
おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 9月 1日（体験 1日目） 

報告者 埼玉県 F 

十勝に滞在していたのでお昼前に帯広を出発し 4時間半ほどかけて北広島へ。18

時頃におためし住宅に入りました。 

今日出来たのは住宅全体を簡単に掃除することしかできませんでした。 

車がないのでどこまで動けるかわかりませんが、明日からは市内を散策したいと思

います。  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 2日（体験 2日目） 

報告者 埼玉県 F 

昨日簡単にしかできなかった掃除を念入りにした後、図書館と買い物へ。駅まで上り坂

で暑い中（本州に比べれば涼しいのですが、1ヵ月滞在した十勝がかなり涼しかったので

身体が涼しいことに慣れてしまったようです…）、ベビーカーを押して上るのが辛かったの

で別のルートがないか調べようと思いながら図書館へ。 

とても広い図書館で子供用の絵本も沢山！貸し出し用のカードを作っていただき早速本

を借りて来ました。北広島市民でなくても貸し出し用のカードが作れることに驚きました。

とても有難いサービスだと思いました。 

その後、東光ストア、コープで買い物をして 15時に帰宅。15:40頃から市役所の職員

の方が市内を車で案内してくださる予定があったので急いで昼食を作り食べ、市内を案内

していただきました。車があれば行きたい所が沢山ありました。バスなどの公共機関で行

ける場所は調べて行こうと思っています。 

夕方、突然のピンポンの音。誰だろうと出てみるとお隣の方が沢山のお野菜を持ってき

てくださいました。市役所の方から次は埼玉から来る方がいると聞いていて車がないと買

い物も不便だろうと思ってと。毎日は持って来ることはできないけど収穫できるときはと、

お気づかいいただきとても嬉しいです。 

お隣さんからもらった野菜 

 



 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 9月 3日（体験 3日目） 

報告者 埼玉県 F 

良い天気だったのにここ数日の移動や外出の疲れが出てしまったのか外出する気

力がなく一日家で過ごしました。 

昨日図書館で借りてきた本を読んだり、北広島のことを調べたりは出来ましたが、

明日から雨予報なので外に出ずもったいないことをしてしまった気も…。 

自宅では全く思わないことですが、滞在期限があるので休息ももったいない気がし

て仕方ありません（笑） 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 9 月４日（体験４日目） 

報告者 埼玉県 F 

9/4 一日中雨で今日も外出できなかった。インターネットを繋ぐとページが全然表

示されずどうしたのかと市役所の方に連絡すると 3 日で 1GB 以上使うと規制がかか

り速度が遅くなるとのこと。今までインターネットがない場所にいて久しぶりのイン

ターネット環境で色々な調べ物や今まで北広島に滞在した方のこの日記全てをダウ

ンロードして見たりしてしまい使いすぎてしまったようです…反省。市役所の方にお

手数かけてしまいました。すみません。気をつけます。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 9 月５日（体験５日目） 

報告者 埼玉県 F 

ネットで注文しておいた自転車につける子供乗せ椅子がやっと届いたので自転車

で外出できるようになって嬉しい！しかし自転車と子供乗せ椅子が合っていないせ

いか子供の頭の高さと私の頭の高さが同じくらいになってしまい前が見づらく危な

いので自転車は必要最低限の使用にしようかと…行動範囲が広がるかと思ったのに

残念… 

 午後から子育て支援センター あいあいに行き、数人のお友達や先生と色々な遊び

ができて娘はとても楽しんでいました。 

その後、一時保育をお願いする保育園で面談があり色々なお話を聞いてきました。北

広島市ではおためし移住でも月に 2 回一時保育に預けることが可能でとても有難い

です。（市民や町民でなければ不可なところもありました。） 

保育園の近くにあった公園で 2 つ遊んで帰宅しました。 

今日は沢山遊べて満足したようです。 

 

 

 保育園の近くの公園にて 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 9 月６日（体験６日目） 

報告者 埼玉県 F 

図書館でお話会があり色々なお話と大きい折り紙で風船の工作をして沢山の絵本

を借りてきました。その足で子育て支援センターあいあいに行って今日も色々な遊び

をしていました。食品トレーで手づくりした魚釣りをしてトランポリンを網に見立て

魚を焼いてみんなで食べました。アイディア次第で色々な遊びができるんだと感動！

私は自宅に帰りたかったのですが、帰り道に通った公園で遊びたいというので公園で

遊び帰宅しました。 

今日も沢山遊べて満足したようです。 

 

    図書館でのおはなしかい 

 

 

    子育て支援センター「あいあい」でお料理 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26 年 9 月７日（体験７日目） 

報告者 埼玉県 F 

総合体育館で行われた「元気フェスティバル」に行って来ました。白衣を着てチョ

コとラムネを薬に見立て、調剤体験が出来る『こども調剤体験』や入れ歯の素材で出

来たキーホルダーに絵を描いてオリジナルキーホルダーを作ったり、布で出来た魚の

魚釣り、的宛ゲーム、積み木などで楽しんでいました。 

 娘のリクエストで帰りに公園と図書館へ寄って帰宅しました。 

 今日も色々な事を楽しめた一日でした。 

 

 

 「元気フェステバル」で調剤体験 

   



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 9月 8日（体験 8日目） 

報告者 埼玉県 F 

午後から子育て支援センター あいあいへ行きお友達と楽しく遊んできました。今

日、十五夜ということで、帰りにすすきをいただきました。 

このような季節感がある心遣いはとても嬉しいです。 

今日はすすきを眺めながら夕飯を食べました。お月様は天気が悪くて見えず残念で

した… 

 

    「あいあい」でもらったすすき 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 9日（体験 9日目） 

報告者 埼玉県 F 

今日は娘が一時保育に行く日。早起きをしてお弁当を作り 8時に保育園へ。保育園までの道

が坂ばかりでかなりキツい… 

嫌がることも泣くこともなく、すんなりバイバイできたので安心して預けられて娘に感謝。 

一度家に戻り荷物を取って私は小樽へプチ旅行。小樽運河や硝子のお店をブラブラした後、札

幌へ移動して行きたかったお店へ行ったり大通公園でゆっくりしたり。 

一人だと移動の時間がかからない、店内をゆっくり見られる、ベンチにゆっくり座れるなど 2

か月半ぶりに一人時間を満喫。 

北広島に戻り買い物を済ませてからお迎えに。一時保育を担当してくださっていた先生は帰宅

されていて一日どんな様子かを聞けず…文章などでも残っておらず今まで預けた中で初めての

体験。次回お願いするときは書いておいていただけるようお願いしなくては。細かく書いてくれ

なくても最低限、睡眠や食欲、排便など体調に関する事は教えてもらいたい。 

保育園、とっても楽しかったようでお互い良い日になりました！ 

 

 一時保育を利用し、小樽・札幌を満喫 

  



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 10日（体験 10日目） 

報告者 埼玉県 F 

雨で外に出られず一日自宅で過ごしました。連日の外出で疲れもあったので

ゆっくり過ごしました。 

でもあっという間に 10日が過ぎてしまいやらなければいけない事が沢山あ

るので少し焦ってきました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 11日（体験 11日目） 

報告者 埼玉県 F 

夜中からの雷雨がひどく、なかなか眠りにつけないまま朝になり避難勧告が

出たのでベビーカーを押して避難所へ。 

人生初めての避難をおためし移住中にするとは思わず、ハザードマップや避

難所の確認を怠っていたことを反省。 

どこにいても何があるか分からないのできちんとしておかなければいけない

と改めて感じました。 

14時ころ自宅に戻れ、天気も回復しましたが夕方娘が 38度を超える発熱。

雷も鳴り出し、雨も降り出したので再び避難勧告が出たら熱のある娘を連れて

どうやって避難しようと不安で眠れぬ夜を過ごしました。 

貴重な一日が何もできず終わってしまいものすごい気疲れをした一日でし

た。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 12日（体験 12日目） 

報告者 埼玉県 F 

娘の熱と雷の音がすごく避難勧告が出たらどうしようと心配しながら眠りに

つきました。 

娘の熱は朝下がっていて一安心。今度は私が移ったようで一日家から出られ

ませんでした。 

天気予報が外れ天気も回復して良い天気だったのに今日も何もできず終わっ

てしまいました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 13日（体験 13日目） 

報告者 埼玉県 F 

私の体調がいまいちで今日も一日家から出られませんでした。 

行きたいところがあり良い天気だったのにとても残念でした。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 15日（体験 15日目） 

報告者 埼玉県 F 

午前中ゆっくりして午後、公園とお買い物へ。公園でお友達と滑り台やキャ

ッチボールをして遊べて楽しかったようです。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 16日（体験 16日目） 

報告者 埼玉県 F 

私の体調がいまいちで今日も一日家から出られませんでした。 

早くすっきり治して満喫したいです。 

参考になる日記がかけずすみません・・・ 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 17日（体験 17日目） 

報告者 埼玉県 F 

体調がいまいちの中、滞在日数を考えると動かないと終わってしまうので前

から気になっていた札幌の幼稚園に見学へ。（北広島からも通える距離） 

自然がいっぱいで規制もなくみんながのびのびしていて関東にはない幼稚園

で感動！娘は 10時から 16時ころまでずっと遊んで楽しそうだった！ 

夕方、北海道新聞の方から電話があり取材したいとのことで明日予定はいか

がですか？ということでしたが明日は病院で検査の予定があり一日外出… 

電話でとのことだったので今日はいかがですか？と伝えると伺ってよいです

か？ということになり 19時から取材。 

周囲にあまり言っていないことも正直に話したけどどういう記事になるかな

…バタバタな一日でした。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 18日（体験 18日目） 

報告者 埼玉県 F 

朝から札幌に出て娘と一緒に病院へ。関東ではやってもらえない各種検査を

受けました。 

前回はさっと終わった娘の血液検査が今回はなかなか血が採れず長い採血で

アザにまでなってしまい可愛そうだった。看護師さんによってこんなに変わる

のかと… 

14時頃に病院が終わり、友人宅へ。色々話を聞いたり、知り合いの不動産屋

さんが来てくれて賃貸のことを聞いたり。関東と住宅事情が違うので驚きまし

た。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 19日（体験 19日目） 

報告者 埼玉県 F 

午後、検査の 24時間心電図を外すために昨日の病院へ。 

喉と鼻に違和感がありだるかったので帰宅してから熱を測ったら 38度…明

日から主人が来るのにタイミング悪い。娘は元気だからそれだけが救い。 

早く治さないと！ 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 20日（体験 20日目） 

報告者 埼玉県 F 

今日は夜、主人が来るので新千歳空港まで娘と迎えに行こうと思っていたの

に昨夜私が発熱し体調を崩してしまったためお迎えには行けず… 

娘には内緒にしていたのでインターフォンに出てパパが来た！と喜んでいま

した。 

3ヵ月ぶりにパパに会え娘はすごく嬉しそうで今日は興奮して寝なそうです。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 9月 21日（体験 21日目） 

報告者 埼玉県 F 

私はまだ体調が悪いため主人と娘 2人で外出。 

車があったら行きたいと思っていた虹ヶ丘公園へ。長いロールの滑り台があって楽しか

ったと嬉しそうに話してくれました。 

虹ヶ丘公園の滑り台 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 22日（体験 22日目） 

報告者 埼玉県 F 

今日も良くならず私は留守番、主人と娘 2人でどこに行こうかと話していたら「動物が

見たい！」と娘からのリクエストがありネットで動物がいる公園を探し栗山町の栗山公園

へ。ウサギににんじんをあげたのが楽しかったようで帰ってきてからもずっと言っていま

した。 

その後、長沼の総合公園→北広島の虹ヶ丘公園と 3つの公園に行って沢山遊んで楽しか

ったようです。 

北海道は自然がいっぱいで公園も多くミニ動物園が隣接していたり公園と動物が好きな

娘にはぴったりの環境だなと思いました。 

近隣の公園を満喫 

 
 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 23日（体験 23日目） 

報告者 埼玉県 F 

今日も良くならず主人と娘 2人で外出。 

昨日の動物よりもっとたくさんの動物がみたいというリクエストで札幌の円

山動物園へ。 

せっかく動物園にいったのに長い滑り台の公園のほうがいい！と言い出し、

今日も北広島の虹ヶ丘公園に行って長い滑り台を楽しんできたようです。 

虹ヶ丘公園が大好きなようです。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 24日（体験 24日目） 

報告者 埼玉県 F 

今日も良くならず私はお留守番、主人と娘で今日はプールに行きたいとプー

ルを探してプールに。 

北広島市内で探したのですが 9/15で終了してしまっているので札幌のプー

ルへ。 

子供プールに小さいウォータースライダーがついていたようで何度も滑って

きたようです。「パパにメガネ（水中眼鏡）買ってもらった！」と嬉しそうに水

中眼鏡を持って帰って来ました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 26日（体験 26日目） 

報告者 埼玉県 F 

一週間前の 20日から主人が合流したのに 19日から体調を崩してしまい今

日ようやく動けるようになったのでニセコへ。 

雲一つ無い羊蹄山が見られとても気持ちの良いドライブでした。 

 

家族でニセコへ 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 27日（体験 27日目） 

報告者 埼玉県 F 

今日は余市でぶどう狩りをして北広島に戻ってきました。 

ぶどうが大好きな娘は大喜びでした。 

この時期は北海道の食材が豊富でとても嬉しいです。 

 

家族でぶどう狩り 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 9月 28日（体験 28日目） 

報告者 埼玉県 F 

大曲児童センターで行われていたお祭りに行ってきました。 

ヨーヨー釣り、サッカーゲーム、かたぬき、ふうせん教室など色々なコーナーがあって

娘は楽しんでいました。 

職員さんと小学校の子供さんが協力して作り上げたお祭りのようで温かい雰囲気のお祭

りでした。 

大曲児童センター祭 

 



 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 29日（体験 29日目） 

報告者 埼玉県 F 

主人が午前中の便で帰るのでお見送りに行くつもりが昨夜、鼻水が出始め喉

が痛いと言い出し、早めに寝てしまった娘の体調が悪化すると困るのでお見送

りはやめて家で様子をみることに。 

朝早かったので娘はまだ寝ていてお別れができず起きたら泣くだろうなと思

っていたら起きてすぐパパを探しいないことに気づき「パパ、どっかいっちゃ

った…」とシクシク泣いていました。 

3か月振りに会えてとても喜んでいたし私が体調悪くパパにべったりだった

ので可愛そうでした。 

パパと 2人の時間は予定外でしたが、いつもと違う北広島という場所で思い

出ができたのはとても良かったと思っています。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 9月 30日（体験 30日目） 

報告者 埼玉県 F 

娘の体調がいまいちなのと雨が降ったり晴れたり変わりやすい天気だったの

で、どこにも出かけることができない一日でした。 

 



おためし移住体験日記 
日 付 平成 26年 10月 1日（体験 31日目） 

報告者 埼玉県 F 

9/30までの予定でしたが 10/8まで延長していただくことになり契約と賃料を払いに

市役所に行ってきました。 

市役所に行く前に子育て支援センターあいあいに行き、ボーリングが楽しかったようで

一つ年上のお友達とずっとボーリングをやっていました。家に帰って来てからもボーリン

グやりたい！とすっと行っていて相当気に入ったようです。 

 「あいあい」でボーリング 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 10月 2日（体験 32日目） 

報告者 埼玉県 F 

今日は私の体調がいまいちで娘と家の中で遊んでいました。 

滞在が残り少ないので有意義に時間を使いたいのですが身体がついていかず

もどかしいです… 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 10月 3日（体験 33日目） 

報告者 埼玉県 F 

一日雨で出られませんでした。 

やはり車がないと不便というのを雨の日は特に痛感します。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 10月 6日（体験 36日目） 

報告者 埼玉県 F 

帰る前に不動産事情を知りたかったので不動産屋さんへ行き 5軒ほどの物件

を見せてもらいました。 

関東と違い、幹線道路から離れ市道になってしまうと除雪はどこまで入って

くれるのか、雪かきをどこまでやれば車を出せるのかなどいろいろ考えなけれ

ばならないことが多く関東の家探しとは違う難しさを感じました。 

 



おためし移住体験日記 

日 付 平成 26年 10月 7日（体験 37日目） 

報告者 埼玉県 F 

明日帰宅するので午前中は掃除、午後は最後の子育て支援センターあいあい

へ行き挨拶をしてきました。あいあいの先生方からは「ぜひまた遊びに来てく

ださいね」と温かい言葉をかけていただきました。 

あいあいから戻ってからは荷造りなどもしなければいけないのですが帰りた

くないせいかなかなか進みません…。 
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