
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 5月 29日（体験 1日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

神奈川より飛行機で新千歳空港に無事到着したのが２時半頃で早速空港で遅い昼食の

サッポロラーメンを食べました。 

やっぱり北海道、美味しい！ 

電車とタクシーで新しくなった市役所に到着。 

吹き抜けの新しい市役所は素晴らしいけどちょっと暑い。。。 

企画課の担当者から説明と書類作成を済ませ、おためし住宅に送っていただきました。 

平屋の３ＬＤＫの住宅は、我々夫婦二人には広すぎる快適な環境です。 

これから約３週間、暮らすようにステイするのが楽しみです。 

北広島市のみなさん、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

【新しくなった庁舎】 

 

【おためし住宅】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 5月 30日（体験 2日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

今日は天気も良いので早速札幌に出てみました。 

電車で１６分というおためし住宅の高立地条件は素晴らしい魅力です。 

北海道に来ると必ず寄っているお気に入りの寿司屋で昼食を取りました。 

安くて美味しくて活気のある寿司屋は多少の行列があっても満足な味です。 

大通公園の方まで行って、札幌の街を楽しみました。 

 

 

【JR 札幌駅前】 

 

【お気に入りの寿司屋】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 5月 31日（体験 3日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

私たちは飛行機で来ましたので車がありません。 

でも、北広島市の駅から送迎バスが出ている施設があり、今回は厚別東通の『ほの 

か』というスパリゾートに行ってきました。 

なんと平日は、１５００円でランチもついて楽しめます。 

ランチは２種類から選べて焼肉ランチを選びました。 

いろいろな種類の肉が盛られておりボリュームもありビールがすすみます。 

岩盤浴も利用できて、一日ゆったりと楽しめました。 

 

 

【湯処ほのか】 

 

【焼肉ランチ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 1日（体験 4 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

おためし住宅のウォシュレットの水が出ないトラブルがありましたが、企画課の担当

者が素早く対応していただき本日なんと新品に交換していただきました。 

取り付けに来た方が、隣のおためし住宅と勘違いして一旦帰ってしまったというハプ

ニングもありましたが、その方ともいろいろ話しましたが本当に北海道の方って感じが

いい方ばかりです。 

もしかしたら、東京を代表に関東の方がギスギスしているのかも知れませんね。 

ウォシュレット、快適に使わせていただています。ありがとうございます。 

 

 

【交換されたウォシュレット】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 2日（体験 5 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

同じ北広島市に住んでいる知人のＫさんから電話があり、飲みに行こうということで

北広島市駅で待ち合わせをして居酒屋に行きました。 

新聞の折込チラシや日帰り旅行のパンフレットなども持参していただき、移住生活の

役にたちそうです。 

話は盛り上がり、一次会では終わらず二次会まで行ってしまいましたが楽しかった！ 

 

 

【知人と宴会】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 3日（体験 6 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

北大祭があることをニュースで知り、明日は雨の予報なので、曇のち雨の今日出かけ

ることにしました。 

天気は何とか私達がいる時間帯は持ちましたが、帰る頃には少し降り出してギリギリ

セーフでした。 

広いキャンパスに１５０近くの模擬店が出る大規模なフード祭です。 

いくつか食べて、バンド演奏なども楽しみ帰ってきました。 

明日の天気が絶望的でせっかく用意した学生さんたちが可哀想。。。 

 

 

【北大祭】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 4日（体験 7 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

今日は雨模様なので、近くの温泉に行くことにしました。 

北広島駅から送迎バスが出ているクラッセホテルの『北広島温泉楓楓』に行きました。 

ここの温泉は森の中に佇む天然温泉で、お風呂からゴルフコースが見えます。 

黄褐色のモール泉は、植物起源の有機物質を含んだ温泉で「美肌の湯」とも言われ、森

林浴を楽しみながら癒されます。 

湯温が低めのところもあり、長く入っていられていいです。 

 

 

【北広島温泉楓楓】 

 

【クラッセホテルの景色】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 5日（体験 8 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

今日は特に目的もなく、移住宅に用意されている自転車で図書館や近所に買い物や食事

をしてきました。 

北広島市に来て思うのですが、道の花壇が良く手入れされており癒やされます。 

きっと、ボランティアでやられているのだと思いますが、素晴らしいことですね。 

 

 

【北広島市図書館】 

 

 

               【道の歌壇】 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 6日（体験 9 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

今日は天気もよく、以前行ったことのある『北海道開拓の村』に電車とバスで行ってき

ました。 

入場料８００円のところ何と６５歳以上は無料で、ギリギリセーフの我々は無料です。

（笑） 

こんなに素晴らしい施設で、多くのボランティアで成り立っている開拓村が無料とは申

し訳ないです。 

５０以上もある建造物の中にはＮＨＫのマッサンで撮影された建物もあり、温かい陽気

の中ゆっくり楽しみ帰ってきました。 

 

 

【北海道開拓の村】 

 
【開拓の村内の馬車】 

 



【NHK マッサンで撮影された建物】 

 

【開拓の村内の建物】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 7日（体験 10 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

大通公園では、いろいろなイベントをやっていますが、今日から始まる『YOSAKOI ソ

ーラン祭り』に行ってきました。 

午後６時からのステージ会場で行われるYOSAKOIソーランチームの熱い競演の迫力に

ビックリ！ 

もう２６回も行われているんですね。 

途中パラパラと小雨が降ってきましたが熱気で吹き飛ばす勢いですが、明日も土日のパ

レードの日もあまり天気が良くないようで、意地悪な生憎な天気です。 

 

 

【YOSAKOI ソーラン祭り】 

 

【会場の飲食店】 

 



【会場の飲食店】 

 

【会場から見るテレビ塔の夜景】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 8日（体験 11 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

移住宅の倉庫にはママチャリが２台もあり、しかもギア－付きですから快適です。 

この自転車に乗って、普段行きづらいマックスバリュまで買い物に行って来ました。 

品揃えも多く全体的に安いと感じました。 

同じ敷地内に１００均もあり、トイレットペーパーや洗剤がなくなりかけていましたの

で合わせて買ってきました。 

 

 

【マックスバリュ付近での買い物】 

 

【近くのお店 COOP】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 9日（体験 12 日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

今日は『三井アウトレットパーク札幌北広島』に駅からバスで行って来ました。 

所要２０分(360円)で到着し、車がなくても便利に行けます。 

平日とあって、あまり混んでいませんでしたが、ウィンドウショッピングを楽しみまし

た。 

帰りは駅で夕食を兼ねて一杯飲んで帰ってきましたが、あれだけ飲んで食べて北海道は

安い！（笑） 

 

 

【三井アウトレットパーク札幌北広島】 

 

【アウトレットモールの店内】 

 

 



【近くの焼き鳥店「串鳥」】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 10日（体験 13日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

北広島市は今日も雨で最高気温も１６度と寒い。梅雨入りした関東は良い天気で３２度

まで上がるとか。 

北海道には梅雨はないとか聞きますが、ここのところ雨が多く YOSAKOI ソーラン祭

りも雨の中出演者は可哀想。 

そんな中、移住宅前の花壇を手入れする方々がいます。 

近所のボランティアの方だと思いますが頭が下がります。 

道沿いの花壇がきれいに管理されている訳がわかりました。 

北広島駅のドーム内では『友愛セール』というフリーマーケットが盛大に行われており、

賑わっていました。 

 

 

【花壇の手入れをする市民の皆さん】 

 

【友愛セールの模様】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 11日（体験 14日目） 

報告者 U さん（神奈川県） 

 

朝から雨模様でしたが昼頃から雨が上がり、そのタイミングで自転車にて買い物と昼食

を取りに出かけました。 

前から行ってみたかった良寿しのランチですが、日曜日でもやっているとのことで食べ

てきました。 

ちらし寿司ランチが１０８０円でしたが、ボリュームタップリで美味しかったです。 

夜のＴＶで『YOSAKOI ソーラン祭り』が放映されておりましたが、最後のステージは

雨の心配もなく『平岸天神』チームがソーラン大賞を受賞しました。 

 

 

【良寿しのランチ】 

 

【YOSAKOI ソーラン大賞】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 1２日（体験 1５日目） 

報告者 Uさん（神奈川県） 

 

移住宅にレンタカーが駐車されました。 

今回は飛行機で来ましたので、この広い北海道を動き回るのには不便でしたが、買い物

に温泉にと、とても便利です。 

移住宅の庭を見ると、いつの間にか黄色い花が咲いていました。 

ジャーマンアイリスでしょうか？ 

北広島駅のエルフィンパークでは、大掛かりなガラス清掃が行われていました。 

こういう管理があるからこそ、キレイに維持されているのですね。 

 

 

【移住宅とレンタカー】 

 

【庭に咲いているお花】 

          



【エルフィンパークのアトリウム】 

        



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 1３日（体験 1６日目） 

報告者 Uさん（神奈川県） 

 

レンタカーを利用して、ニセコに宿を取り出かけてきました。 

ニセコ駅構内にあるカレー屋（茶房アンヌプリ）が美味しいとの情報を得て食べてきま

した。 

ソーセージも特別に作ってもらっていると店主が言っておりましたが、カレーとマッチ

して美味しかったです。 

ニセコの宿では、部屋からの窓越しの景色が、大きな絵のように見えて、とても雰囲気

があり良かったです。 

 

 

【茶房アンヌプリのカレー】 

 

【ニセコの宿】 

 



【宿の前にて】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 1４日（体験 1７日目） 

報告者 Uさん（神奈川県） 

 

ニセコの宿より、余市のニッカウィスキー工場に向かいました。 

ＮＨＫの連ドラ『マッサン』でも有名ですが、その家も移築してありました。 

天気も良く、まったりと構内を見学してきました。 

工場の裏に、海鮮物が安く売っている市場的なところがあり、昼食を取るとともに、タ

コやマグロを買って移住宅で食べました。 

新鮮で美味しく、しかも安かったですよ。 

 

 

【余市のニッカウィスキー工場】 

 
【NHK『マッサン』の家】 

 



【市場での昼食】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 1５日（体験 1８日目） 

報告者 Uさん（神奈川県） 

 

生憎の雨模様ですが、せっかくレンタカーがあるので『豊平峡温泉』に行って来ました。 

到着するとカレーの匂いが漂ってきましたが、ここは温泉とともにインドカレーでも有

名なのですね。 

日帰り温泉施設で全国では一番人気だそうです。 

源泉１００％で水車のある野趣あふれる露天風呂は納得の一番です。 

大自然の中、ゆったりと楽しみました。 

インドカレーとナンも昼食に食べましたが美味しく、移住宅からも簡単に行けて、また

行きたい魅力的な日帰り温泉施設です。 

 

 

【豊平峡温泉】 

 

     【インドカレーとナン】           【店内の状況】 

     



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 1６日（体験 1９日目） 

報告者 Uさん（神奈川県） 

 

今日から、女房が是非行きたいと行っていた、富良野・美瑛にレンタカーで行きました。 

草花が色づくにはまだ早いことはわかっていましたが、あの雄大な景色を見たくて富良

野に宿を取りドライブしてきました。 

途中で雨に降られた場面もありましたが、まさに『北海道でっかいぞ～』を新鮮な空気

の中、心ゆくまで感じてきました。 

 

 

【かみふらの八景】 

 

【富良野の景色】 

 



【美瑛の景色】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 1７日（体験２０日目） 

報告者 Uさん（神奈川県） 

 

富良野の宿から、やっぱり寄りたいのが『ファーム富田』。 

いつも感心してしまいますが、駐車代も入場料もタダのファーム富田は凄いと思います。 

残念ながら、ラベンダーはまだ早いのはわかっているのですが、広大な景色を楽しみな

がら園内を周りました。 

せっかく来たので、メロンを食べて、北広島の移住宅まで長距離を帰ってきました。 

レンタカーで借りたフィットの平均燃費はなんと２２Km／L、全走行距離は８００Km

となりました。 

ハイブリット車でなく１３００CCの車ですが、高燃費にビックリです。 

 

 

【ファーム富田】 

 
【ファーム富田でのメロン】 

 



【広大なラベンダー畑】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月 1８日（体験２１日目） 

報告者 Uさん（神奈川県） 

 

おためし移住宅も明日を残すだけとなってしまいました。 

女房は、最後の移住宅の大掃除や帰宅準備ですが、私は札幌であるボランティアの集ま

りがあり、行って来ました。 

昼から会議で夜は懇親会、そしてススキノでの二次会まで参加し、午前様寸前でした

が、何の問題もなく帰れるんですね。 

あらためて北広島の交通の利便性を実感しました。 

移住宅に来てからの写真を整理していたら、大事な写真を見つけました。 

このアスパラですが、隣の住民の方から６月２日にいただきました。 

こんなに沢山のアスパラでしたので３回に分けて食べましたが、新鮮なため、筋を感じ

なくとても美味しいです。 

北海道のあたたかい優しい人柄をここでも感じました。 

『ありがとうございます』 

 

 

【ボランティアでの集まり】 

 

【新鮮なアスパラ】 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年 6月１９日（体験２２日目） 

報告者 Uさん（神奈川県） 

 

寝具の片付けやゴミ出しを済ませ、移住宅を出る最後の準備が整いました。 

１０時に市の担当者が来られ最後のチェックを済まし、北広島駅まで送っていただき 

ました。 

私たちはもうちょっと北海道に滞在したくて、登別温泉の第一滝本館に２連泊するこ

とにしました。 

どこまで北海道が好きな夫婦なのでしょう。（笑） 

２１日の夜、飛行機が遅れる中、無事神奈川の自宅に帰宅しました。 

長い間、お世話になりました。 

 

 

【第一滝本館】 

 

【移住宅の室内】 
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