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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

北海道旬 華 集 灯
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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5月1日
（火）〜7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。
大倉山の道産子

［札幌市 大倉山ジャンプ競技場／2018年2月］

太田 幸枝（札幌市西区）

北海道の開拓に力をくれた道産子君。
今日は大倉山でのお仕事です。

寒い朝

［別海町 床丹／2018年2月］

松井 繁男（別海町）

「今朝は凍れたなぁー」、
「そだネー」。
オオワシとカラスの会話でした。

朝焼けの岬

［小樽市／2017年2月］

坂口 哲裕（石狩市）

朝陽に染まる岬が綺麗でした。

北西の丘雪景

［美瑛町／2017年3月］

近藤 成美（江別市）

冬にしか見ることのできない風景
が広がっていました。

氷瀑

［札幌市／2018年2月］

早瀬 正（札幌市手稲区）

寒さが厳しいこの時期しか見ることが
できない「自然が造った氷像」です。

オハヨー

［別海町 本別海／2018年1月］

松井 繁男（別海町）

本別海の一本松で、
オオワシがカラ
スにオハヨーと声をかけている様
でした。

アイスキャンドル

［豊頃町 大津海岸／2018年1月］

坂口 正剛（江別市）

大津海岸の浜に打ち上げられた川氷の
先端に朝日が重なり、まるで金色のロウ
ソクに火が灯った感じに見えました

屈斜路湖の寒朝

［弟子屈町／2018年1月］

宮下 征治（札幌市中央区）

美幌峠からの日の出は、身が引き
締まる思いがしました。

Sunset Lighthouse

［小樽市／2018年2月］

杉本 真也（札幌市手稲区）

黄昏時。今日も一日が終わろうと
している。

霧氷輝く

［富良野市／2018年2月］

狩野 隆（札幌市豊平区）

凍れた朝、空知川河畔の木々に霧
氷の華が咲いた。

あなたは、
どっちにする？

［札幌市／2016年2月］

佐藤 昌弘（札幌市厚別区）

厚別西のさくら公園で開催された、第2回
あつべつ西紙袋ランタンフェスティバルで
の1枚。ランタン内の男女の紙絵が印象的。

金色に輝く川面

［千歳市／2018年1月］

宮下 征治（札幌市中央区）

氷点下18℃の川面は川霧もあり、
美しく輝いていました。

厳冬の散歩道

［倶知安町／2018年2月］

真田 美代子（倶知安町）

マイナス25℃の朝。霧氷が広がる中、
動物の足跡が続いていました。

春への始動

［斜里町／2018年3月］

狩野 隆（札幌市豊平区）

冬季間通行止の知床横断道路開通
に向け、除雪作業が始まった。

冬の農学部本館

［札幌市 北海道大学／2018年1月］

佐藤 昌弘（札幌市厚別区）

北海道大学の農学部本館は、時計
塔がそびえる4階建ての建物です。

ジュエリーアイスにスーパームーン

［豊頃町／2018年1月］

宮下 征治（札幌市中央区）

絶好のタイミングで出会えました。

ジュエリーアイスの朝

［豊頃町 大津海岸／2016年1月］

真田 美代子（倶知安町）

ジュエリーアイスの広がる大津港に
日が出て、
ジュエリーが輝きました。

暁の峠

［美幌町／2018年2月］

狩野 隆（札幌市豊平区）

美 幌 峠から見る屈 斜 路 湖 の 彼 方
から昇る朝日が荘厳だった。

北海道生誕150周年バースデー

［札幌市／2018年2月］

船山 晃宏（札幌市手稲区）

北海道と命名されて150周年を祝
った雪まつり会場の氷像がかわい
らしかった。

サンピラー

［黒松内町／2018年2月］

下村 俊之（黒松内町）

陽が沈みかけた時に現れたサンピ
ラーが、
美しく輝いていました。

「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）

眠りにつく時

［苫小牧市 北大研究林／2018年2月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

やっとエゾフクロウのつがいに会えた。
古木に出来た穴の中で身を寄せ合って
いる。お昼寝の時間かな〜。まったり。

凛として我が空をとぶ

［札幌市／2018年1月］

武石 詔吾（札幌市厚別区）

我が道ならぬ、我が空をとぶスズメ
に
「あっぱれ！」

ブルー・モーメント

［札幌市 北海道庁旧本庁舎／2018年2月］

日野 透（札幌市中央区）

この通りから眺める景色は、春夏秋冬
いつでも素晴らしい。偏に、赤レンガの
重厚な存在が効いているといつも思う。

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

燃える朝

［千歳市 祝梅川／2018年1月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

氷点下15℃の朝。小川は真っ赤に
燃える朝になる。

ジュエリーアイス

［豊頃町 大津海岸／2018年1月］

富田 光枝（札幌市中央区）

念願のジュエリーアイスを撮った朝
はマイナス21℃でした。
けあらしが
すごかったです。

冬に耐える

［江別市／2018年1月］

大口 雄一（札幌市厚別区）

厳冬の季節、林立する樹木が凍え
る冷気に耐えながら、ひたすら春を
待っているようでした。

屈斜路湖砂場も凍る湖畔

［弟子屈町／2018年1月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

砂場はいつも白鳥たちが羽根を休
めるポイントだ。今朝は猛烈に冷え
込んだのか、薄氷が張っている。

夕日に輝いて

［札幌市／2018年1月］

原田 芳昭（札幌市西区）

夕暮の石狩平野に夕日が輝く。
山が浮かび上がっていました。

天に向かって

［野幌原始林／2018年1月］

大口 芳子（札幌市厚別区）

ツルアジサイは、
ドライになっても
原始林に彩りを添えていました。

⑬番出口

⑭出入口
コインロッカー
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●

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。

デジタル サイネージ
公開発信作品発表

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P67をご覧ください。

異形の漂流者

うぇーい！

［豊頃町 大津海岸／2017年1月］

［鶴居村 伊藤サンクチュアリ／2018年1月］

海岸に漂着した流木に強い光と氷
が合わさって、不気味な生き物の様
でした。

寒ければ寒いほど元気になる姿を
見ていると、
こちらも寒さを忘れて
しまいます。

平 正男（札幌市西区）

雪の小樽運河

［小樽市／2018年2月］

原田 芳昭（札幌市西区）

雪の降る小樽運河は幻想的で感動
しました。

暮れる雪原

［千歳市／2018年3月］

大口 はるみ（札幌市厚別区）

ダイナミックな雲と淡い夕陽が織り
成す雪原の夕暮れ時は素敵でした。

平 正男（札幌市西区）

蒼いシャンツェ

［札幌市 大倉山ジャンプ競技場／2018年1月］

日野 透（札幌市中央区）

寒中撮影のため、寒風の空気感を
伝えるべく、WBを作為的に操作し
て青色を強調してみました。

冬の灯り道

［札幌市／2018年2月］

大口 はるみ（札幌市厚別区）

灯りに照らされた何処までも続く道
の先には…。

