
2012 年 

テーマ： 温暖化で食糧生産はどうなるの？ －地球温暖化とのかかわりについて考えてみよう－ 

スピーカー： 國分牧衛さん（東北大学大学院農学研究科教授） 

日時： 2012 年 12 月 22 日(土) 13:30～15:00 

地域： 東北 

場所： 宮城野区中央市民センター（宮城県仙台市宮城野区五輪二丁目 12-70 宮城野区文化センター内） 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/12/1222.html 

 

テーマ： 地球温暖化科学論のホンネ 

スピーカー： 江守正多さん ( 国立環境研究所 地球環境研究センター 気候変動リスク評価研究室長) 

日時： 2012 年 11 月 27 日(火) 19：00～21：00 

地域： 関東 

場所： PLATFORM DELI+CAFÉ (東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクウェア 1F) 

定員： 35 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/11/1127.html 

 

テーマ： 誰も知らない国連会議の舞台裏 

スピーカー： 小西雅子さん (ＷＷＦジャパン自然保護室・室次長, 日本気象予報士会副会長, 桜美林大学講師) 

日時： 2012 年 10 月 31 日(水) 19：00～21：00 

地域： 関東 

場所： PLATFORM DELI+CAFÉ (東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクウェア 1F) 

定員： 35 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/10/1031.html 

 

テーマ： 二つの温暖化 ～地球温暖化とヒートアイランド 

スピーカー： 甲斐憲次さん（名古屋大学大学院環境研究科教授） 

日時： 2012 年 10 月 13 日(土) 13:30～15:30 

地域： 長野 

場所： 信州大学教育学部（長野県長野市西長野 6）W101 教室 

定員： 20 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/09/111.html 

 

テーマ： 台風研究のこれから ～2011 年日本に上陸した台風が残した課題～ 

スピーカー： 和田章義さん (気象庁気象研究所台風研究部第一研究室主任研究官) 

日時： 2012 年 9 月 26 日(水) 19：00～21:00 

地域： 関東 

場所： 明治大学駿河台キャンパス 「カフェパンセ」(アカデミーコモン 1階) 東京都千代田区神田駿河台 1-1 

定員： 35 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/09/9262011.html 

  



テーマ： 天気予報はどこまで当たる？ - スパコンによる数値予報最前線 - 

スピーカー： 室井ちあしさん (気象庁予報部数値予報課数値予報班長) 

日時： 2012 年 8 月 22 日 19：00～21：00 

地域： 関東 

場所： PLATFORM DELI+CAFÉ (東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクウェア 1F) 

定員： 35 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/08/822.html 

 

テーマ： 竜巻の脅威 

スピーカー： 小笠原明男さん（中部航空地方気象台予報課） 

日時： 2012 年 8 月 8日(水) 18:00～20:00 

地域： 東海 

場所： ナディアパーク 7 階 7th cafe (セブンスカフェ)（愛知県名古屋市中区栄 3-18-1 青少年文化センター） 

定員： 40 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/07/88.html 

 

テーマ： 豪雨は増えている？ —解析データからみる極端な現象の実態— 

スピーカー： 藤部文昭さん（気象研究所 環境・応用気象研究部 第二研究室室長） 

日時： 2012 年７月 25 日(水) 19：00～21：00 

地域： 関東 

場所： PLATFORM DELI+CAFÉ (東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクウェア 1F) 

定員： 35 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/07/725.html 

 

テーマ： 天気で探るカラダの秘密 ～健康と気象の新たな関係を読み解け！～ 

スピーカー： 石田よしみさん（気象予報士・フードコーディネーター・ 健康気象アドバイザー） 

小越久美さん（気象予報士・健康気象 アドバイザー） 

日時： 2012 年 6 月 20 日(水) 19：30～21:00 

地域： 関東 

場所： 明治大学駿河台キャンパス 「カフェパンセ」(アカデミーコモン 1階) (東京都千代田区神田駿河台 1-1) 

定員： 35 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/06/32-20120620-193021001900-1-1-1-jr355.html 

 

テーマ： 実験室は富士山頂 —廃止測候所跡で何かが始まっている!?— 

スピーカー： 佐藤元さん (気象実験クラブ 代表) 

日時： 2012 年 3 月 13 日(火) 19：00～21：00 

地域： 関東 

場所： PLATFORM DELI+CAFÉ (東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクウェア 1F) 

定員： 35 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/02/313.html 

  



テーマ： 冬将軍の正体をつきとめる！—寒波と日本の関係のお話しー 

スピーカー： 堀正岳さん (海洋研究開発機構・北半球寒冷圏プログラム・研究員) 

日時： 2012 年 2 月 22 日(水) 19：30～21：30 

地域： 関東 

場所： PLATFORM DELI+CAFÉ (東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクウェア 1F) 

定員： 35 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/02/222.html 

 

テーマ： 衛星からみる世界の降雨 

スピーカー： 中村健治さん（名古屋大学地球水循環研究センター センター長） 

日時： 2012 年 2 月 8日(水) 18:00～20:00（受付開始 17:30） 

地域： 東海 

場所： ナディアパーク 7 階 7th cafe (セブンスカフェ)（愛知県名古屋市中区栄 3-18-1 青少年文化センター） 

定員： 40 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/01/28.html 

 

テーマ： 竜巻・強風に備える 

スピーカー： 前田潤滋さん（九州大学大学院 人間環境学研究院 教授） 

日時： 2012 年 1 月 28 日(土) 16:00～17:30 

地域： 九州 

場所： 風街珈琲店 (福岡県福岡市中央区天神 3-3-7 応順ビル) 

定員： 30 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2012/01/128.html 

 

テーマ： 鉄道と気象の関わり～鉄道会社における防災の取組み～ 

スピーカー： 島村誠さん (JR 東日本研究開発センター防災研究所長) 

日時： 2012 年 1 月 14 日(土) 午後 

地域： 関東 

場所： そなエリア東京 レクチャールーム (東京都江東区有明 3-8-35 東京臨海広域防災公園） 

定員： 40 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2011/12/114.html 

 

  


