
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月２日（体験２日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

12時 45分、北広島市役所到着する。 

正面玄関前に車を止め、13時になったら企画課に打ち合わせに行くため駐車場に待機し

ていると、「澁谷さんですか」と企画課のおためし移住担当の方に声をかけられる。 

宇都宮ナンバーなので、気づいて頂きそのまま企画課に案内いただき、“おためし移住”

の打ち合わせをして契約手続きをさせて頂く。 

その後、お世話になる住宅を案内して頂く。今回、夫婦 2 人、息子家族 5 人が 8 月 5

日まで合計 7人である。 

昨日、到着予定であったが、本日乗船する便が機関整備により欠航との連絡が入る。 

大洗港を目指し車で走行中であった。 

家に戻ると、友人からメールがきて仙台港出発便があるとの事、インターネットに向か

い検索すると空席があり購入する事が出来た。 

これで 1日遅れたが何とか到着出来たのでほっとした。 

北広島市在住の友人に到着の連絡をとると、市内のスーパー、レストラン、温泉、サイ

クリングロードなど、生活に必要な場所を案内頂いたので北広島市内の全体の様子が分か

ってきた。 

夕食は、友人に紹介された和食の店“ふなこしや“に入り、うに、いか、はっかく、カ

レイのから揚げなどに舌鼓をうつ、料金も安いので驚いた。 

約 1ヶ月間ですが、北広島の生活を存分に楽しみたいです。宜しくお願い致します。 

【おためし住宅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北広島市 ふなこしや】 



 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月３日（体験３日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

9時おためし移住住宅を出発する。 

目的地は積丹半島神恵内青少年旅行村だ。 

まず、小樽運河に行きまちを散策する。1 時間位で到着、北広島からは日帰りのコース

だ。 

大型バスで多くの外国人観光客もきている、人気があるのは運河クルーズで多くの人が

列をなしていた。 

大正硝子館で、懐かしいビードロを購入するが昔のものと構造が違い、底だけ薄くいい

音色が出る工夫がされてる。値段は 800円である。 

積丹岬、神威岬を見学し神恵内青少年旅行村のキャンプ場コテージに 1泊する。 

ここは、海を一望できる丘に建ち、静かなところで温泉も近くにある。 

 

明日は、息子家族はニセコに、我々は北広島に戻り幼稚園児の次男を連れて札幌駅に行

く。鉄ちゃんである。 

【小樽運河】 

 

 

 

 

 

 

 



【積丹町 中村屋】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月４日（体験４日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

積丹半島神恵内青少年村を 7：00に北広島を目指し出発するが、どこも寄らずきたので

約 2時間 30分で到着する。 

積丹半島は日帰りで行ける観光コースであり、おいしいウニを食するには最高である。 

昨日の中村屋のうに丼は、東京のうに丼の 2倍以上量があった値段も安く、3000円で

ありおすすめだ。 

我々は孫の鉄ちゃんと北広島到着後、札幌駅に行き出発列車を見に行く、スーパーおお

ぞら釧路行き、スーパーカムイ旭川行き、特急サロベツ稚内行き等を見学し、撮影をする。 

その後、札幌駅を出て地下鉄で大通公園のテレビ塔を観覧する。 

大通公園を散策すると、いろいろなメーカーがビアガーデンを営業していたが、我々は

アサヒのメーカーで一献交える事にした。皆さん楽しくグラスを飲み干していた。 

ウィークデーにこれだけ多くの方が昼間から飲まれているのに感動したが、大部分がリ

タイアした方々だが若い女性もずい分いらっしゃった。 

息子家族（鉄ちゃん除く）は、ニセコでヒルトンホテルの熱気球、温泉、食事を楽しん

だそうだ。 

【大通公園 ビアガーデン】 

 
 

 

 

 

 

 



【ニセコ 熱気球】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月５日（体験５日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

今朝、息子家族 5名は千歳空港向かう。 

短い期間であったが「北海道の食を堪能し、素晴らしい住宅を提供して頂き感謝申し上

げたい」と北広島市を後にした。 

二人だけになると、改めて体験住宅が静かな環境にある事と、住宅の広さに驚く。 

北広島に来てから外食がほとんどで、美味しいものをたくさん頂き酒量も進み、胃も疲

れたので、今日は竹山高原温泉でゆっくり汗を流した。 

温泉までは体験住宅から 10分位で到着した。内風呂と露店風呂があり茶褐色の PH8.5

～10のアルカリ泉であり、ぬめりのある温泉で芯から温まる。 

 

帰りにスーパーコープ札幌に買い出しに行く。 

毎日海産物を食していたので肉にしようかなと思ったが結局、ホタテ、ほっき、ほや、

アワビの刺身といかの刺し身を選んだ。 

やはり北海道の海の幸は関東とは全く違い、新鮮でひと味違う。 

関東では見たことのない三角形の大きな油揚げを購入し軽くあぶって食べたが、これも

美味しかった。 

【北広島市 竹山高原温泉】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月６日（体験６日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

体験住宅で、まだ新しいギアのついた 2台の自転車をお借りしてる。 

6 時に家を出てサイクリングロードに入る。ここは、通称エルフィンロードとよばれ、

北広島から札幌まで JRと並行して作られているそうだ。 

自然林の中を切り開き木立の中を走行するので気持ちが良い、又適当なアップダウンが

あり多少きつい場所もある。 

自転車の他に散歩やジョキングをする方々もいて途中にトイレ、自販機も設置されてい

る。水辺の広場迄行き引き返した往復 40分位だった。 

自転車に乗るのは数十年振りなので、自転車を降りると足が小刻みに震えていた。 

 

滞在中、北海道新聞を購読したいのでインターネットで調べ、販売所の方に来ていただ

き契約をして頂く。 

 

農村レストランに予約の電話をすると、当日の予約は受けないそうだ。 

野菜の購入の目的もあるので、くるるの杜に着くと森の感謝祭のイベントが 8月 7日ま

で開催されている。 

レストランは多くの人が並んでいたので、ここでの食事は次の機会とする。 

新鮮な野菜があるかと会場に入ると長蛇の列が目に入る、うれしい事に海産物のコーナ

ーがありホタテ、かき、ぬかニシンの食材を購入する。 

かきは 7個で 1000円と格安、かきをむく道具はスーパーには無くダイソーにあり購入

する。 

毎日夕食は海の幸である。 

【エルフィンロード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【くるるの杜 杜の感謝祭】 



 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月７日（体験７日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

昨日、くるるの杜で買った牡蠣むきナイフを購入しようと、ショッピングきたひろに行

ったが販売していなかった。 

店員の方が親切にダイソーに置いていると教えて頂き、牡蠣のむき方までアドバイスし

て頂いた。ペンチでかきの殻を砕き、出来た隙間からナイフをいれると簡単に開けるとの

事、実行するとご指導頂いた通り簡単に出来た。 

その方もかきを頂き調理に困り相談した友人からの助言だそうだ。牡蠣の味は、大粒で

プリプリの身がつまりクリーミーで大変美味しかった。 

 

6時起床し、自転車でサイクリングロードを走ると、今日もさわやかな風をうけ快適だ。 

昨日と同じく水辺の広場まで走ることにしたが、適度な高低差と感じていたが結構きつ

く、息を弾ませぺタルを踏んだ。 

 

昨日の牡蠣の味をもう一度たのしみたいと思い、くるるの杜の感謝際会場にアイスボッ

クスをさげて行くが、海鮮類のブースが無いので係の方に尋ねると昨日 1 日だけの企画だ

そうだ。残念。せっかく来たのでメロンを買って帰る。 

 

昼食は、ラーメン真舎で済ませ、北広島ふるさと祭り会場に行くと舞台で北広島相撲甚

句会、近大相撲部の皆さんの唄に聞きほれた。 

この後、会場では YOSAKOIわくわくエルフィンフェステバルの午後の部が始まり、北

海道の各地区から 28チーム参加だそうだ。 

皆さんの一生懸命踊る姿と迫力ある演技を拝見し感激した。 

【北広島市 真舎】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【北広島ふるさと祭り】 

 
 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月８日（体験８日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

5時 30起床しサイクリングロードに向かう。 

昨日おこなわれた、北広島ふるさと祭り駅前会場は、仮設テントや多くの屋台で賑わい

楽しませて頂いたが、今朝には一部を除き撤去されて綺麗に片付いていた、昨夜解体され

たと思うが相当時間がかかったと思う、関係者の皆さんに感謝申し上げる。 

サイクリングロードの駅近くで、本格的サイクルウエアーにヘルメット姿の、同年配の

男性と話をする。東京から遊びで来道し、初めてこの道を利用したそうだ。 

札幌から走ってきたが、「ここのロードはアップダウンがきつくかなりハード」であると

の事、時間は 38分かかったそうだ。 

自宅近くでも専用道路で自転車を走らせているが、東京のサイクリングロードは、河川

沿いに整備されているので平坦な道だそうだ。初対面である初老の二人が、互いに健闘を

たたえ別れる。 

 

今日は家内と東光ストアに買い物に出かける。夕飯の食材は魚と決め、売り場をのぞく

と新鮮なものがたくさん揃っている。 

かなり大きい太ったアジを三枚におろしてもらい、たこの刺身、脂ののった宗八カレイ

の開き、にしんの開き、を購入する。 

お店の方の話だと、13日（土）はマグロの解体ショーをおこなうそうだ。今週は本マグ

ロの赤身を食したい。 

 

3時より天皇陛下お気持ち表明、「生前退位」のご意向をテレビで見た、国民の一人とし

てお話しを理解し、長い間のご公務に感謝申し上げたい。 

 

夕方、北海道に来て初めて大曲緑ヶ丘のカーウォッシュランドに洗車に行く。孫達と積

丹岬で浜に行き砂だらけで掃除のしがいがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【エルフィンロード】 

 
【北広島市 東光ストア】 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月９日（体験９日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

6時 30分、白の自転車でサイクリングロードへ出発。 

今日で 4日目だが、家内は膝が良くないので、毎日一人である。 

最低気温 23℃と新聞に表示されていたが、冷たい風が吹き、体感温度は 17～8℃位に

感じ肌寒い。 

駅までかなりきつい上り坂を通り、右手に建設中の市庁舎見て、だらだら坂をのぼるか

なりきつい坂道だ。 

跨線橋にさしかかると、そこからは下り坂になり、一気に水辺の広場に着く。 

息が上がり、汗をかき体も暖かくなる。 

その先は上り坂であり、体力・気力がなく、次の機会に挑戦しようと思う。 

走行中に、道路を横断する何かが見えた、自転車を止めて観察すると、およそ５㎝位あ

るエスカルゴ料理で食べるような大きなカタツムリだ。 

午前中は、腰痛持ちなので椅子に座ってパソコン作業をしようと思い、段ボール箱を利

用して机を作る。結構、使い勝手が良く楽である。 

午後よりダイソーに買い物に行くと、あまりにも大きなフロアーなので驚いた。宇都宮

の倍位あると思う。 

３時より、北広島団地イメージアップ動画撮影が、おためし移住体験住宅 2で行われる。

企画課の担当の方が「騒がしくなるので」と、わざわざご挨拶に来ていただき恐縮した。 

この付近は、駅に近くスーパー、ショッピングセンターが数件並び利便性に優れ、街並

みがきれいに造成された団地であり、素晴らしい環境である。 

【カタツムリ】               【建設中の市庁舎】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【エルフィンロード ～水辺の広場～】          【パソコン机】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１０日（体験１０日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

６時、日課となったサイクリングに出発する。 

今日は、長袖の上着を来ていても寒く感じる、おそらく気温は 15℃位と思う。 

今日は、初めて家内が参加する。 

私には、ついて来れないと思っていたが、私より息が上がらずついて来た。 

往路の水辺の広場までは、ほとんどギアチェンジをしなかったそうだ。 

数ヶ月前までは、週 3～4回クロールを 1,500ｍ位、泳いでいたので、大腿部には自信

があると思う。 

9時、栗山町で体験移住をされている友人と、北広島在住の友人が訪れる。 

お互いに情報交換をした。北広島市は、駅まで徒歩で 10 分かからず、札幌までは、電

車で 20分位である。 

大きな区画で整然とした街並みで、利便性に優れている。 

北海道「住みよさランキング」で 3年連続 1位だ。 

お世話になっている体験住宅を見て頂いたが、家の大きさ、設備に驚いていた。 

午後、グラッセホテルに隣接された天然温泉楓楓に行くが、3時に開店との事。 

1時間以上待つので、上野幌駅近くの天然温泉森のゆに変更する。 

ここは、午前 9時～午後 10時、入館料は、630円である。 

ここは、パークゴルフコースと併設されている。 

料金は 18ｈ630円、半日 840円、1日 800円である。 

私は、見たことが無かったが、温泉の目の前がコースになっているので、大型のマッサ

ージ器（10分￥100）にかかりながら見学した。 

どのようにプレーをするのか良く分かった。 

体験住宅から 9ｋｍ、15分くらいの所に位置する。 

【水辺の広場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【森のゆ】               【パークゴルフ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１１日（体験１１日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

4時 50分起床、カーテンを開け外を見ると、年配の女性が数人散歩をしていた。 

一人は、長袖の上着に手袋をし、他の方も厚手のジャンバーを着ていたので、8 月であ

るのに、そんなに気温が下がっているのかと驚いた。 

6 時、いつものようにサイクリングに出発するが、かなり寒いのかと思っていたが、風

が無く寒さは感じない。 

途中、サイクリングロードで、クワガタの雌が道路を横断しているのに出会う。 

水辺の広場に到着し、先に進むか迷ったが、初めて自転車の駅まで行くことにした。 

割合高低差もなく 10分位で到着する、家から 8ｋｍ、往復１時間くらいである。 

自転車の駅に到着すると、駅舎の屋根に大きなカラスが２羽、大きな太い声を発してい

た。 

北広島に来て初めてカラスの姿を見たが、ゴミ集積場が荒らされない構造になっていて、

カラスの餌場になっていない事が要因か、また、カラス自体少ないのであろうか。 

宇都宮ではカラスが多く、ゴミを散乱させる。生ゴミは、指定された道路、歩道スペー

スに置き、集積されたゴミ袋をネットで覆いカラスからの攻撃を防いでいるが、頭が良く、

数羽が連携をとって網の隙間から袋を破りゴミをあさっている。 

防衛手段としては、ネットの上に重しを乗せたり、カラスの嫌いな匂いのする薬剤を散

布したりするが、大した効果はないので、時に石を投げて追い払う。 

我々の団地でも、このようなゴミ置場がほしいとの要望が多いが、しっかりした集積場

を作るには、十分なスペースが無い。 

不思議な事がある。関東地区では、飼い猫や野良猫がうろうろしている光景を、見るの

が当たり前のことであるが、今まで一度も猫を見たことが無い。なんでだろう。 

 

今日の新聞にユニクロの広告が入っていたので、厚別区のひばりケ丘タウンプラザ店に

買い物に行く。およそ 12ｋｍ、20分位で、森の湯の少し先である。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【エルフィンロード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【エルフィンロード ～自転車の駅～】           【クワガタ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１２日（体験１２日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

昨日、おためし移住体験日記で、カラスについて投稿させていただいたが、今朝、今迄

見たことが無かったカラスが５羽、大きな声で鳴いていて、近所のお宅の玄関口にたむろ

している。 

そういえば、昨日バーベキューを楽しまれていたので、その匂いを嗅いで集まったよう

だ。 

カラスたちは、その場に数分いたが、きれいに片づけられていたので、餌になるものが

無く退散した。 

 

６時、サイクリングに出発。 

気温は、昨日迄とは違い、高く感じたので半袖で出かける。 

受ける風はさわやかである。 

今日は、水辺の広場で戻ってきた。 

今日で１週間経つので、だんだん慣れて軽やかに自転車のぺタルを踏めるかと思ったが、

そうは簡単ではない。 

市役所を通り過ぎ、跨線橋までのだらだら坂が一番きつい。 

雨が降らない限り、毎日挑戦しようと思う。 

帰り道、注意してカラスを探したが、見かけることが無かった。不思議だ。 

午後から家内が札幌の親戚に伺うので、北広島農産物直売所にて富良野産メロン２個

（￥1400*2）と切り花２束（トルコキキョウ￥360，スターチス￥290）を購入するが、

家内は切り花の安さに驚いていた。我々の住む地域の半値以下である。 

午後から、いとこが札幌から妻を迎えに来てくれ、たくさんの野菜と太いタコの足をも

ってきてくれた。 

妻は、札幌の親戚宅に泊り、夕食は一人なので、東光ストアでまぐろの解体ショーの企

画があると聞き、赤身を食べようと考えていたが、やめてタコにする。 

いとこが、体験住宅の玄関前に咲く花を見て、これは、ねじれ花だと教えてくれた。 

白クローバーの中に細くねじれた小さな花が咲いている。 

今日高校野球は、栃木の作新学院が出場するので、これをテレビ観戦する。 

対尽誠学園 3-0で勝利する。 

北海道も、クラーク国際は残念であったが、北海は勝利し次の試合が楽しみだ。 

 

 

 



【トルコギキョウ】 

 
 

【ねじれ花】 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１３日（体験１３日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

６時、エルフィンロードに向かって出発する。 

往路、水辺の広場で休むことなくＵターンする。 

このコースにだんだんと慣れてきたが、やはり、往路の市庁舎からＪＲ千歳線跨線橋ま

での間がきつい。 

家に帰ると、ドーン、ドーン、と低い音が響く。 

一瞬、どこかで発破をかけているのかと思ったが、陸上自衛隊千歳駐屯地の演習の大砲

音ではないか。 

皆さんの国土防衛、災害派遣活動に心より敬意を表する。 

 

昨日、家内が札幌で回転ずしトリトンで食事をとったが、つぶ、ぼたんえび、ほたて、

など新鮮な魚介類で美味しく、何と言っても安さに驚いたそうだ。 

参考までうにの軍艦巻きが、２貫で￥３２０だそうだ。 

家内と一緒に来週食べに行く事にした。 

 

午後より、北広島クラッセホテルに併設されている、天然温泉楓楓に行く。 

ここは、竹山高原温泉、天然温泉森のゆと同じ、茶褐色のアルカリ温泉だ。 

ここも、森の中に立地しているので、特に露天風呂の入浴は、リラックスできる。 

ここ数日間は、遠出する事無く、オリンピック、高校野球と目が離せず、チャンネルを

変えながらテレビ観戦だ。 

夕方、家内に不足している食材を買ってくるよう頼まれる。 

家から 600ｍ位の所に、小さなスーパー、ショッピングつむらがあるので、こちらで買

い物をする。 

【エルフィンロードから JR線路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【天然温泉 楓楓】              【ショッピングつむら】 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１４日（体験１４日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

４時３０分起床、卓球男子団体で、対ポーランドをテレビ観戦する。 

スイッチを入れると、第３試合ダブルスが始まるところであった。 

第 1、第 2 試合シングルスは、日本の連勝であり、次の試合を勝てば団体戦勝利であっ

た。 

第３試合ダブルス、第４試合シングルスで連敗。 

しかし、第５試合で水谷が勝ち準々決勝進出だ。 

途中でサイクリングに出かけたので、結果は帰ってから知った。 

５時 45 分、少し肌寒いので、長袖の上着をはおり、エルフィンロードを目指し自転車

をこぎ、途中で休憩する事無く、自転車の駅まで一気に走らせた。 

往路はきついが、帰りは快適だ。 

途中散歩の方々とすれ違い、我々と同年代か少し先輩の方が袋をもって、道路脇の草む

らに入った。 

その方は、山草か木の実を採られているのかなと思ったが、よく見ると道路に投げられ

たゴミを、散歩をしながら回収しているのである。感謝申し上げる。 

１時間位して家に戻る。朝食は、いただいたタコで、炊き込みご飯を作ったので、これ

を食する。 

宇都宮でもヨーグルトは、カスピ海ヨーグルトを種菌とし、生乳で作っている。 

ヨーグルトには食物繊維の豊富なチアシードをふりかける。 

ヨーグルトがなくなったので午後から、家内に頼まれコープ札幌にヨーグルト、牛乳を

買いに行く。 

カスピ海ヨーグルトもいくつか種類があり、生入 100％は粘りがあり美味しい。 

売り場に行くと他のヨーグルトは沢山あるが、この種類は無いので店の方に在庫確認を

して頂き、あったので購入する。 

宇都宮でも同じで、この種類は人気があり、不足するのである。 

 

午後からは、高校野球のテレビ観戦だ。 

八戸光星 9―東邦 10 で、最終回東邦 5 点を入れサヨナラ勝ち、誰しも光星の勝利を確

信していたであろう、両選手諸君の活躍に拍手を送りたい。 

 

 

 

 



【エルフィンロード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自転車の駅】                    【水だこ】 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１５日（体験１５日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

5時 50分、日課となったサイクリングに出発する。 

今日で 10 日目であるが、だんだんと慣れてアップダウンの道路も軽快に走れるのかと

想定していた。 

しかし、甘かったのだ、日を追ってきつくなってくるので、落胆する。 

昨日、道路のごみを拾いながら散歩をしていた女性の方とすれ違う、やはり、ごみ袋を

片手に歩いている。 

いつもこの道路はきれいで、ごみを見かけることが無い。 

この方々のおかげで、きれいに保たれているのだと、改めて感謝申し上げる。 

 

午後、北海道神宮を参拝する。 

ここは、北海道の開拓・経営を守護するために、明治天皇により北海道の地に祀られた

そうだ。 

ＪＲ北広島駅から乗車し、新札幌で東西線に乗り換え円山公園で下車、ここからバスに

乗り、5分で神宮に到着し、バス停のすぐ後方が神宮の表参道の鳥居である。 

円山公園に隣接した森の中に、荘厳な境内がある。 

裏参道を歩いても 15分程である。家から 1時間 30分位で着いた。 

 

昼食は、回転ずしトリトン、先日、家内が「安くて、おいしかった」といったチェーン

店に行く。場所は、円山公園の 1つ先の駅だ。 

店に着くと 30 人位の人が順番を待っていたが、我々も名前を記入して、順番を待つこ

とにし、40分後やっと食事にありつける。 

待っている間、価格表を見てネタによっては、1 貫の値段かと思っていたが、すべて 2

貫である。 

私は、あわび（￥530）、ヒラメの昆布じめ（￥420）、ホタテ（￥320）、くじらベー

コン（￥230）、活つぶ（￥420）、大トロ（￥530）、さんま（￥190）、うに軍艦（￥320）、

大トロサーモン（￥270）を食する。 

値段は（税抜き）で、安くて、美味しかった。 

2人で 20皿食したので、食べ過ぎて夕飯は抜きである。 

 

 

 

 



【北海道神宮】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回転ずし トリトン】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１６日（体験１６日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

6時 50分、日課となったサイクリングに出発する。 

エルフィンロードの近くにある、総合体育館の表示があったので、立ち寄ると立派な大

きな施設で、敷地内もきれいに管理されている。 

朝早くから庭園の手入れを業者の方が行っていた。 

 

今日は、台風の影響なのか暖かい風が吹き、肌寒さは全く感じない。 

だらだら坂はかなりきつく、相変わらず、ゼイゼイ息を弾ませながら水辺の広場に向か

う。 

年齢のせいかかなりきつい、この分では、滞在中に札幌までサイクリングロードを使っ

て行けるのか疑問だ。目的地到着後すぐに、Ｕターンして家に戻る。 

 

朝食後、お隣の奥さんが、ご自宅で作られたトマトを持ってきていただいた。 

しばらく、家内と情報交換をしていた。 

家内が、帯状疱疹の疑いがあり、北広島病院に行くと、受付の女性が「隣のビルにやま

と皮膚科クリニックがある、もしお盆で休みであれば、外科の方で見る事も出来る」と親

切に対応して頂いた。 

今日から、通常どおりの診察であり、9 時過ぎにやまと皮膚科に行くと、多くの患者さ

んであふれていたので、午後の予約をとった。 

診察の結果「少し様子を見よう」との事だった。 

 

食材を求めて初めてマックスバリューに買い物に行く。 

外気温が低かったせいもあるのか、店内は、かなりクーラーが効いていて、震えあがっ

た。 

いつも感じる事であるが、夕方、太陽が沈み薄暗くなっても、家々に明かりが灯されな

く、暗くなってから点灯される様だ。 

電力事情を理解しての協力の現れだろう。 

栃木での生活を振り返ると、陽が沈まないうちに必ず電気を点けるのが当たり前になっ

ているので、見習わなければならない。 

 

 

 

 



【こすもす橋から輪厚川を見る】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北広島市総合体育館】        【北広島病院（右）、やまと皮膚科クリニック（左）】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１７日（体験１７日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

今日は、台風の影響で朝から弱い雨が降っているので、8 月 6 日から続けているサイク

リンは中止とする。 

雨天の予報であることと、甲子園での高校野球で、作新学院（栃木）対花咲徳栄（埼玉）

の試合があるので、どこにも出かけないことを決め、終日テレビ観戦とする。 

栃木県大会では、数試合、作新学院の試合に足を運び応援してきたが、ここ数年で一番

良いチームであると思われる。 

６対２で勝利する。北海も、対日南学園戦、４対１で勝利する。 

両チーム選手諸君、明日のベスト４を目指し健闘を祈る。 

 

今日は、インターネットを接続しようとするが、ほとんど繋がらない。こちらに来て初

めての事であるが、台風の影響であろうか。 

今、ニュースで台風が９年振りに襟裳岬付近上陸との報道があったが、北広島の体験住

宅においては、今のところ全く影響はない。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１８日（体験１８日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

台風一過、気温は 20℃位であろうか、大変さわやかな朝だ。 

６時、サイクリングに出発する。 

いつもの朝と違い散歩する人、自転車を走らす人が、半数位である。 

きっと、台風の後なので、控えているのであろう。 

帰宅し、朝食をとっていると、小学生がランドセルを背負って歩いている。 

寒冷地は、夏休みが短く、冬休みが長いと聞いているが、もう学校が始まっているのだ

ろうか。 

パソコンに向かいインターネットで検索したい事項があるので、接続しようとするが、

なかなか繋がらないので諦める。 

朝刊を開くと 2面に管狭窄症、「手術せずに撃退！激痛が治まった！杖なしで歩けた」の

活字が目に入る。 

私も、この病であるので早速購入しようと、コンビニに行くが置いていないので、本屋

さんの場所を聞くと、コープさっぽろにあるとの事で購入する。 

座っている時は何でもないが、立ち上がり、歩き出すと腰と太ももの裏と腰が痺れてく

る。この本を読み、改善出来れば嬉しい。 

 

昼食は、焼き立てのパン屋さんアンユイットで購入する。特にブドウパンは、今迄見た

ことの無い程たくさんのブドウであふれていた。 

 

今日も、高校野球は、ベスト 4を目指しての中継があり、終日テレビ観戦だ。 

結果、北海、作新共に勝ち準決勝に進む、共にいい試合だった。 

20日の準決勝、両校の試合を応援し決勝で、栃木作新学院対北海道北海戦が実現出来れ

ば最高だ。両校の健闘を祈る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【台風一過のエルフィンロード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パン屋さんアンユイット】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月１9日（体験１9日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

今日は、日本海方面へ旅行に出かける。 

当初予定では石狩湾に出て 231 号線を北上し、留萌か天塩に 1 泊して稚内に行く計画

だったが、家内の体調と高校野球で作新が勝ち上がって、明日準決勝なのでこれを中止と

する。 

 

北広島から日帰りで帰るコースを選択する。 

石狩市から海岸線の道路を北上し、留萌から高速に乗り、家まで戻るコースだ。 

日本海沿いで美味しいものが食すことが出来れば幸いである。 

 

231号線に入ると道路は、車の通行は少なく快適に走行できる。 

しかし、自転車で旅をする方が多く見られ、注意して運転しなければならない。 

特にトンネル内では危険だ。 

海岸線を走行中、雄冬岬に、展望台入口の表示があったので、山の上からの景色を楽し

もうと、右折して山岳道路を上ってゆくと駐車場がありここが行き止まりだ。 

 

しかし、ここでは全く海も見えない。 

前を見るとかなり急な階段があり、展望台までここを上らないといけないのだ。 

あまりにもきつそうなので、戻る事にする。 

 

後続の車が来たので、上られるかとバックミラーを見ていたが、我々の後をついて来た

ので同じ考えと察知した。 

 

昼近くなので、道路沿いにある民宿雄冬という食堂に入る。 

お客さんは誰もいないが、まず、目に飛び込んできたのは、うに丼（ばふんうに）と書

いた品書きだ。 

我々がたまに口にする“うに”は、“むらさきうに”で、これを食することは無い。 

家内とあまり期待はしないで、これを注文するがこんなに驚いたことは無い。 

“うに”はどんぶりに山盛りであり、ご飯の間にも、“うに”が挟まっているではないか、

黄金色の“ばふんうに”最高である。 

値段は￥3000で、安く、美味しく、量が多く感激した。 

 

この地域へは北広島から、ゆっくりと、無理なく日帰りで楽しめるコースだ。 



 

 

 【石狩湾の海水浴場】                【雄冬の食堂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食堂のメニュー】              【うに丼（ばふんうに）】 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 20日（体験 20日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

天気は終日、雨の予報であるが、9時ごろ一瞬雨がやみ、空が明るくなった。 

2 日間サイクリングをしていないので、自転車を物置から出し、エルフィンロードに向

かう。 

 

レクリエーションの森入口を過ぎ、跨線橋まで来ると空が暗くなり雨がぱらついて来た。 

すぐUターンし、一生懸命こいで来たのでびしょ濡れにはならなかった。 

 

今日は、10時から高校野球準決勝 作新学院×明徳義塾、北海×秀岳館の試合だ。 

熱戦をくりひろげた結果、作新、北海が勝残り、明日頂点を目指し決勝戦だ。 

両校の健闘を祈る。 

 

昼食は、スーパーマックスバリューの中にある、“らーめん北彩”で広東麺を食す。 

野菜がいっぱい入り味も美味しく量も多い。 

隣で大きなお皿の中にあんかけをかけた食事をされている。 

これは何というメニューか店員さんに尋ねたら、焼きそばであるとの事、次は、これを

注文しようと思う。 

 

風呂は、クラッセホテルの楓楓で茶褐色の露天風呂につかり、森の中でしとしと降る雨

を楽しみ、ゆっくりと過ごした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 【エルフィンロードからのＪＲ線】      【エルフィンロードより新庁舎建設中】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【らーめん北彩】              

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 2１日（体験 2１日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

今日夕方、台風 11 号が北海道に上陸する予報だが、今朝はまだ影響もなく薄日がさし

ている。 

サイクリングに出発する。 

エルフィンロードの高低の変化する場所と大体の距離を熟知したので、スイスイと走ら

す事を頭に描いていたが運動不足の私には、日を追って苦しくなる。 

やはり、水辺の広場まで行き、引き返す。 

 

2時から高校野球の決勝戦なので、午前中にスーパーに行き、買い物を済ます。 

 

いよいよ、作新学院×北海、夏の甲子園最後の試合、決勝戦だ。 

北広島おためし移住体験住宅でテレビ観戦だ。 

途中まで観戦した結果、作新学院×北海 7－1 で作新学院の優勝だ。 

残念であったが、準優勝、北海選手諸君には健闘の拍手を送りたい。 

 

5 時より、札幌すすきのの居酒屋さんかいで、加入している会の北海道支部懇親会があ

った。 

北広島在住の友人に誘われ、関東から栗山町に体験移住されている会の友人夫妻と、参

加し情報交換をさせて頂く。 

 

帰りは、かなり台風の影響で雨、風が強く、ずぶぬれになるであろうと覚悟していたが、

予報とは違っていて、傘も必要なく駅から歩いて帰宅した。 

 

【南の会北海道支部懇親会】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 22 日（体験 22 日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

先週末企画課より連絡を頂いた。 

私が、おためし移住体験日記の中で、台風の影響でインターネットが繋がりにくいと書

かせて頂いた。 

私はてっきりそれが原因と思っていた。 

それをご覧いただき、確認したところ原因は wi-fi ルーターが上限に達していたとの事

だ。 

朝、自転車で市役所に伺い、別のルーターと交換し貸し出して頂く。 

 

午前リオ、オリンピックの閉会式が行われ五輪旗引継ぎ式にて、小池東京都知事がこれ

を受け取り、いよいよ東京オリンピックの実感がわいてきた。 

 

天候が悪く、洗濯物が乾かないので、駅近くのコインランドリーに行くが、数名の方々

が列をなして順番を待っていた。 

 

企画課より、台風接近による被害対応と避難する必要があった場合の緊急避難場所の連

絡があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【オリンピック閉会式】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コインランドリー】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 23日（体験 23日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

台風 9 号が北海道日高付近に上陸したが、北広島市内全体は分からないが、体験住宅付

近は殆ど影響が無かった。 

 

雨が続き洗濯物が乾かないので、駅近くのコインランドリーに行くが、昨日と違いお客

さんは 1人しかいないので、すぐ乾燥機を使うことが出来た。 

9 時過ぎて小学校がランドセルをしょって歩いていたが、台風が北海道に上陸するので

始業時間を遅らせたようだ。 

 

天候が回復したので昼食を済ませ、エルフィンロードを自転車で走る。 

今日は、初めて学習の森まで走らすことにした。 

台風の影響がどの程度あったのか、途中こすもす橋から輪厚川を見ると、そんなに増水

した形跡はない。 

また、道路走行中 JR千歳線の方から道路に水が流れている程度である。 

おそらく市内は大丈夫であろう。 

 

体験住宅からエルフィンロード自転車の駅まで走り休憩をする。 

ここには、自転車の貸し出し、トイレ、パンフレットがあり、嬉しいことに冷水のサー

ビスがあったのでのどを潤す。 

今迄、早朝この道路を走っているのでいつも閉まっていると思っていた。 

 

ひと息つき、初めて学習の森まで走るが殆ど緩やかな下り坂で、軽快に走らせているが、

ふと頭によぎったのは、帰りが上り坂だ。 

しかしこの間の勾配は、市役所から跨線橋の間と比べるときつくは感じなかった。 

体験住宅から休憩を含め往復で 1時間 20分であった。 

 

夜、北広島の友人と一献交え、情報交換を行った。 

 

 

 

 

 

 



【こすもす橋から輪厚川を見る】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【エルフィンロード学習の森】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 24日（体験 24日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

6時 50分体験住宅を出発する。 

久々の快晴でさんさんと降り注ぐ日の光を浴び、エルフィンロードを目指す。 

市役所から跨線橋までのだらだら坂を上りきるまでに、汗で背中はぐっしょりだ。 

上りきるとそこからは、下り坂で一気に軽快にぺタルを踏み込み自転車の駅に到着する。 

一休みすると、さわやかな風を受ける。周辺の景色をながめていると、秋も遠くなく感

じた。 

 

札幌市平岡の生鮮市場で買いものをする。 

みずみずしいレタス、トマト、アスパラを購入する。 

海産物も新鮮で生まぐろの刺身、あわび、など豊富にあった。 

 

昼食は外食する予定だったが、新鮮なネタのちらし寿司が目につき、これに変更して帰

宅後食するが大変満足した。 

 

夕方、初めて自転車で輪厚川の広栄橋を渡り、左岸の自転車道路を 30分程走らせる。 

 

台風 9 号の影響が気になっていたが、河川の草の倒れた状況で、増水の程度が少なかっ

た事が分かった。 

 

【エルフィンロード自転車の駅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【札幌平岡生鮮市場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【輪厚川 広栄橋から 】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 25日（体験 25日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

7時 40分、日課となったサイクリングに出発する。 

駅前通り、稲穂町西 5 の信号から広島本通り交差点までの間が最初の勾配のきつい坂道

である。 

ここは自転車道路、歩道がラインを引いて区分けしてある。 

今日は遅い時間なので、右側の歩道を小学生が集団登校していて、左側を自転車の私は

通行する。 

私は、かなり息を弾ませているが、横に子供たちがいるので努めて平静を装った。 

駅からエルフィンロードに入ると、普段は来る時間帯が早いので気が付かなかったが、

通勤、通学の人たちがかなり利用しているのだ。 

 

午後から、家内の叔母が札幌の高齢者向け住宅、元町の施設に入居しているので面会に

行くと、我々を玄関の前で出迎えてくれた。 

90歳になるがお元気で現在も施設内で自立して生活をしている。 

我々も近い将来の事を考え、施設の見学と利用料金などお聞きした。 

室内は、ベッド、家具を置くスペースと別にクローゼット、トイレがあり風呂は共同で

あるが、ビジネスホテル位の広さだ。 

また、入居者のうち、現在介護の必要の無い方も多数いるようだ。 

 

夕方、温泉楓楓に行く、いつも早い時間ですいていたが、混雑する時間帯で宿泊、ゴル

フのお客でいっぱいであった。 

 

夕食は、駅前のふなこしやを予約し、生さんま、アスパラ、かすべのほほ肉のから揚げ、

ほっき、ホタテ、つぶ貝、イカなどを食す。 

すべて美味しかったが、特にかすべ、ほっきのきもは感激した。 

店内は、予約のお客さんで満席だったので、TELをして席を確保していて良かった。 

 

 

 

 

 

 

 



【エルフィンロード近づく秋】 

 

 

 

 

 

 

 

【札幌平岡生鮮市場】 

 

 

 

  

【札幌のサービス付き高齢者住宅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ふなこしや】 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 26日（体験 26日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

6時 50分、物置から白の自転車を出しサイクリングに出発だ。 

今まで 2 台の自転車を貸して頂いているが、特に理由もないがすべてこの自転車を利用

する。 

 

エルフィンロードに入り、水辺の広場に向かうが、市役所を通り過ぎると目的地まで、

自転車や散歩の人と全く会わない、こんな事は初めてだ。 

たぶん、天気予報が雨なので外に出るのを控えているのであろう。 

帰宅するまで雨には降られなかったが、北寄りの風が吹きかなり涼しかった。 

 

家内は午後から札幌の大丸に買い物に行く。 

私は、北広島市芸術文化ホールで原爆展が 8/24から 8/28迄の間、開催されているの

でこれを見に行く。 

原爆投下後の市内の状況や市民の痛ましい姿の写真、又市民や子供たちが描いた絵、爆

破によって曲がった眼鏡、瓶、針、等が展示されていた。 

改めて、我々は永遠に平和な日本を築かねばならないと思う。 

 

今日は、終日気温が上がらずおそらく、15℃位の気温であろう。 

北海道に来て、はじめて、寒く感じる 1日であった。 

 

家内が帰宅し、大丸で生まぐろのかまを買ってきたので、調理し刺身で食する。 

久々のまぐろ美味しかった。 

生鮮市場で購入したレタスは今日になってもみずみずしく、こんな美味しい野菜は宇都

宮では無い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【北広島市芸術文化ホール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【原爆展】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 27日（体験 27日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

6時サイクリングに出発。 

半袖、半ズボンで外に出るが、かなり寒く家に戻り、ジャージに着替える。 

 

今日は、かなり気温が下がり、道行く人たちも、長袖の衣服をまとっているが、寒くて

背中を丸め歩いている。 

秋の気配を運ぶ冷たい朝の風である。 

 

おためし体験住宅 2 に滞在している、宮城県の千葉様が台風の影響を避けるため、予定

を早めて帰途につくので朝ご挨拶をさせて頂く。 

8/29、乗船予定のフェリーの欠航が決定し、台風の進路状況を判断して 3日遅らせ 9/1

出港のフェリーを予約する。 

北海道の旅、往路、復路とも予約フェリーは欠航となり、バタバタであった。 

 

午前中、栗山に滞在しているご夫妻に段取りをして頂き、北広島の友人 2 名と長沼水郷

公園のパークゴルフで合流しプレーをする。 

料金はプレー費￥500、用具使用料￥200、と安い。 

ご夫妻は、自分のクラブを持ち、いろいろな場所で楽しんでいるそうだ。 

私達は、殆ど経験は無く、細かいルールも分からないが、ゴルフと同じと理解し 1.5 ラ

ンドプレーをした。 

場内は、広々とし、きれいに整備され、芝の状態はふわふわして良く管理されている。 

爽やかな風が吹き、プレーヤーもそんなに多くなく、スムースにプレーが出来て快適だ。 

 

昼食は、予約して頂いたレストランハーベストでハンバーグ￥950を食する。 

野菜の付け合わせもたくさんあり、美味しかった。 

人気のあるレストランでお客さんが大勢列をなしていた。 

 

夕方、北広島の友人と駅近くの魚民で一献交え、情報交換を行う。 

 

 

 

 

 



 

【パークゴルフ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ハーベスト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 28日（体験 28日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

天気は雲一つない快晴だ。 

今日は、日課のサイクリングは水辺の広場まで走らす予定だ。 

エルフィンロードから札幌方面を見ると青い空がきれいだ。 

 

写真を撮ろうとシャッターを押すが、作動しない。 

調べてみると、昨日充電をしていたので電池を入れないで、来てしまった。 

 

真駒内アリーナでHTB イチオシ祭りが開催されているので見学に行く。 

北広島から JRに乗り、新札幌で地下鉄東西線、西 11丁目で下り、ここから、じょうて

つバスで曙町下車、バス停から徒歩 10分で到着する。 

自宅からおよそ 1時間位かかった。 

 

場内は多くの人でごった返していた。 

会場中央にはステージがセットされ、若いお嬢さんのグループが歌を披露していた。 

ステージ下で若者たちが、音楽に合わせ一緒に踊って楽しそうだ。 

ステージに向かって 6 台位のテレビカメラが固定され、放映もされているようで イベ

ント規模の大きさに驚いた。 

 

我々は、混まないうちに、食事をとることにし、豚肉のから揚げ、ざんぎ、イカの丸焼

き、ビール 2 杯、日高ラーメン、これはスープはもちろん麺にも昆布を混ぜて作られてい

るそうだ。 

さっぱりした昆布味の透明なスープは絶品だった。 

 

帰途、真駒内駅に着くとこれからイベント会場に向かう為、バスを待つ人の長蛇の列が

続いていた。 

 

 

 

 

 

 

 



【HTBイチオシ祭り】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 29日（体験 29日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

今日 8/29 は、家路に帰る予定であったが、台風 10 号の影響で苫小牧出港の船が欠航

となる。 

台風進路の状況を見て 9/1に予約をとったが、進路が変わったり、速度が遅くなったり

しない事を望む。 

8/31 で体験住宅は、退居しなければならないので、苫小牧の東横インがとれ、宿泊場

所の確保が出来て安心だ。 

 

日課のサイクリングに 6時出発する。 

水辺の広場まで行き戻ってくる。 

振り返ってみると8/6から始めて雨の日以外は、殆どエルフィンロード走らせて頂いた。 

自転車を走らすのは、台風が接近しているので今日が最後であると思うと名残惜しい。 

 

帰宅が近づくため買い物を控えていたため、朝食を買いに朝日町のセブンイレブンに行

く。 

コンビニは、体験住宅から 500ｍ位の距離に２件あるので便利である。 

 

8/31 に退居日変更の打ち合わせをするため、市役所に向かって車を走らしている最中

に、企画課安井主事から電話連絡を頂いた。 

変更を了解して頂き、当日３時過ぎに退居手続きの約束をする。 

 

せっかくの良い天気なので、昼食は札幌の大通公園でビールを飲みながらと、ふらっと

出かける。 

JR札幌駅から徒歩で大通公園に向かうが、異常な暑さでビルの日陰になるところを歩い

た。 

大通公園が近くなり、冷たいビールを早く飲みたい事だけが頭の中にあった。 

しかし、到着すると、出店していた各メーカーの仮設ビアガーデンは、跡形もなく消え

失せてしまって愕然とする。 

大通りビアガーデンは、札幌夏祭りの一環として 8/15迄で終了したそうだ。 

 

公園では暑さをさけ木陰のベンチで読書をする人、昼寝をする達でいっぱいだ。日向の

ベンチは誰も座っていない。 

 



夕方苫小牧発サンフラワーの運航状況を確認すると 8/29.8/30.8/31.9/1（深夜便）

欠航だ。 

我々が乗船する 9/1夕方便が出港できるよう、台風に早く大陸に抜けるよう願う。 

 

今回の旅は機関整備、台風の欠航で、もう４度乗船の変更をしているので、これが最後

であってほしい。 

 

 

【稲穂町西 5から駅に向かう坂道】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 30日（体験 30日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

今朝は、まだ台風の影響は無く、陽がさしているのでサイクリングに出発する。 

東方向は晴れているが西方向は黒い雲に覆われている。 

水辺の広場まで行き戻ってくるが、帰りは小雨が降ってきた。 

台風の影響だろうか。 

 

台風情報では東北地方への上陸予想であるが、北海道への影響がどの程度か心配される。 

農作物の被害受けた 11号、9号のような大きな災害が避けられれば幸いだ。 

 

自宅のある栃木県は今日昼頃、最も接近するそうだ。 

 

夕方、台風情報を見ると岩手県大船渡市上陸だそうだ。 

東北の皆さまに被害の少ない事を望む。 

 

今日は、明日退居するので荷作りと掃除で 1日過ごした。 

 

 

 

【台風 10号近づく】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2８年８月 31日（体験 31日目） 

報告者 澁谷さん（栃木県） 

北広島の夏はあっという間の 1ヶ月だった。 

オリンピック、高校野球とふたつの大きな大会が開かれた 8 月であったので、よけいに

短く感じたのであろう。 

 

体験住宅では、すべての生活用品が揃い、ギア付き自転車まで用意されて素晴らしい環

境の中で、おためし移住を体験させて頂いた。 

また、家内はご近所の方にも野菜を頂いたり、お話をさせて頂いたりと、交流機会もあ

った。 

 

この地域は、札幌に 15 分で行ける利便性にすぐれ、北広島団地ほか、市街地が区画整

理されていてきれいな街並みだ。 

ただ、我々高齢者は高台の団地に行くには、自転車、歩行ではちょっときつい。 

 

エルフィンロードを、殆ど毎日利用させて頂き、健康維持に役立てた。 

滞在中に札幌まで行く計画であったが、実行できず残念だ。 

 

医療関係は、駅前に総合病院があり、開業医院もたくさんあるので心配は無い。 

 

北広島市観光協会主催のふるさと祭りには、相撲甚句、YOSAKOI ソーランを見させて

頂き感激をした。 

前日の催しに行けなかったのは残念だった。 

 

夏の北海道で生活するには北広島は最高だ。 

そして 1月、2月、極寒の地での生活も体験して見たいと思う。 

 

今日で退居させて頂くが、お世話になった皆様に感謝と御礼を申し上げる。 

 

今後の、北広島市の益々の発展をお祈り申し上げます。 
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