
おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１日（体験１日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

昨日よりこちらにお世話になっております。 

初日から地元の皆様に色々助けていただき、一日が無事終わりました。 

これからの滞在が楽しみです。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２日（体験２日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は部屋の掃除、後片付け等で一日終わってしまいました。 

昨日、駅前のスーパーで買い物をした後、帰り道がわからなくなり、近くの女性に聞い

たところ、その方が自ら役所に電話して聞いてくださり、ご親切にお車を出していただき

家まで送っていただきました。 

お名前を伺わなかったので、この場をお借りしてお礼を申上げます。 

本当にありがとうございました。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月３日（体験３日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、家の前のバス停から長沼温泉に行ってきました。 

露天風呂を含め４種類ほどの浴槽があり、のんびりと浸かって帰ってきました‼ 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月４日（体験４日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

友人を迎えに新千歳空港へ行ったら、日本ハムの選手に遭遇‼ 

北広島市にボールパークが誘致できるといいですね。 

夕食は北広島駅近くの｢刺身と日本酒のしま｣に行きました‼ 

とっても美味しかったですよ。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月５日（体験５日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、北広島駅から路線バスで、札幌ドームへ日本ハムの試合を観戦しに行きました。 

残念ながら日本ハムは負けてしまいましたが、とってもいい試合でした。 

車がない私達でも、北広島はどこへ行くにもとても便利です。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月６日（体験６日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

暑い一日でしたが、今日は北竜町のひまわりの里へ出掛けました。  

大迫力のひまわり畑は圧巻でした。 

道内は見どころ沢山で、これでは一月では足りないようです。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月７日（体験７日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日も暑い一日でした。 

東京から来た私達には、まだまだ楽な気候ですが、こちらの方々にはいかがなのでしょ

うか？ 

今日はレンタカーで三井アウトレットへ出掛けました。 

お客様も多く賑やかでした。 

北海道産の果物や野菜など、新鮮で美味しい物が東京よりも大分お安く手に入り羨まし

い限りです。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月８日（体験８日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、レンタカーで定山渓温泉に一泊旅行です。 

北広島から一時間あまりでこんな静な温泉街へ行けるとはなんとも羨ましい事です。夜

になると結構肌寒いほどで、東京の暑さを忘れてしまいます。 

東京の皆さんごめんなさい。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月９日（体験９日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は定山渓温泉の帰りに、くるるの杜に寄ってみました。 

野菜果物お米等々、美味しそうな品がお安く全て買ってしまいたくなるほどでした。 

農村レストランへも行きましたが、こちらも大満足でした。 

ウラヤマシイ。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１１日（体験１１日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

昨日は日記をお休みしてしまいました。 

友人が東京へ帰りましたが、食物と空気の美味しい北広島から離れがたい様子でした。

北広島駅前の入舟ビルに入っている和食のお店「しま」さんと「なごみ」さんは、どち 

らも大変美味しく、お仕事が丁寧で、また行ってみたいお店でした。 

素材が良いという事もありますが、料理人の方のお人柄がそのままお料理に出ているよ

うなやさしいお味でした。 

ご馳走樣でした。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１２日（体験１２日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は朝から雨模様のため、お隣のご夫婦からお茶のお誘いを受けました。 

北広島へ来てからのお互いの行動などを話し、とても有意義な時間を過ごす事が出来ま

した。 

次回はパークゴルフをすることの約束をし、北広島ライフの楽しみが増えました。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１３日（体験１３日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、札幌競馬場へと出掛けました。 

いつも通り JR とバスで。 

驚いた事に街中にあるのでびっくりしましたが、とても開放的で競馬場内がきれいで家

族連れも多く、一日中楽しめそうな場所でした。 

馬券は購入しませんでしたが、それでも雰囲気は充分味わえました。 

ここ北広島から 30 分前後で、またまた新しい体験が出来ました。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１４日（体験１４日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は北広島に来て以来、初めてのんびりと過ごしました。 

お天気もすぐれず、室内の清掃やら荷物の片付け等々で、一日が終わってしまいました。 

昨日図書館で本をお借りしたので、ゆっくり読書させていただきました。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１５日（体験１５日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、お隣さんからお誘いを受け、近くのパークゴルフに行きました。 

皆さんの 3 倍近く（？）打ちまくりましたが、コースも広く気持ち良い汗を流す事がで

きました。 

パークゴルフは、手軽に出来るスポーツでまた楽しみたいです。 

ランチは図書館横のモンボンカフェに行ってみました。 

とってもボリュームがあり、美味しくお得なランチでしたよ。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１６日（体験１６日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、北広島市役所庁舎内の「イシヤカフェ」にお邪魔しました。 

開放的なスペースで、見晴らしも良くのんびりとお茶が楽しめました。 

毎日でも行きたいくらい。 

次回はランチタイムで。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１７日（体験１７日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、またまた二度目の三井アウトレットへ行ってきました。 

バスを利用し 20分で行けるアクセスの良さで、気楽に楽しめます。 

フードコートやお野菜等が買える「北海道ロコ」など新鮮な野菜や果物がお得な値段で

購入でき羨ましい限りです。 

滞在中に三井アウトレットとくるるの杜にはまた行きたいと思います。 

北海道の作物はどれも本当に美味しいですね！ 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１８日（体験１８日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、札幌に出掛け「北菓楼」のカフェに行って来ました。 

北海道は、美味しいスイーツが沢山あり目移りしてしまいます。 

東京に比べると、お値段もお手頃で、毎日でも食べたくなります｡ 

歴史ある建物で、落ちつける空間でした。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月１９日（体験１９日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、特に記すような事柄がないのですが、私達は軽い運動がてら駅近辺のスーパー

まで歩いて買い物に行きます。 

お借りしているおためし住宅から、だいたい往復で 5000 歩前後歩きます。 

往きは緩やかな登り坂で少し息が切れますが、いい運動だと思い、これからも徒歩で北

広島の街歩きを楽しみます。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２０日（体験２０日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

以前いらしていた、おためし移住体験者おすすめの｢やきとり車屋｣へ行ってきました。 

おすすめ通りふっくり軟かく美味しい焼鳥が食べられました。 

その上、色々サービスしていただき大満足でした。 

北海道の話も色々聞かせていただき、楽しい時間を過ごすことができました。 

車屋のご主人奥様、ご馳走樣でした。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２２日（体験２２日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

昨日より小樽、積丹半島を巡り岩内温泉に一泊してきました。 

昨日は、お天気も良く、小樽は観光客の皆さんで、まるで東京の渋谷のように賑やかで

した。 

積丹半島も、神威岬への遊歩道もかなり混んでいてやはり人気スポットなのですね。 

少し遠出ではありましたが、岩内温泉での夕食も美味しく温泉でのんびりと疲れを取る

事が出来ました。 

北海道は、何処へ行っても、「温泉よし・食べ物よし」で本当にいいところです。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２３日（体験２３日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日も足を伸ばし、浦河町に来ています。 

静内で馬の競り市が行われているとの事で、少しの時間でしたが見学してきました。 

見ている間で、一番の高値は 1000万円超でした。 

こちらに来なければ、味あう事が出来ない貴重な体験でした。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２４日（体験２４日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

浦河に一泊し、今朝 JRA の施設の見学に参加しました。 

なかなか興味深かい話しや、広大な敷地を移動し芝に触れたり、引退したサラブレッド

に触れ、草をあげたりと、この地に来なければ出来ない体験をし、感動の一日でした。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２５日（体験２５日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今日は、久しぶりに北広島のおためし住宅でゆっくりしています。 

お客様も今朝、暑い東京に帰り、通常の生活に戻ります。 

こちらは、陽が射しても湿気がなく、爽やかで過ごしやすく、東京に帰るのが今から恐

ろしくなります。 

あと滞在も１週間を切りましたが、楽しみたいと思います。 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２６日（体験２６日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

東京の暑さに比べて、こちらは爽やかでとっても気持ちのいい季節です。 

午後から、北広島駅構内で｢グリーンリーフドラム教室｣が開催されていて、演奏等を聴

いてきました。 

皆さんの真剣な姿に心打たれました。 

みんながんばって！ 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２７日（体験２７日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

早いもので北広島での滞在もあと数日となってしまいました。 

本当にあっという間でした。 

今日は部屋の片付けや荷物の整理等々で一日が終わってしまいました。 

失礼致します。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月２９日（体験２９日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

今朝は、携帯の知らせで目を覚ました方が多かったことと思います。 

北広島を離れていたので不安になりましたが、取りあえず何事もなくてほっとしました。 

自宅以外で有事が起こるという事も、これからは頭に入れておかなくてはならない時代

なのですね。 

 

 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 2９年８月３０日（体験３０日目） 

報告者 Ｉさん（東京都） 

 

いよいよ明日、お世話になった北広島をあとにする事となりました。 

本当にあっという間でした。 

初めて市役所へ伺ったのがついこの間のことのようです。 

きっと楽しい時間ばかりだったので、早く感じたのでは。 

東京では食べられないような新鮮な野菜や魚介類等、至福の時間を過ごす事が出来ま

した。 

北広島の皆様、そしてお世話になった市役所の皆様ありがとうございました。 

また訪れてみたいまちとなりました。 

最後に、北広島に日本ハムファイターズのボールパークが決まるよう応援しています。 
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