
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 ?

釧路夕焼け倶楽部



　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
いきます。

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

でも釧路の夕景はここからがメインイベント！
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！

「世界三大夕日の釧路港」って？

夕日だけ見て終わりじゃ、もったいない！

釧路の夕焼け、何が違うの？



　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るが、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い、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」という言い伝えがあるくらい。

あなたもぜひ「グリーンフラッシュ」を
実際に見て幸せになろう！

　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。

見ると幸せになれる？グリーンフラッシュ

釧路で夕焼けを見るなら！
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第１埠頭
第２埠頭

第３埠頭

第４埠頭

12月〜3月
12月〜3月

11月〜2月

２月〜６月
９月〜11月

●
セイコーマート

●
サンエス電気通信

❶ 漁業埠頭
12月〜 2月

❺ 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

❾ 新埠頭（砂利船）
５月〜７月

❷ 北 埠 頭
11月〜 3月

1月グリーンフラッシュ撮影

❻ 浦見町高台
春〜秋

❾ 新埠頭（砂利船）
５月〜７月

❸ 中央埠頭・夏
年間通して良好
最適は秋から冬

❼ 釧路川左岸河口
３月〜５月
９月〜11月

� 米町公園
４月〜10月

❹ 釧路芸術館前岸壁
３月〜４月
９月〜10月

❽ 官庁バース
４月〜５月
７月〜８月

� 釧路埼灯台
５月〜９月

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/
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2012年７月に釧路夕焼け倶楽部念願の「ライブカメラ」２台が運用を
開始しました。１台目は、ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路（釧路市錦
町3-7 旧・釧路全日空ホテル）２台目は、釧路市生涯学習センターまなぼっと
幣舞の９階、展望レストラン「まいづる」(釧路市幣舞町4-28）です。
この二台のカメラは、Ustreamを使って、釧路港の様子を24時間
配信しています。（http://www.ustream.tv/）トップページから検
索ワードに「釧路港」と入れていただければ二か所の映像をご確認いた
だけます。夕焼け倶楽部ホームページ（http://uyake946.com）か
らも移動が可能です。
ライブカメラからの映像は夕焼けを映すのみならず、夜景や飛鳥Ⅱな
どの豪華客船が釧路港に寄港した際に、また「釧路大漁どんぱく祭り」
の花火大会を楽しむなど、見どころが満載です。
私達釧路夕焼け倶楽部は「釧路ライブカメラ構想」という目的を持っ
て活動しています。ライブカメラは単に釧路港の夕焼けを皆様方にお伝
えするにとどまらず、防災や観光・防犯・地域情報を伝達するツールの
一つとして利用することが可能です。また、パソコンやスマートフォン
から情報が取得できるため、釧路市民のみならず日本中、世界中の方が
釧路港の夕焼けを共有することができるのです。今回、カメラを設置頂
いたホテルではホームページ上にカメラ設置を掲載しており、その映像
を見たお客様から「是非宿泊したい」と宿泊予約の際にお話があると伺
っています。また、レストランまいづるにも夕焼けファンが訪れています。
釧路夕焼け倶楽部はは釧路港の夕焼けを「夕焼けライブ」を通じてお
届けするとともに、「いつでも　どこででも　だれでも」が釧路港の夕焼
けを見ることができるようライブカメラの設置を積極的に進めていきま
すので、今後ともご支援くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。
（※1）ユーストリーム：インターネットでライブ映像を全世界に向けて放送出来るサービス

　365日24時間ライブ映像配信中！
釧路の夕景を世界へ！

ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路 展望レストラン「まいづる」

ユーストリーム



私たち釧路夕焼け倶楽部の活動の原点は「夕焼けゲリラライブ」であ
り、2009年６月、夕焼けおじさんこと芳賀が、個人で釧路港の夕焼け
をネット上に配信を始めました。アラスカのオーロラライブ配信に衝撃
を受け「自分も釧路の夕焼けを世界に発信したい！」という強く思った
のがきっかけでした。
配信当初は、釧路港の岸壁だけではなく「幣舞橋と夕日」が見渡せる
釧路川の川岸や米町公園など、まさにゲリラ的に出没しては夕焼けのき
れいな場所を求めて配信をしていました。
当時は、インターネットで動画をライブ配信すること自体が画期的で
あり、都市部でも先進的な一部の人がやっていた程度でした。それを、
地方都市のここ釧路から配信するというだけでも珍しいこと。
「おもしろいことをしているおじさんがいる」と、釧路市内外の珍し
もの好きが注目し、徐々に広まっていきました。はじめはパソコンやス
マホの映像を、遠巻きに眺めているだけでしたが、夕焼けおじさんの「釧
路の夕焼けをみんなに見てもらいたい！」という情熱と、釧路港の素晴
らしい夕焼けにしだいに心を動かされ、現地を訪れる人、動画配信の手
伝いをする人が徐々に増え、応援の輪が広がっていきました。
夕焼けゲリラライブが配信するのは、夕焼けだけではありません。釧
路を代表するイベント、くしろ港まつりや北海盆踊り、そして釧路大漁
どんぱく花火大会も配信しており、たくさんの方が視聴してくださり、
毎回好評をいただいています。また、この夕焼けゲリラライブを見てく
ださって、釧路の街や夕焼けに興味を持ち、釧路を訪れる方も増えており、
夕焼けゲリラライブをやってきた中での、一番の成果だと思っています。
2013年６月で４年目に突入した夕焼けゲリラライブは、釧路港ライ
ブカメラを活用しつつ、機動力とゲリラ性を維持し、これからも釧路の
夕焼けと元気を配信していきます。

晴れたらやってる夕焼けゲリラライブ中継！

http ://twitcasting.tv/uyake_live/



釧路夕焼け倶楽部の活動について

協力・協賛企業会員様のご紹介� （50音順）

「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年に設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」を合言葉にした「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ご入会のほど、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。

◆ご入会・活動内容のお問い合わせは「釧路夕焼け倶楽部事務局」までお気軽に。
〒085-0013 北海道釧路市栄町３丁目10番和創会席ゆらり内　釧路夕焼け倶楽部事務局
E-mail：uyake946.info@gmail.com� 事務局宛てE-mail→
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スナックメルヘンスナックメルヘンスナックメルヘンスナックメルヘン
釧路市末広町3-10　3丁目ビル2F

☎0154‒22‒6050

釧路市末広町3-1-1 TEL0154-22‒2232
http://www.946wat.jp

釧路市民活動センター

株式会社｜オートプラザ髙橋

釧路市大楽毛1丁目11番1号
TEL（0154）57－4110

釧路市浜町3-18　☎0154-31-3511

くしろ港食堂ジョナサン
マリントポス１階に港の台所が復活！

朝６時から営業中
毎週金曜日は港町ランチバイキング開催

株式会社藤プリント
釧路市栄町10-3 ☎0154-22-9311

写真本来の美しさをさらに引き出し
て最高のプリントを作成し、貴方の
作品づくりのお手伝いをします。

大切な一枚をさらに美しく

大判印刷も

Ｌｉｖｅ（生きていくこと）に＋（プラス）になる企業へ

リブラス株式会社
釧路市愛国西2丁目1番5号 フリーダイヤル0120-513-191

保険と住宅ローン・企業向けリスク
マネージメント、ファイナンシャル
プランナーが相談に乗ります！

Facebookページ更新中

釧路市錦町3-7　Tel.0154-31-4111
www.anacpkushiro.com

Ｉ♥KUSHIRO

㈱サンエス・マネジメントシステムズ

釧路市星が浦大通1丁目7番1号
 ☎0154-52-0012

SEMS
SanEsu Management Systems

私たちはお客様の経営課題を
ITで解決するプロフェッショナルです

釧路市幣舞町4-28
釧路市生涯学習センター9階
☎0154-44-4455

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
nwwdn223@yahoo.co.jp（伊東）

夕日プロジェクト

釧路市春採7-1-24 コーチャンフォー釧路店2F
☎0154-47-0946  E-mail : 761@fm946.com

釧路食堂
北海道直送！旬の捕れたて
海・山の幸をご用意しております。
遠方からご来店の際はぜひご予約を！
東京都品川区小山4丁目8‒20

営18：00～深夜 ☎03-3784-8839

東京・武蔵小山
ザンギの店

冷凍・冷蔵・厨房・産業機械のエンジニア集団

有限会社 昌立冷機サービス

釧路市中鶴野29番9号　☎0154-53-0565
web http://www.shoritsu-reiki.jp

販売～保守迄　信頼の技術で支えます

株式会社アシスト
釧路市浪花町8-8-2　☎0154-22-1779

OA機器・消防設備




