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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8月1日
（水）〜10月31日
（水）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。
雪解けの「星置の滝」

［札幌市 金山／2018年5月］

早瀬 正（札幌市手稲区）

雪解けの時期は、普段は穏やかな
「星置の滝」も、ダイナミックな滝に
変身します。

列車が行く

［倶知安町／2017年4月］

真田 美代子（倶知安町）

羊蹄山の麓、
夕暮れ時。小樽へ向かう
列車が通過しました。

華やぐビル街

［札幌市 北海道庁／2018年5月］

細川 哲男（札幌市豊平区）

道庁の八重桜がパッと咲き、多くの
人が見上げていました。

朝景

［余市町／2018年4月］

近藤 俊六（江別市）

海面に朝もやが立っていましたが、
太陽が出て大黒岩を照らして、
とても
幻想的でした。
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こぼれ桜

［札幌市 旧軽川緑地／2018年5月］

早瀬 正（札幌市手稲区）

苔の上に散った桜の花びらがとても
美しく、和の風情を感じました。

夜明け前の鹿

［別海町 中春別／2018年4月］

松井 繁男（別海町）

日の出の1時間前後は、鹿の行動が
活発になり、路上の横断が多くなっ
たりします。

春風優しく

［伊達市／2018年5月］

佐々木 功（札幌市厚別区）

うららかな日射しの中で、
しだれ桜が
春風にそよいでいました。

新緑の滝

三島さんの芝ざくら庭園

［倶知安町／2018年6月］

千田 一也（札幌市南区）

三島さんのご厚意で一般開放して
いる芝ざくら庭園です。

紺碧の海に

［礼文町／2016年6月］

狩野 隆（札幌市豊平区）

桃岩展望台の遊歩道から見る日本海
に
「猫岩」が印象に残った。

幸せの黄色

［滝川市江部乙／2018年5月］

原田 芳昭（札幌市西区）

菜の花の黄色の丘と、残雪の山並み
が印象的でした。

知床の春

［札幌市 滝野すずらん丘陵公園／2018年6月］

［羅臼町 知床半島／2018年5月］

滝野すずらん丘陵公園にある鱒見
の滝は、美しい色合いとなって落ち
ていました。

ヒグマが山の斜面でフキノトウを
食べていました。

宮下 征治（札幌市中央区）

釜澤 まつみ（札幌市白石区）

真鍋庭園・洋

［帯広市／2018年5月］

青山 しおり（帯広市）

リバースボーダーガーデンのシーン。
和洋そして様々な木々、花、池、滝…。
夢の世界へ誘います。

はいチーズ！

［旭川市／2017年5月］

坂口 哲裕（石狩市）

かわいい子ぎつねが、すまし顔でカ
メラに向かってポースを決めてくれ
ました。

初夏の丘

［中富良野町／2017年6月］

近藤 成美（江別市）

高台にある満開のルピナスと、中富
良野町の町並みを入れてみました。

黄色のジュウタン

［黒松内町／2018年6月］

下村 俊之（黒松内町）

広大に広がる菜の花。緑とのコント
ラストが美しく、
ジュウタンを敷きつ
めたようでした。

湖畔に佇む

［洞爺湖畔／2018年5月］

水上 柳子（黒松内町）

桜の頃、1羽の白鳥が佇んでいました。

ローソクの灯り

［余市町／2018年5月］

坂口 正剛（江別市）

5月後半に近くの浜から見える観音岩（ローソ
ク岩）、朝日が岩の頂上に重なる瞬間は、まるで
ローソクに火が灯ったように見え感動します。

アートな畑

［美瑛町／2018年4月］

近藤 成美（江別市）

丘陵地を耕したトラクターの線は、
芸術作品のように見えました。

神秘的な神の子池

［清里町／2017年6月］

永井 和子（旭川市）

数年前までは環境が整備されておらず、
場所がわかりませんでした。今は綺麗な歩道
も有り、神秘的で吸い込まれる様でした。

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。

港の夕景

［釧路市／2017年5月］

鈴木 章勝（札幌市北区）

船のマストにとまったカモメも夕焼け
色に染められていました。やっぱり
釧路の夕景は素晴らしいですね。

主亡き今も

［上士幌町／2017年5月］

平 正男（札幌市西区）

人が暮らしていた跡がわずかに残る
場所に一本の桜。
この先も人知れず
咲き続ける事でしょう。

光翳

［室蘭市／2016年6月］

中澤 美津子（札幌市厚別区）

港に停泊中の船の明かりが海上に
長く伸びて美しかったです。

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

函館八幡坂からの夜景

［函館市 八幡坂／2018年4月］

木本 洋（札幌市西区）
函館港に摩周丸。

始動

［札幌市／2018年4月］

武石 詔吾（札幌市厚別区）

春、生き物が一斉に活動を始めました。

ヒグマの親子

［斜里町／2015年6月］

中澤 美津子（札幌市厚別区）

道路脇ののり面に現れたヒグマの
親子にビックリでした。

サロマ湖に沈む夕日

［常呂町 栄浦／2018年5月］

木本 洋（札幌市西区）

私には四角に見えました。

ピンク・イエロー・ブルー

［倶知安町／2018年6月］

富田 光枝（札幌市中央区）

個人のお宅の芝桜庭園から見える
羊蹄山は絶景でした。

北帰行

［士別市 南士別町／2018年4月］

中村 孝夫（士別市）

中継地で羽を休めた後、次の目的地
へ向かいます。

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P67をご覧ください。

静かに佇むえびす岩

［余市町 白岩町／2018年5月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

岸から10数メートルほどの浅瀬に
静かにそびえ立つえびす岩。風雪に
耐え抜いた姿は実にいい！

目が合っちゃったね

［札幌市 円山公園／2018年4月］

美紗（札幌市豊平区）

バーベキューで盛り上がる園内で、
やっと見つけたエゾリスちゃんと目が
合いました。

春景

［美瑛町／2017年5月］

大口 芳子（札幌市厚別区）

遠くに残雪の山々、青空を流れる雲は
気持ちを伸びやかにしてくれました。

戸切地陣屋跡の桜並木

［北斗市／2018年4月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

この桜並木は上磯峠下から、松前藩
陣屋跡へ続く800mの桜のトンネル
である。歴史を裏付ける見事な桜だ！

まなざし

［旭川市／2017年5月］

長友 逸郎（札幌市手稲区）

えさをねだっているのか、母の顔を
じっと見つめている。

花菜晴れ

［岩見沢市 栗沢町／2018年5月］

大口 芳子（札幌市厚別区）

今年も、一面の黄色の大地を目に
して、ほっとしました。
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