで、朝食用のパンや珈琲を買ってきました。 

 

夕食は、駅近くの居酒屋で済ませました。 

駅周りは、個人・チェーン店など数多くあり、店舗前の看板を見てどの店にしようかと

悩みます。 

今夜は、以前お勧め頂いたお店にしました。 

店のご主人は、東北地震の際に、山形にお住まいだったそうで「熊本から来てます」と

言うと、熊本地震の話に、しばらく付き合ってくれました。 

真カレイの煮つけが、美味しかったです。 

【炭火胃酒屋 なり】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１０日（体験１０日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

三井アウトレットに行ってきました。 

市内大曲のアウトレットまで、おためし住宅から車で２０分ほどです。 

気になるショップを回り、最後は、北海道ロコで野菜を購入しました。 

北エントランスで義妹を待つ間に、次々と団体のバスが到着していました。 

平日なので、ゆっくりと回れましたが、祝休日は駐車場探しが大変だろうと思いました。 

来週、熊本へ戻る義妹は、お土産などをここで購入しましたが、帰宅後の荷物を見てび

っくりです。 

 

夕方は、いつもの散歩。 

気が付いたことですが、街中にタバコや空き缶の投げ捨てがほとんどありません。 

先日の山歩きでも、落ちていたのは、飴の小さな袋が一つだけでした。 

歩いていて優しい気持ちになります。とても素晴らしいことだと思います。 

ルピナスやオダマキなど花を育てている庭も多く、花を見るのも楽しみの一つです。 

【三井アウトレットパーク 北海道ロコ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１１日（体験１１日目） 

報告者 S さん（熊本県） 

８日(水)から始まった YOSAKOIソーラン祭りに行ってきました。 

大通公園をはじめとする札幌市内約２０会場で、１２日（日）まで開催されています。 

早く着きすぎたので、時計台・道庁赤れんが庁舎などを見た後、「JR 札幌駅南口広場会

場」に向かいました。 

１０時開催なのに、一番前の席で待つこと４０分。 

待ったかいがあり、迫力のある踊りに圧倒されました。 

おためし期間中と祭りが重なり、貴重な体験ができ、みんな喜んでいます。 

【YOSAKOI ソーラン祭り】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１２日（体験１２日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

今日は、富良野・美瑛を回ってきました。 

おためし住宅から高速道路を利用せず、一般道で２時間ほどでした。 

ラベンダーの見頃は、３週間ほど後になりますが、ブルーサルビアやポピーが見頃でし

た。 

お昼は、札幌が発祥のスープカレーを頂き、ジェットコースターの路では、急激なアッ

プダウンに歓声が沸きました。 

 

帰りには、新富良野プリンスにある「森の時計」で休憩。 

１０年以上前でしょうか、ドラマ「優しい時間」で森の中に建てられ、終了後は、カフ

ェとして利用されています。 

前回来たときは、ドラマが終わったばかりで、長蛇の列でしたが、今は、ゆっくりと珈

琲を楽しめます。 

【見頃のブルーサルビア】 

 

 



 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１３日（体験１３日目） 

報告者 S さん（熊本県） 

明日、義妹が熊本に帰るので、小雨でしたが、小樽に行ってきました。 

おためし住宅から高速で１時間ほど、日頃の行いが良いのか、着くころには、雨も上が

りホッとしました。 

運河沿いを散策した後、堺町本通りのお店を回りました。 

ルタオ本店や北一硝子などの外観も素敵ですが、商品を手に取り、目の保養をさせてい

ただきました。 

ランチは、小樽寿司にしましたが、甲殻類が苦手の私は鮭の親子丼を選ぶことに・・・ 

北海道の美味しいものを食べれない事に、残念な思いです。 

 

夕食は、駅前の居酒屋に行きました。 

実は、昨日行こうとしましたが、日曜日は休みだったので、再度伺いました。 

先住者の方も行かれたお店で、ほろ酔いセット 1,500円をお願いしました。 

お店の雰囲気も良く、お酒も進んだところで鹿肉のタタキなど追加して大満足。 

〆のおそばは、本当においしくて、蕎麦湯もタイミングよく出てきました。 

帰り際には、私達が熊本からと気が付かれた常連さんから、「個人宅のお花も綺麗なとこ

ろですから、是非楽しんでください」とアドバイスをいただきました。 

今日も良い一日が過ごせました。 

【小樽寿司】 

 



【北広島市 山海亭】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１４日（体験１４日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

9日間滞在した義妹を空港まで送りました。 

北海道の食材・観光・大きさと全てに驚きと感動だったようです。 

空港まで送った帰りは、北広島市新富町のラーメン山岡家で昼食。 

ストレートの太麺で、熊本で食べなれた豚骨スープでした。 

 

連日の遠出だったので、午後からは、ゆっくりと過ごすことにしました。 

おためし住宅の庭は、名も知らぬ花たちが咲いています。 

短い夏の北海道、次々と花が咲くことでしょう。 

【おためし住宅とラーメン山岡家】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１５日（体験１５日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

今日は、良い天気だったので、自転車で市内を回ることにしました。 

まずは、北広島市図書館。ここは、市内に住んでいなくても、身分証明になるものがあ

れば、利用カードを作っていただけるそうです。 

閲覧コーナー、２階の自習室と全体的にくつろげる雰囲気でした。 

”山めぐり北海道”という表紙に惹かれ、ラウンジコーナーで読んできました。 

居たのは１時間半程でしたが、滞在中にもう一度行きたいと思います。 

 

図書館を出た後は、少し郊外へ・・・ 

田植えの済んだ田圃の向こうに駅界隈がまとまっています。 

今「ゆめぴりか」という道産米を食べていますが、とても美味しいです。 

【北広島市図書館】 

 

 

 

 



【郊外から見る北広島駅界隈】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１６日（体験１６日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

午後にゆっくりしていたところ、突然、携帯から「エリアメール」の音。 

熊本地震の避難先で、日に何度もなる音にビクビクしていたことを思い出しました。 

函館市で震度６弱だそうですが、余震がないことを願っています。 

 

今日は、朝から千歳アウトレットモール・レラ、道の駅（サーモンパーク千歳）へ行っ

てきました。 

アウトレットでは、ネット注文でお世話になっているルピシアを見つけ、北海道限定の

紅茶を購入しました。 

北広島市の三井アウトレットパークは屋内であり、千歳アウトレットモール・レラは屋

外型になります。 

明日からは、事前申請していた娘夫婦が来ます。 

どこへ連れて行こうかと、地図を見るのも楽しみです。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１７日（体験１７日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

３日連続の雨、梅雨のない北海道と思っていましたが、都合よく晴れてくれません。 

今朝の情報番組で、コンビニの顧客満足度１位が「セイコーマート」と紹介されていま

した。 

今までは、セブンイレブンかローソンばかりでしたが、九州にないお店なので、この機

会にと行ってきました。 

店内調理のお弁当も安く、美味しそうでしたが、惣菜の安さには思わず手が出ます。 

 

今夜、到着する娘のために、メロンのアイスクリームを購入。 

赤肉メロンの果汁入りなので、食べるのが楽しみです。 

【コンビニの顧客満足度１位「セイコーマート」】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１８日（体験１８日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

今日は、良い天気になりそうなので、昨夜到着した娘夫婦とともに、今月三度目の小樽

市に行きました。 

娘夫婦を小樽運河前で降ろし、私たちは南樽市場へ向かうことにしました。 

北海道ならではの夕食をと思い、毛蟹やボタン海老を購入することに・・・ 

南樽市場で買い物される方は、地元の方がほとんどと思っていましたが、土曜日とあっ

てか観光客も多く、平日にはない交通整備の方がいらっしゃいました。 

希望する食材を手に入れ、甲殻類が駄目な私と婿のために、筋子・マグロの中落ちなど

を購入。 

贅沢な夕食となりましたが、金額的には信じられないほどの安さでした。 

【小樽運河】 

 

 

 

 

 



【夕食】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月１９日（体験１９日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

今日は、道北の旭川・美瑛・富良野に行ってきました。 

旭山動物園の開園（9：30）に間に合うよう、自宅を７時半に出て、道央道（高速道路）

で２時間２０分でした。 

動物園前で娘夫婦を降ろし、別行動でアイヌ記念館とラーメン村などに行きました。 

「道の駅あさひかわ」では、地元企業のイベントが行われていて、多くの家族連れで、

賑わっていました。 

早めの昼食をラーメン村の“いし田”で済ませましたが、スープの美味しさに飲み干し

てしまいたくなるほどでした。 

男山自然公園にも行きたかったのですが、カタクリの季節だけの開園とのことで残念で

した。 

 

動物園組の方は、急に暑くなったためか、レッサーパンダやライオンなどゴロゴロ状態

で暫く待ったものの一向に動く気配がなかったそうです。 

寒い時期の方が、ペンギンのお散歩などもありお勧めとの事でした。（私感） 

 

帰りに立ち寄った「ファーム富田」では、先週咲いていなかったラベンダーが咲き始め

ていて、パーキングからもラベンダーのいい香りがしました。 

ただ、残念なことに花の香りに敏感な娘は、鼻水・くしゃみ・目のかゆみと散々な状態

でした。 

メロンを２皿購入し、車の中で食べながら、帰路につきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【あさひかわラーメン村】 

 

 

【暑さに弱い動物たち】 

 



【中富良野町 ファーム富田】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２０日（体験２０日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

週末を利用してきていた娘夫婦が戻りました。 

あっという間の３日間でしたが、北海道が初めての婿は、写真でしか見たことのない建

物や風景に感動したようです。 

雪が残る大雪山は雄大で、銀世界の風景も見たいと思いました。 

 

空港までは、おためし住宅から車で４０分ほどで到着します。 

１４時発の飛行機なので、昼食を３階の「ラーメン道場」にしました。 

今月５回目のラーメンですが、店により出汁が違うので、毎回美味しく頂いています。 

 

北広島での生活もあと１０日になりました。 

これからは、私達だけですので、あと一度は、山歩きを楽しみたいと思っています。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２１日（体験２１日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

とても良い天気なので、どこかへ行こうということになりました。 

レクリエーションの森まで、サイクリングと思いましたが、北海道に初めて来たときに

行った、札幌市中央区にある場外市場に行くことにしました。 

市場まで車で４０分ほど、北広島市は、どこへ行くにも便利な場所だと思います。 

平日ということもあり、駐車場に空きがあり、市場の方との値引き交渉を楽しんだりで

きました。 

 

夜は、電車で札幌まで行き、ビール園で夕食をとりました。 

今までは、レンタカーで慌ただしく道内を回っていましたが、おためし住宅を拠点とす

ることで、帰りの運転の心配もなく、北海道暮らしが満喫できています。 

 

明日も晴れそうです、お勧め頂いた樽前山に登ることにします。 

【場外市場】 

 

 



【サッポロビール園】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２２日（体験２２日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

支笏湖近くの樽前山に登ってきました。 

おためし住宅からは、１時間半くらいで着きました。 

７合目駐車場には、９時半に到着しましたが、すでに満車状態でした。 

ちょうど工事中だったので、作業員の方が路肩に誘導してくださいました。 

登山口から山頂までは、１時間程度の道のりですが、高千穂ヶ峰（霧島連山）を思い出

させるようなガレ場で、思っていた以上にハードな登りでした。 

支笏湖を眺めながらの外輪一周は、登り始めのガスも切れ最高のひと時でした。 

山野草を撮ったり、おにぎりを食べたりと２時間半かけて分岐点まで戻りました。 

下山は、あっという間の３５分で、車に戻ることができました。 

滞在中に北海道の山を登りたいと思っていたので、２つ目制覇に大満足です。 

 

帰宅後は、家庭菜園をされているお隣さんから頂いたお野菜で、サラダを作りました。 

無農薬のお野菜は虫食いの跡はありますが、外葉の処理も綺麗にされていて、新鮮その

ものです。 

お隣さんからは地元のお話や、花・野菜の育て方など、色々教えて頂いています。 

【樽前山】 

 



 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２３日（体験２３日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

そばの生産量日本一の幌加内町に来ました。 

ここにある幌加内高校では「そば」が必須科目になっているそうです。 

以前、テレビの特集で、幌加内高校の”新そば祭り”出店や「素人そば打ち段位認定会」

出場の模様が放送されていました。 

機会があれば、日本最大のそば所で食べたいと思っていました。 

今回は、幌加内町の交通プラザで頂いたパンフレット、そば街道に記載されていたお店

に行きました。 

町はずれにあるお店で、天ざるを食べましたが、そばの風味もよく美味しかったです。 

昼食後は、今夜の宿泊地、旭川へゆっくりと向かい、明日の登山のために早めに休むこ

とにします。 

いよいよ旭岳！楽しみです。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２４日（体験２４日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

６時３０発のロープウェイで、旭岳山頂を目指します。 

姿見駅から山頂まで２時間２０分と、通常よりも３０分ほど多くかかりました。 

登り始めは、噴煙の上がる６合目付近まで見えていましたが、７合目を過ぎるころには

前を行く方の姿も見えないほどのガスでした。 

目印を確認しながら着いた山頂は、霧雨とガスで、周りがほとんど見えず残念でした。 

それでも、前日は、午前中のロープウェイが強風で運休と聞き、登れたことに感謝。 

 

下山後は、視界の悪い旭平周辺を散策しましたが、途中から風が吹き一気に視界が開け

ました。 

特に、夫婦池付近は高山植物も多く、雪の残る池の様子にも圧倒されました。 

登山目的ではなく、周辺散策だけでもロープウェイで行く価値があると思います。 

【姿見の池】 

 
 

 

 

 



【高山植物と夫婦池】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２５日（体験２５日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

おためし体験も一週間を切りました。 

今日は、一日中雨の予報なので、留守をお願いしているご近所さん等のお土産リストを

作りました。 

何が喜ばれるかな？と考えるのも楽しいものです。 

リストができたところで、三井アウトレット内の北海道ロコへ買い物に行きました。 

着いたところ、駐車場はかなりの渋滞・・・そうでした、土曜日ということを忘れてい

ました。 

遠くの駐車場に入れ、お土産など色々購入しました。 

 

午後からは、ちょっと早めの退去準備をしました。 

お土産だけの箱は、期日指定で月曜日に発送します。 

もう一度、山に登れるかもしれないと思い、山用品は片付けられずにいます。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２６日（体験２６日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

今日も雨です。 

今年は北海道も雨が多いのでしょうか？ 

小雨模様でしたので、コープさっぽろまで傘をさして買い物に出掛けました。 

途中、雨脚が酷くなり、駅で一休みしながらポスターを見ていたら、今日は「きたひろ

しま３０kmロードレース２０１６」の日でした。 

応援に行こうと思っていながら、すっかり忘れていました。 

先日、サイクリングを楽しんだ”エルフィンロード”が舞台とのことですが、無事開催

されたのでしょうか？ 

 

北海道の６月は、梅雨がないイメージでしたので、今年と昨年の天気を調べてみました。 

今年の晴れが５日に対し、昨年は１１日。 

雨の日が今年７日に対し、昨年は３日でした。 

それでも明日からは天気が続きそうで、最後の山歩きに行けそうです。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２７日（体験２７日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

今日は、恐竜の背中のような山容の、八剣山（正式名称は観音岩山）に登ってきました。 

山頂付近のゴツゴツとした岩山が、剣が８本刺さったように見えるところからついた名

前だそうです。 

八剣山果樹園に駐車し、中央登山口から往復１時間半ほどのコースでした。 

４９８．８ｍと低山ですが、滑りやすい急登坂や、切立った崖など気を抜けない山です。 

山頂では、先客にハヤブサを撮影にみえたご夫婦がいらっしゃいました。 

運よく、手前の岩山にハヤブサが降りたので、撮影の邪魔をしないように、静かに下山

しました。 

ひと月の滞在のおかげで、北海道の山歩きを楽しむことができました。 

もう一山、登りたいところですが、登山用品は荷造りに入れます。 

【札幌市 八剣山】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２８日（体験２８日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

先週までの雨が嘘のように、北海道らしい晴天が続いています。 

今日は、隣町の「花ロードえにわ」へ行ってきました。 

おためし住宅から１１ｋｍと、先日のエルフィンロードでの走行距離と同じでしたので、

自転車で行こうと思いましたが、日差しが強かったので、車で行くことにしました。 

途中のお店で、お弁当と飲み物を買っても、車で２０分の距離でした。 

 

「恵庭農畜産物直販所 かのな」の奥には、花が咲き乱れるスペースがあります。 

木陰にテーブルとイスが配置されていましたので、花を見ながら昼食をとりました。 

我が家のバラは、北海道に向かう前に散ってしまいましたが、ここでは満開でした。 

手入れの行き届いたオブジェは、とても綺麗で楽しませてくれました。 

【花ロードえにわ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年６月２９日（体験２９日目） 

報告者 Sさん（熊本県） 

早く目が覚めたので、早朝散歩に出かけました。 

レクリエーションの森まで、おためし住宅から約３５分の道のりでした。 

中央広場は、木々に覆われて、汗ばんだ顔には、気持ち良いくらいでした。 

北広島高校前の緩やかな上りは、結構長いので、良い運動になります。 

 

午後からは、札幌ドームに野球観戦に行きました。 

リトルリーグで頑張っている孫の応援には行くのですが、プロの試合を見るのは、初め

てなので、行く前からお祭りにでも行くような感じでした。 

住宅からＪＲで新札幌まで行き、駅ターミナルでシャトルバスに乗り換え、３０分でし

た。 

７回に日本ハムが逆転した時には、にわかファンの私達ですが立ち上がって大喜びしま

した。 

帰りは、１１時過ぎになりましたが、初めての野球観戦を楽しむことができました。 

 

明日の午前中に住宅を後にしますので、モニター発信は今日が最後とさせていただきま

す。 

このひと月は、あっという間に過ぎましたが、いろんな出会いがあり、充実した毎日で

した。 

北広島市のおためし住宅は、アクセス・設備など、とても整っていますので、短期移住

をお考えの方にはお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【北広島レクリエーションの森】 

 

【札幌ドームので野球観戦】 
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