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

「SAPPORO SNOW VISION」2019年2月1日
（金）〜4月30日
（火）公開分

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
■

↑
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。
旭岳映る

［東川町 旭岳／2018年10月］

狩野 隆（札幌市豊平区）

鏡池の水面に映る初冬の旭岳の姿
は穏やかだった。

創作の秋

［札幌市 滝野すずらん丘陵公園／2018年10月］

細川 哲男（札幌市豊平区）

紅葉と相まって川の流れのような
景色が素敵で愉しかった。

「楓」

［札幌市／2018年11月］

近藤 俊六（江別市）

秋の名称「楓」が、大木から伸びる
光景に魅了されました。

防波堤の夕景

松井 繁男（中標津町）

開陽台にある倖せの鐘の中に太陽
が重なった瞬間に撮った1枚です。

秋色の庭園

［札幌市／2018年10月］

坂口 正剛（江別市）

奥に紅葉を従え、流れに落葉の浮か
ぶ様は、秋そのもので感動します。

カムイコタン

［旭川市／2017年10月］

近藤 成美（江別市）

多くの変成岩があり、急で細い川が
流れ、紅葉とともに見ることのでき
る景勝地である。

錦秋をW満喫

［伊達市 黄金漁港／2018年11月］

［士別市 ポン天塩湖／2017年10月］

とても穏やかな日で、
夕日が暖かく
感じました。

お天気も良く、釣り人が遠くに見えま
した。紅葉と釣りのコラボ感がとても
良く、思わず手を振ると大きく振り返
して下さり、楽しそうなご様子でした。

oshimugi（伊達市）
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グッドモーニング

［中標津町 開陽台／2018年11月］

永井 和子（旭川市）

凍てつく池の日の出

［倶知安町／2017年12月］

真田 美代子（倶知安町）

凍てついた池のそばの木々の間から
陽が昇り、池を綺麗に染めました。

ランディング

landing!

［鶴居村／2017年12月］

坂口 哲裕（石狩市）

朝焼けの中、飛んできたタンチョウ。
着地する瞬間が綺麗でシャッターを
切りました。

寒さに耐えて

［名寄市／2017年12月］

桑原 弘光（名寄市）

毎年冬になると天塩川河畔に立つ巨木にオ
ジロワシのつがいがやって来てくれます。極
寒の中、顔や体に氷が付着しても、連れをジ
ッと待つ姿に感動させられます。

青い池初冬

［美瑛町／2018年11月］

遠藤 司（札幌市白石区）

雲一つ無い青空、遠くに冠雪の大雪連
峰を魅せながら、水面に空の青さを映し
出していた。自身の碧さより空の青さを
褒め称えてくれました。

水鏡

［七飯町 大沼国定公園／2018年10月］

水上 柳子（黒松内町）

合わせ鏡の様に見えました。

メリークリスマス

［札幌市 大通公園／2016年12月］

宍戸 里よ子（札幌市北区）

華やかに彩られた大通公園。沢山の
人の歓声が聞こえていました。

縞模様

［美瑛町／2018年10月］

原田 芳昭（札幌市西区）

朝日に照らされて、緑色の縞模様が
輝いていました。

晩秋の旭岳

［東川町 旭岳／2018年10月］

釜澤 まつみ（札幌市白石区）

チングルマの葉が紅に色づいた草
紅葉と、ハイマツ帯の緑と、噴煙の
白が、旭岳の晩秋の風景です。

浅黄

［倶知安町 イワオヌプリ／2014年10月］

杉本 真也（札幌市手稲区）

ニセコ連峰縦走中。この日は非常に風が
強かったのですが、山間はとても穏やか
で心地良く黄葉のアーチを歩きました。

初冬の旭岳

［東川町 旭岳／2017年10月］

宍戸 里よ子（札幌市北区）

遅い初雪を迎えた次の日の朝。霧
が晴れてすっきりしたお山が姿を
見せてくれました。

なんたって食欲の秋

［札幌市 円山公園／2018年10月］

佐藤 昌弘（札幌市厚別区）

公園内を散歩していると、エゾリス
が何かを食べていました。きっと冬
眠前の腹ごしらえでしょうか？

紅葉のトンネル

［札幌市 平岡樹芸センター／2018年11月］

宮下 征治（札幌市中央区）
息を飲む美しさでした！
！

コインロッカー
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「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

●

白い恋人パーク

［札幌市／2018年12月］

富田 光枝（札幌市中央区）

白い恋人パークは一年を通して楽し
める中庭が魅力です。特に冬はイルミ
ネーションがきれいですね。

対の青

［美瑛町／2018年10月］

大口 雄一（札幌市厚別区）

高く碧く澄んだ、秋の大空を映した
静かな水 面は、紺 碧 の 色を湛え、
気持ちを和ませてくれました。

すっくと立つ

［帯広市／2018年11月］

青山 しおり（帯広市）

秋晴れの日、気持ち良〜くまっすぐ
に立つ木々を見上げ深呼吸。
またさ
らに歩いて行く。

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

冬仕度

［美瑛町 望岳台／2017年10月］

平 正男（札幌市西区）

せっせと食料を運ぶナキウサギ。
くわえた葉っぱがヒゲみたいですよ。
笑うヒゲウサギ。

虹

［札幌市 滝野／2016年10月］

中澤 孝志（札幌市厚別区）

滝にかかる虹が見たくて出掛けました。
紅葉と滝と虹、美しいシーンでした。

雪のイルミネーション

［札幌市 大通公園／2018年11月］

美紗（札幌市豊平区）

雪が舞う日を待っていました♪

初冬の白ひげの滝

［美瑛町 白金／2018年11月］

芳賀 茂俊（恵庭市）

ライトアップされた白ひげの滝。何
時より少しおとなし目のライトアッ
プだ。
でも、
これ位が丁度良い。

秋のおとずれ

［上川町／2014年10月］

長友 逸郎（札幌市手稲区）

紅葉が上から下へと降りてきた
層雲峡の紅葉はスケールが違う。

冬迫る ウトロ港

［斜里町／2018年12月］

村上 秀夫（斜里町）

秋鮭漁も終わり静まり返るウトロ港。
知床の山並みは早くも冬の装い。

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P59をご覧ください。

黄金色の道

秋うらら

［札幌市 北海道大学／2018年11月］

［札幌市 紅桜公園／2016年10月］

イチョウの葉を通した光が道路の
落ち葉に反射し、周りじゅうが金色
に染まって見え感動しました。

葉の赤や黄色、ススキの白、松の緑
と古い民家が魅力的な景観です。

鈴木 まり子（札幌市北区）

飛翔

［美唄市／2018年10月］

長友 逸郎（札幌市手稲区）

マガンが何かに驚いて飛び立った。
私も音でびっくり。シャッターを押した。

神秘の池

鈴木 章勝（札幌市北区）

レッド

ファンタジー

Red Fantasy

［札幌市 平岡樹芸センター／2018年10月］

日野 透（札幌市中央区）
この燃えるような赤色が何とも素晴
らしい。この世のものとは思えない。
正に、Red Fantasy（赤い幻想）です。

水澄める

［美瑛町 青い池／2018年10月］

［美瑛町 青い池／2018年10月］

青い水と立ち枯れた木々の並ぶ幻
想的な景観に魅了されました。

秋の澄んだ空気が水面も周りの草
木も澄明にしている感じです。

大口 はるみ（札幌市厚別区）

大口 芳子（札幌市厚別区）
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