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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」2018年11月1日
（木）〜2019年1月31日
（木）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。
丘の牧草ロール

［上富良野町／2018年7月］

狩野 隆（札幌市豊平区）

刈り取られた牧草ロールが、大きな
バウムクーヘンのように見えた。

日の出を待つ

［余市町／2018年8月］

原田 芳昭（札幌市西区）

えびす岩の日の出は瞬間的でしたが、
感動しました。

ある日の札幌の空

［札幌市／2018年8月］

宮下 征治（札幌市中央区）

空を見上げると、真っ赤に染まって
いました。

海の日

［室蘭市／2018年7月］

oshimugi（伊達市）

毎年海の日に地球岬灯台の一般開放
を行い、沢山の方が訪れています。
その時の一コマ。

朝焼けの牧場

［別海町／2016年8月］

松井 繁男（中標津町）

太陽が上がる直前、雲が見事な色に
なり、
とても素敵な朝になりました。

夜高あんどん

［沼田町／2017年8月］

佐藤 昌弘（札幌市厚別区）

沼田自衛隊の夜高あんどんが、会場
に向けて行進して来ました。

憩いのバラ広場

［札幌市／2018年7月］

細川 哲男（札幌市豊平区）

資料館前のバラ広場には色々なバラ
が咲き、楽しませてくれました。

深緑の大雪ダム湖

［上川町 層雲峡／2018年8月］

永井 和子（旭川市）

青空で程良い雲が流れておりました。
湖面の水鏡が美しく、遠方に大雪山
連峰が見えております。

神威岬

［積丹町／2018年8月］

真田 美代子（倶知安町）

神威岬の沖にある神威岩の上に陽が
落ち始めました。

フラワーロック？

［北竜町／2017年8月］

坂口 哲裕（石狩市）

向日葵の花に映る影がサングラス
に見えました。

初夏の彩り

［中富良野町／2018年7月］

近藤 俊六（江別市）

花の景色とラベンダーの香りに思わず、
身体と心が引き寄せられました。

実りの予感

［札幌市／2018年8月］

遠藤 司（札幌市白石区）

ぶらりとカメラ片手に散策に出掛けたら、ある
会社の塀際に栗の木が植えられていて、小さな
栗が葉の間から顔を覗かせていて、秋が忍び足
で来ているな、と感じさせてくれました。

ハロー知床

［斜里町／2018年8月］

赤坂 未来（札幌市中央区）

知床へ撮影しに行くと、知床五湖の上
でハロが出現し、出迎えてくれました。

頑張れー！

［三笠市／2018年7月］

坂口 正剛（江別市）

上下の枝にとまったアオバズクの親子。幼鳥が
ためらいがちに母親のいる枝へ移ろうとする姿
に思わず「頑張れ」とつぶやいてしまいました。

秋爽

［深川市／2017年9月］

近藤 成美（江別市）

何も遮る物がなく、石狩平野を一望
でき、北海道の四季折々の豊かさを
堪能できる場所である。

真っ赤なジュータン

［東川町 大雪山 裾合平／2017年9月］

釜澤 まつみ（札幌市白石区）

大雪山裾合平のチングルマの大群落。
見事な草紅葉に感動しました。

オンネトーの静寂

［足寄町／2018年7月］

青山 しおり（帯広市）

鏡のような水面が美しく、藍、青、
碧、黄緑etc...のグラデーションを
映し出します。

サンゴ草赤く

［網走市 能取湖／2016年9月］

狩野 隆（札幌市豊平区）

復活した能取湖のサンゴ草の赤が、
青空に映えた。

朱夏

［稚内市／2017年8月］

桑原 弘光（名寄市）

稚内市ノシャップ岬に設置されているイルカの
モニュメントと、綺麗な夕景を重ねて撮影しました。
薄曇りだったこともあり、とても鮮やかな光景でした。

丘に咲く紫陽花

［せたな町／2018年8月］

水上 柳子（黒松内町）

北海道では夏の花のイメージです。
丘で満開でした。

コインロッカー

SA PPORO
S N O W
V ISION

「SAPPORO SNOW VISION」
作品公開スケジュールに関するお問い合わせ 札幌市交通局 担当／川口

●
●

e-メール／st.shisan@city.sapporo.jp

●

金色の丘で

［美瑛町／2017年8月］

平 正男（札幌市西区）

雨の降った次の日の朝は、
こんな景色
に会えるかもしれないという期待で、
ついつい早起きしてしまいます。

小樽の花火

［小樽市／2017年7月］

長友 逸郎（札幌市手稲区）
毛無山より撮影。

星置の滝

［札幌市 金山／2018年9月］

早瀬 正（札幌市手稲区）

色づき始めた周りの木々に、秋の気配
を感じる
「星置の滝」です。

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

室蘭夜景

［室蘭市／2018年7月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

室蘭夜景の定番はここからがいいネ！

盛夏の日

［恵庭市／2018年8月］

日野 透（札幌市中央区）

えこりん村のガーデンを高所から俯瞰で
撮る。雨続きの8月に、珍しく晴れ渡った
日に感謝する。汗ばむ一日となった。

丘への小道

［美瑛町 ぜるぶの丘／2018年8月］

大口 はるみ（札幌市厚別区）

帰り道にふと目にして立ち寄った、
ぜるぶの丘。
また一つ楽しい場所を
見つけました。

晩夏の朝景

［千歳市 美笛／2018年8月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

夏の終わりを告げる、爽やかな朝が
明けてきた。

四季彩の丘

［美瑛町／2018年8月］

富田 光枝（札幌市中央区）

鮮やかに彩られた四季彩の丘。見る
人に強烈な印象を残します。

残り雪

［東川町 旭岳／2017年7月］

大口 芳子（札幌市厚別区）

初夏の旭岳にはところどころに雪が
残り、涼しげな景観を作っていました。

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

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。

⑬番出口

⑭出入口

応募要項についてはP67をご覧ください。

麦藁ロールと一本ポプラ

［小清水町／2018年8月］

鈴木 まり子（札幌市北区）

小清水町の「じゃがいも街道」の付近で
見られる風景です。畑の作付けが毎年
違うので、いろいろな風景が見られます。

白鳥大橋

［室蘭市／2018年7月］

富田 光枝（札幌市中央区）

全長1,380mの吊り橋は東日本最大
です。夜にはライトアップされ、工場
夜景と合わせて楽しめます。

爽やかな流れ

［恵庭市／2018年7月］

大口 雄一（札幌市厚別区）

爽やかな新緑に見守られて流れ落
ちる、小さな滝。心洗われる思いで
水とご対面しました。

第三音更川橋梁

［上士幌町／2017年9月］

鈴木 章勝（札幌市北区）

旧国鉄士幌線の橋梁です。紅葉した木々
や雲を映した音更川をまたいだアーチ
状の橋は、とても美しい眺めです。

大地のアート

［美瑛町／2017年9月］

平 正男（札幌市西区）

この町はどこを見ても美しい。

碧い湖水

［千歳市／2018年7月］

大口 雄一（札幌市厚別区）

見慣れた湖水、でもこの日の水の蒼さ
と、凛として起つ白い一本木にすっか
り魅入りさせられました。

