
ごあいさつ

釧路夕焼け倶楽部では、次のとおり今年度の定期総会を開催いた
します。

○平成26年度定期総会
日時：2014年５月24日（土）18時から
会場：釧路市民活動センターわっと　第３会議室

総会では、昨年度の活動報告、決算報告を行うとともに、今年度
の活動計画、予算についてご審議いただきます。
開催案内及び総会資料については、ご登録いただいているメール
アドレスあてに本会報と一緒にお送りしておりますので、出欠の報
告と欠席される場合の委任状の返送についてご協力をお願いいたし
ます。
なお、メールアドレスの登録がない方またはメールが届かない方
には、本会報に総会開催案内等を同封しておりますので、ご確認く
ださい。メール、郵送いずれも届いていない場合はお手数ですが、
事務局あてにご連絡ください。
何かとご多忙な時期とは思いますが、ぜひ総会にご出席いただき、
４年目を迎える当倶楽部の活動をより深くご理解いただき、ますま
すのご支援をいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

また、総会終了後、会場を「和創会席ゆらり」に移して交流会を
開催いたしますので、こちらの参加についてもぜひともよろしくお
願いします。� （清水）

※�冊子のＰＤＦは、釧路夕焼け倶楽部ホームページに掲載して

ありますので、皆様でご活用ください。

http://uyake946.com/archive/document/

※�ライブカメラ�

（釧路夕焼け倶楽部ホームページ）�

　http://uyake946.com/live

■事務局お問い合せ先
釧路夕焼け倶楽部事務局　　電話：080-4338-0928
（担当：清水）　E-mail：�uyake946.info@gmail.com
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みなさんこんにちは！いつ
も応援ありがとうございます。
釧路夕焼け倶楽部発足から

まもなく３年、また新しい年
度を迎える時期となりました。
昨年度は新しい取り組みと

して、パンフレットの作成や、
夕焼け空に凧を飛ばそう！の
企画など、徐々にですが活動
の幅を拡げながら、市民はも
とより道内・道外に釧路の魅
力を発信してきました。
おかげさまで、各方面から

称賛の声も広がり、各メディ
アでも幅広く紹介されるようにもなり、昨日発表された北海道新聞
社の道新地域げんき大賞にも釧路管内からTOPで選出され全道に

紹介されました。これも、皆さんの応援有ってのことと感謝申し上
げます。
これからも「世界の憧れ、釧路の夕焼け港！」を合い言葉に、さ

らに魅力あふれる企画と情報を展開し発信して参りますので、皆様
のご支援、ご協力・応援の程よろしくお願いいたします。

釧路夕焼け倶楽部　代表　芳賀　久典　

釧路の夕焼けどうでしょう　Version 2.0

Ａ４判・３折りパンフレット

平成２６年度定期総会を開催します

いつまでも空を見ていたい

釧路の夕焼け
どうでしょう
How do you like uyake ?

➡

会 員募集中
Version 2.0

日没の瞬間に夕日が一瞬緑色に輝く
「グリーンフラッシュ」
日没の瞬間に太陽光が大気の中で屈折・拡散されて
起こるものです。空気の非常に澄んだ場所であるこ
とが観測の最低条件となりますが、その他の気象条
件にも左右されるので、その発生確率は非常に小さ
く、稀有な現象です。
その『グリーンフラッシュ』釧路では冬の厳冬期に
見るチャンスがあります。
…見れた人はまさに「幸運！」
見られる確率が非常に低いことから、ハワイやグ

アムでは「グリーンフラッシュを見たものが幸せに
なる」という言い伝えられているそうです。

釧路の夕焼けライブをご覧になるには…
http://uyake946.com/

夕焼けゲリラライブをご覧になるには…
http://twitcasting.tv/uyake_live/

現在、ライブカメラの設置は以下の２か所です。
◦ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路
◦展望レストラン まいづる（まなぼっと幣舞 ９階）

お問い合せは➡ uyake946.info@gmail.com

※夕焼けゲリラライブとは？……
夕焼けのキレイな場所を求めて、定点ライブカメラ
以外の場所からゲリラ的にライブ中継を行っている
ものです。「晴れたらやってるゲリラライブ中継！」
こちらもどうぞご覧ください。

釧路夕焼け倶楽部の活動について
見ると幸せになれる！？ 
グリーンフラッシュ

検索する夕焼け ☜
☜

夕焼けで
検索！！

ココを
クリック！！

ライブカメラを
クリック！！

☜

企画・制作・発行：釧路夕焼け倶楽部Ⓒ2013　不許複製

「釧路夕焼け倶楽部」は、数多の海を渡ってきた船乗
り達がインドネシアのバリ島・フィリピンのマニラ湾と
並び、世界三大夕日の一つに数えた北海道釧路港の夕日
から黄昏の美しさをもっと多くの人に知ってもらうため、
また釧路市民に郷土の魅力を再発見してもらう一つのき
っかけとして、夕焼けの魅力を発信することで観光の柱
として釧路の活性化を目指すことを目的に、平成23年に
創立した市民団体です。
現在、市内各所へのライブカメラの設置及びそれらに

よるインターネットを経由した動画配信、スマートフォ
ンを使った釧路の夕景及びイベント等のライブ配信を中
心に、実際の夕景を見ながら夕焼けに対する見聞を広め
ていただけるようなイベントの開催など、幅広く活動を
展開しています。
「晴れたらやってる」を合言葉に「夕焼けゲリラライ

ブ」は国内はもとより海外からも視聴されており、この
配信をきっかけに釧路を訪れてくださる方もおられます。
私どもの活動は釧路市民はもとより、多くの方々のご

支援によって成り立っています。サポーター会員も随時
募集しております。趣旨にご賛同いただき、ぜひ釧路夕
焼け倶楽部へのご入会を、宜しくお願い申し上げます。
また、企業単位でご支援を頂きます企業会員並びにライ
ブカメラを設置して頂ける協賛企業も募集しております。

日没後から…

それは始まる…

東 港 区 釧路川
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　ANAクラウンプラザ
●ホテル釧路

●ライブカメラ設置場所

まなぼっと幣舞

●レストラン
　　まいづる

幾多の船乗りたちを魅了した釧路港の夕日そして夕焼け。その醍醐味を味わうなら、水平線から空までワイドな視界が
確保できる釧路港が一番！釧路川に架かる「幣舞橋」周辺もお勧めです。夕焼けが見たい、そこで気になるのはお天気。
釧路は「世界三大夕日の街」であると同時に「霧の街」としても有名で、短い夏の多くの日は海霧（ガス）に包まれます。
そうなると夕焼けにお目に掛かるのは至難の業…でも、霧に包まれた夜景はロマンティックでもあり、こちらも楽しみ
のひとつでしょう。
夕焼けベストシーズンは空気が乾燥する秋～早春にかけて、グリーンフラッシュとの遭遇率も高まります。

夕焼け倶楽部オススメ！！
夕景写真撮影スポット

釧路夕焼け倶楽部WEB
http://uyake946.com/

 
「世界三大夕日の釧路港」って？

夕日だけ観て終りじゃ、 
もったいない！！

古くから海運で栄えた北海道東部の中核都市・釧路
そんな港町・釧路には日本国内のみならず、海外から
の船乗りも多数訪れています。様々な港をめぐる船乗
りたちは、釧路の風景を見て口々に言ったといいます。
「この港の夕日は世界でも屈指の美しさだ」と。やが
てこの言葉は世界に伝わり、釧路港の夕景はインドネ
シアのバリ島・フィリピンのマニラ湾と並ぶ『世界三
大夕日』として称賛されています。霧、釧路湿原だけ
じゃない、釧路の魅力の一つ、それが「釧路港の夕日」
なのです！

光り輝く夕日、その美しさはどんな人でも息を飲む
はず。でもそこが終りではなく、釧路の夕景はここか
らがメインイベント！日没後…それは始まるのです。

雲が茜色に染まるなか夕空が青に染まるブルーモー
メント、水平線から空へ向かって変化していく幾色も
のグラデーション。釧路のマジックアワーはさながら
オーロラのような天体ショー。しかもそのショーは、
日没後１時間以上展開されることもあるんです。時に
は21時ころまで空が青く染まっていることもあるんで
す。各地でさまざまな夕景を見てきた方でも、その情
景には必ず驚かれます。釧路に来たなら夕日に感動し
た後、さらに美しい夕焼けを楽しんでください！

釧路の夕焼け、何が違うの？

❶ 北 埠 頭
11月〜3月

1月グリーンフラッシュ撮影

❷ 中央埠頭・夏
年間通して良好最適は秋から冬

❸ 釧路芸術館前岸壁
３月〜４月・９月〜10月

❹ 釧路川左岸幣舞橋上流
３月中旬〜３月下旬
９月下旬〜10月上旬

❺ 官庁バース
４月〜５月・７月〜８月

❻ 南新埠頭（砂利船）
５月〜７月

❼ 米町公園
４月〜10月

❽ 釧路埼灯台
５月〜９月

昨年度の定期総会の様子

※�総会議案書は、倶楽部ホームページに掲載しております�

http://uyake946.com/archive/document/



「夕焼け空に凧をあげよう！」凧揚げイベント開催� 2013.11.30

釧路夕焼け倶楽部　活動報告

ジオフェスティバルinKUSHIROにブース出展 みんなで凧作り！� 2014.1.12
2014年１月12日㈰、釧路市こども遊学館にて「ジオフェスティバ
ル in　KUSHIRO」が開催されました。
釧路夕焼け倶楽部は、昨年に引き続き今年もブースを出展し、今
回は、今年度の釧路夕焼け倶楽部のテーマでもある「夕焼けに凧を
揚げよう」にちなみ、みんなで凧を作って大空に揚げようという内
容となりました。

2013年11月に開催し、ご好評をいただいた「凧作り＆凧揚げ」。
今回も、材料はすべて釧路夕焼け倶楽部で用意し、参加費は無料。
参加者の皆さんには手ぶらで来ていただくだけ。ゴミ袋をカットし、
ストローでできた骨組みにゴ
ミ袋を貼り、塗り絵のように
絵を描く。そして、凧糸を付
けて完成というシンプルな工
程と手軽さがウケたのか、子
どもたちや親子連れの方を中
心に、たくさんの方に凧作り

を楽しんでいただきました。
残念ながら、この日は風

が非常に強く、凧揚げは途
中で中止せざるを得なくな
ってしまいましたが、それ
でも子どもたちは、楽しそ
うに思い思いの凧を作って
くれました。
釧路夕焼け倶楽部のブー

ス周辺には、釧路の夕日ゆ
るキャラ「ゆうひっぴい」
も登場し、こちらも子ども
たちに大人気でした。凧作
りの模様は、ツイキャスの
夕焼けライブチャンネルか
ら配信され、たくさんの皆さんに楽しんでいただきました。
最近、子どもたちが元気に外で遊ぶ機会がめっきり減ったと言わ

れて久しいですが、手作りの
凧で大空・夕焼け空に向かっ
て凧を揚げるという思い出
（今回凧揚げは途中で中止と
なりましたが）ができたなら
幸いです。� （伊藤）

2013年11月30日㈯、初めての凧揚げイベントを「釧路市民活動セ
ンターわっと」と「釧路港耐震旅客船ターミナル岸壁」で行いました。

凧揚げの目的としては、昨今、子供たちがスマホやゲームの画面
等下を向いていることが多い現状を憂慮し、少しでも空を見上げる
ためのきっかけとして夕焼け空の下で凧揚げをしよう、というもの
で、当日は小学校低学年を中心とした親子約30名が集い、ごみ袋と
ストローを使った凧をそれぞれに制作しました。
ゴミ袋は簡単に絵を写すことが出来る為、子供たちは人気キャラ

クターの絵を写したり、自作の絵を思う存分描いたりと楽しんだ後、
場所を釧路港耐震旅客船ターミナル岸壁に移し、実際に凧揚げを行
いました。
この時期の美しい夕焼け空の下、自分たちが作った凧が風を得て

空をぐんぐん登って行くのを目にし、子供たちの目線が上に上にと
あがって行ったのは言うまでもありません。
寒さも忘れて凧揚げを楽しむ姿に親御さんはもとより私達倶楽部

員もあたたかい気持ちになりました。今年も凧揚げイベントを行い
ますのでぜひご参加ください。� （畠山）

わっと会議室で凧の製作風景　NHKのＴＶ取材も収録

釧路港耐震旅客船ターミナル岸壁　での凧揚げの様子



2014年１月25日㈯15時より、ANAク
ラウンプラザホテル釧路 18階 トップラ
ウンジ「ビギンズ」を会場に、３回目と
なる『釧路夕焼けフォーラム2014』を開
催しました。

今回は『夕焼け大交流会』
と銘打ち、沖縄・東京・埼
玉から遠路駆けつけて下さ
った３名の夕焼けファンの
方々と釧路市役所市民協働
推進課課長補佐（当時）の
大澤賢一様、昨年埼玉県か
らUターンした私・辻川が、

他の地域から見た釧路の姿と近年人気を集める釧路への長期滞在を
語るリレートーク「釧路を外から見てみよう」、釧路管内の夕日・
夕焼けをモチーフとしたスイーツと地域を盛り上げるご当地ドリン
クを集めた「ドリンク＆スイーツで釧路を盛り上げよう」の２部構
成としました。

当日は、靄のかかるあいにくの空模様でしたが、淡いベールの向
こうで輝く夕日が釧路港に輝くと会場から歓声が上がり、地上60m
からの夕焼け空をカメラで撮影したりじっくり眺めるなど、思い思
いに満喫していただいたようです。

第２部では６種類のご当
地ドリンクと２種類のスイ
ーツが各社・各団体のご協
力で振る舞われ、お客様か
らは「全部飲みきれるかし
ら…」というお声を頂く程
でしたが、釧路管内での町
おこしへの熱気を感じるこ

とができ、我々も美しい夕焼けを広く発信することでさらに釧路を
盛り上げていきたいと感
じたひと時でありました。
なお、開催の告知が直

前になったにも関わらず
多くの反響を頂き会場の
キャパシティいっぱいま
でお席を用意することと
なり、会場内での移動に
ご不便をお掛けする場面
もございました。
今後の開催ではゆった

り楽しめるよう配慮させ
て頂きたいと思っており
ます。� （辻川）

このたび釧路夕焼け倶楽部は、北海道新聞社さんが本年度より創
設した「道新　地域げんき大賞」を受賞致しました。
この賞は北海道新聞社が、地域に根ざし次世代の担い手として社
会に貢献している個人・団体を顕彰して若い世代による意欲的で優
れた活動をたたえ、元気で明るい地域づくりを応援することを目的

に今年度創設しました。北海道新聞社の道内８支社管内の計11地域
ごとに毎年１人ないし１団体を決定するもので、釧路夕焼け倶楽部
は釧路・根室地区の栄えある第１回受賞者に選ばれました。
代表の芳賀がアラスカのオーロラ L i v eに感銘を受け、「夕焼け

ゲリラライブ」を開始したのが2010年６月。ネットや口コミで応援
の輪は広がり、翌年５月には釧路夕焼け倶楽部を設
立して本格的に活動を開始。以来、「釧路夕焼けフ
ォーラム」「釧路港ライブカメラ」をはじめ、釧路
の夕焼け、釧路の魅力を国内外に発信し続けてまい
りました。これまでの活動を高く評価いただいたこ
とは誠に光栄なことで、まさに皆様からのご支援あ
っての受賞であり、感謝を申し上げます。これから
も釧路の夕焼けを発信し続けるというスタンスを大
切に地に足をつけて活動してまいりますので、引き
続きご声援をよろしくお願い申し上げます。
なお、副賞で頂いた20万円については、倶楽部の

事業の中で有意義に活用するために検討を行い、追
って皆様へご報告いたします。

釧路夕焼けフォーラム２０１４「夕焼け大交流会」� 2014.1.25

北海道新聞社「道新　地域げんき大賞』を受賞しました� 2014.4.25

開会挨拶：芳賀 代表 来賓：蝦名 釧路市長

リレートーク：おかちゃん（左・東京）とエドさん（右・沖縄）

空路駆け付けたジョージさん（埼玉）

当日の会場からの夕景



釧路夕焼け倶楽部札幌支部では、2013年11月９日㈯道庁赤レン
ガ会議室において開催された第８回「全道しごとおこし・まちお
こし人交流会」に事務局長　清水、札幌支部　木村の２名で参加
いたしました。（今回で３回目の参加です。）
我が街を元気にしたいという約100名の全道から集まった熱意

あふれる方々と共に研修会、懇親会と交流させていただきました。
懇親会では、ＰＲタイムが設けられ、世界三大夕日の街　釧路
の夕焼けの魅力について壇上で存分にアピールを行い、参加者の

方々と名刺交換とパンフレットを合
わせて配布し「とても綺麗、素敵だ
是非行ってみたい、釧路は霧のイメ
ージだったが再認識した…」等々多
くの方に好評価をいただきました。
また、2013年12月21日㈯には、ス

スキノにあるパーティールーム「Ｊ
−Room」において、札幌支部とし
ては２回目の大忘年会を開催いたし
ました。釧路から芳賀代表に参加い

ただき、釧路の地酒「福司」をはじめ夕焼けハイボール、夕日ハ
イボール、ミスターシシャモなどの珍味やスウィーツの数々の食
材と釧路の話題で約８時間の長時間に渡り堪能し盛り上がりまし
た。
今後とも夕焼けから釧路、道東地域の魅力アピールをいろいろ

な形で展開していきたいと考えております。� （木村）

釧路地域で新たに創刊された写真情報誌「フォトグラ・くしろ」
に釧路夕焼け倶楽部の活動紹介記事が掲載されました。
この情報誌は釧路管内で撮影された写真を大きく掲載している
のが特徴で、創刊号は釧路の夕景が特集として組まれ、当倶楽部
の会員さんの写真も多数掲載されています。ヽ (≧□≦)人
この写真情報誌は、フリーペーパーで、釧路市内の公共機関や
ホテル等で配布されており、釧路管内で撮影された写真であれば
応募が可能で広く一般からの写真を公募していますので、会員の
皆様のご自慢の１枚を応募されてはいかがでしょうか？
写真愛好家の間だけではなく、釧路へ訪れる観光客の皆様や、

釧路に来られない地方の方からの反響も非常に大きく関心が高ま
っているフリーペーパーとなっております。
少数ですが、当倶楽部にも創刊号がありますので、まだご覧に

なって居ない方は、事務局までお問い合せください。

札 幌 支 部 　 活 動 報 告

お し ら せ

■発行・お問い合わせ
〒085-0013 北海道釧路市栄町３丁目10 和創会席ゆらり内
釧路夕焼け倶楽部事務局　電話：080-4338-0928（担当：清水） 

URL : http://uyake946.com/
Email ： uyake946.info@gmail.com

編 集 後 記
会報第５号がようやく発刊となりました。いつもながら会員の
皆様にはお待たせして申し訳ない気持ちでいっぱいです。m(__)m
遅れていた春のおとづれもようやくやってきた感じの釧路地方
ですが、春と言えば決って訪れる「海霧と春霞み」でスッキリと
しないお天気が続きそうですが、そんな天候でも諦める事なくラ
イブ配信を継続して参りますので、皆様の御声援を糧に配信スタ
ッフも頑張っておりますが、何分勤務等の都合もあり配信出来な
い事も多々ありますが、ライブカメラも稼働しておりますので、

ご理解の程宜しくお願いいたします。
昨年は悪天候（海霧）が続き、撮影の機会も限られ思うように

撮影もままならずでしたが、今年の天候はどうでしょうか？
ここ数年異常気象と云われて久しいですが、昨年ほど天候に恵

まれなかった年も珍しいので、今年は最高の夕景をお届けしたい
と思っていますが、お天気ばかりは致し方ないので、好天を期待
して頑張りましょうヽ (^◇^)ノ� （中村）

◯サポーター会員募集中　　※詳しくは、ホームページ　http://uyake946.com/をご覧ください！

釧路夕焼け倶楽部では、私たちと一緒に釧路の魅力を広めてくれる「サポーター会員」を募集しています！
会員の皆様におかれましては、ぜひ、「世界三大夕日の釧路港」の夕焼けの魅力を、ご家族やご友人にもご紹介い
ただき、ご家族ご友人と一緒に、サポーター会員として、釧路の夕焼けの魅力を広めていただけると幸いです。
今後とも釧路夕焼け倶楽部へのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。


