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写真投稿コミュニケーションマガジン

道民参加型写真公募企画展
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デジタル サイネージ
公開発信作品発表

公開場所／
札幌市営地下鉄「大通」駅構内⑨・⑬番
出入口すぐ
「SAPPORO SNOW VISION」
■ 公開時間／6：00〜23：00の随時

「 北 海 道 の 価 値 あ る 魅 力 〜 春 夏 秋 冬 彩 発 見！」

■

「SAPPORO SNOW VISION」2017年8月1日
（火）〜10月31日
（火）公開分

↑
至さっぽろ
テレビ塔

いつも「北海道旬・華・集・灯」へ、たくさんのご応募賜り深く感謝申し上げます。
地下鉄大通駅を彩る「人と情報」を結ぶデジタルサイネージ広告「SAPPORO SNOW VISION」
にて公開する、北海道の四季の魅力が伝わる写真作品をご紹介いたします。
集い（ケイマフリ）

［天売島／2015年6月］

中澤 美津子（札幌市厚別区）

赤い足と、口の中がとてもキュート
です。

こんにちはヒマワリさん

［北竜町／2014年7月］

細川 哲男（札幌市豊平区）

みんなこっちを向いて笑っている
のかな？

五稜郭タワー

［函館市／2017年5月］

宮下 征治（札幌市中央区）

公園の堀に映るタワーは美しかった。

早春のカナール

［札幌市／2017年5月］

いとう しんじ（札幌市厚別区）

手稲山の残雪・カナール両側にある新緑の
ポプラ並木に春の花が彩りを添えた風景に
北海道の雄大さを感じてシャッターを押す。
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北限のブナ林

［黒松内町／2014年5月］

中澤 美津子（札幌市厚別区）

新緑のブナ林は、本当に美しいです。

感動の朝

［余市町／2017年4月］

坂口 正剛（江別市）

穏やかな海岸に雲間から朝日が差
し込み神秘的な瞬間に出逢うこと
ができました。

秋色

［東川町 旭岳／2016年10月］

近藤 成美（江別市）

山の紅葉は早く、色もひときわ鮮や
かで、10月の初め一足先に秋を感
じることができました。

綿毛の松山湿原

［美深町／2016年6月］

永井 和子（旭川市）

道北の奥地に有る高層湿原で、アカマツや
ハイマツがオブジェの様。ワタスゲが一面に
広がり、次の出番を待つ花達がいっぱいです。

マガモの親子

［中標津町 丸山公園／2017年5月］

松井 繁男（別海町）

お母さんが子供達の泳ぎを見守っ
ていました。

水辺の輝き

［札幌市／2017年5月］

坂口 哲裕（石狩市）

瑠璃色のカワセミと、水面に映る新
緑が綺麗に輝いて見えました。

ねぐら立つ

［美唄市 宮島沼／2017年4月］

原田 芳昭（札幌市西区）

朝日が輝く中、次々と飛び立つマガ
ンに感動しました。

色彩共演

［札幌市 滝野すずらん丘陵公園／2017年5月］

遠藤 司（札幌市白石区）

木々の間から残雪の山並みが見えて、山は
早春の趣なのにチューリップは互いに競い
合って精一杯春を楽しんでいるようでした。

アカゲラ

［倶知安町／2016年4月］

真田 美代子（倶知安町）

キツツキ科のアカゲラ。
綺麗です。

秋空のテレビ塔

放牧

［黒松内町／2017年5月］

水上 柳子（黒松内町）

牛舎から解放されて嬉しそうな牛。

藤爛漫

［札幌市 大通公園／2015年10月］

［札幌市 前田森林公園／2017年5月］

真っ赤 な モミジ 、青 い 空 、そして
テレビ塔。どれもすてきで、全部、
一緒に。

藤の花房が垂れ下がり咲き乱れて
見事でしたのでパチリ！

美紗（兵庫県西宮市）

盛夏の頃

［登別市／2016年7月］

佐々木 功（札幌市厚別区）

峠は花盛り、短い夏を謳歌している
ようです。

月の丘

［黒松内町／2017年6月］

下村 俊之（黒松内町）

夜へ向かう月の空が青く静かな時
間の流れを感じました。

Y.やまこし（札幌市西区）

枝垂れ桜

［札幌市 豊平公園／2015年5月］

佐藤 昌弘（札幌市厚別区）

公園内を散策していたら、枝垂れ桜
が風で揺れていました。

雲海を紅く染めて

［上川町／2016年9月］

釜澤 まつみ（札幌市白石区）

大雪山・桂月岳から日の出を待って
いる時に雲海が紅に染まりました。

コインロッカー
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「SAPPORO SNOW VISION」作品公開に関するお問い合わせ 札幌市交通局 担当／藤田
● e-メール／st.shisan@city.sapporo.jp ● TEL.011-896-2722 受付時間／8：45〜17：15
（月〜金 ※祝日・年末年始は除く）

●

作品公開タイムスケジュールについては右記アドレスにてご覧いただけます。

チシマザクラと清隆寺

［根室市／2017年5月］

能登 喬也（札幌市厚別区）

日本の最東端の根室で見ることが
できるチシマザクラです。

木立の花々

［旭川市／2017年5月］

大口 雄一（札幌市厚別区）

冬から目覚めた花々が、木立の中で
咲き誇っていました。

春の湖、春の山

［上川町 大雪ダム／2017年5月］

杉本 真也（札幌市手稲区）

5月と言えどまだまだ寒い北海道。
湖の雪融けは、もう少し先のようです。

https://www.city.sapporo.jp/st/koukoku/koukoku̲top.html

迫力の湿原号

［標茶町／2017年1月］

能登 喬也（札幌市厚別区）

気温が氷点下の中、煙をたくさん出
して走行するSL湿原号です。

水面穏やか

［利尻富士町 姫沼／2017年6月］

狩野 隆（札幌市豊平区）

朝の姫沼の水面に、残雪の利尻山
の姿が映し出された。

小さな桜の木

［札幌市 旧中の川堤防／2017年5月］

早瀬 正（札幌市手稲区）

今年も残雪の手稲山をバックに満開の
「小さな桜の木」が、通りかかる人達に
癒しの春をプレゼントしていました。

美瑛の丘の夕陽

［美瑛町 美田／2017年5月］

富田 光枝（札幌市中央区）

親子の木を探していたら偶然1本の
木を見つけました。

チシマザクラとメジロ

［札幌市／2017年5月］

長友 逸郎（札幌市手稲区）

遅く開花するチシマザクラにメジロ
が集中して蜜を吸いに来た。

菜の花畑

［栗沢町／2017年5月］

大口 はるみ（札幌市厚別区）

色とりどりの鮮やかな民家の屋根
屋根と、菜の花の黄色のコントラス
トが面白いと思いました。

⑬番出口

⑭出入口

くつろぎの
広場

セブン
イレブン

至すすきの駅→

⑨番出口

←至
さっぽろ駅

応募要項についてはP75をご覧ください。

新緑と青

［美瑛町／2016年6月］

平 正男（札幌市西区）

初夏の色が涼しげで気持ちの良い
場所。行く度に表情が違うからつい
つい通ってしまいます。

仲良く

［浦臼町／2016年4月］

長友 逸郎（札幌市手稲区）

2輪そろって開花。

春のライン

［美瑛町／2017年5月］

大口 はるみ（札幌市厚別区）

柔らかなうねのラインに何が植えら
れるのかと思いをめぐらせました。

地球岬灯台

［室蘭市／2017年4月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

断崖絶壁に立つ地球岬灯台。いつ
見 ても 青 い 海と青 い 空 がよく似
合う。

春のドレス

［札幌市 旭山公園／2017年5月］

日野 透（札幌市中央区）

何度の冬を越したのでしょう！色鮮や
かで、少女のドレスの様に愛くるしい。
思わず笑顔になってしまいます。

残雪模様

［美瑛町／2017年5月］

大口 芳子（札幌市厚別区）

複雑な残雪模様の山々に抱かれた
白い花の咲くころの美瑛です。
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