
2016 年 

 

テーマ： 天文学で読み解く銀河鉄道の夜/４Ｋ映像による空の探検 

スピーカー： 大西浩次さん（長野工業高等専門学校 教授） 

スピーカー： 武田康男さん（空の探検家 気象予報士） 

日時： 2016 年 12 月 3 日(土) 13:00～17:00 

地域： 長野 

場所： 長野市城山公民館 第二地区分館 

参加費： 300 円（飲み物とお菓子代） 

定員： 50 名（申し込み先着順） 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2016/10/123.html 

 

テーマ：  都市の気候と緑・水の環境デザイン 

スピーカー：  堀越哲美さん（愛知産業大学 学長） 

日時：  2016 年 10 月 15 日(土) 17:00〜19:00 

地域：  名古屋 

場所：  ナディアパーク 7 階 7th cafe (セブンスカフェ) 

参加費：  600 年（ドリンク代込み） 

定員：  40 名程度（先着順） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2016/10/1015.html 

 

テーマ：  言葉だけで伝える気象情報 ～ラジオでの気象解説の裏話～ 

スピーカー： 伊藤みゆきさん（ＮＨＫラジオ 気象キャスター） 

日時：  2016 年 10 月 1 日(土) 14:30〜16:30 

地域：  東京 

場所：  東京理科大学理窓会 第１会議室 

参加費：  無料（飲み物は各自ご用意下さい） 

定員：  30 名程度（申し込み先着順）  

詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2016/09/101.html 

 

テーマ：  “ゲリラ豪雨”との戦い～勝ち方教えます～ 

スピーカー：  下瀬健一さん・加藤亮平さん（防災科学技術研究所 水・土砂防災研究部門） 

日時：  2016 年 7 月 28 日(木) 18:30〜20:30 

地域：  つくば 

場所：  BiVi つくば 2 階交流サロン 

参加費：  無料（飲み物持参可） 

定員：  30 名程度（先着順） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2016/06/728.html 



テーマ：  気に愛される技術～天の神様の気持ちに沿う生き方～ 

スピーカー： 茂木耕作さん（海洋研究開発機構 研究員） 

日時：  2016 年 4 月 8日(土) 19:00〜20:30 

地域：  東京 

場所：  一般財団法人日本気象協会会議室 

参加費：  無料（飲み物は各自ご用意下さい） 

定員：  30 名程度（申し込み先着順）  

詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2016/03/48.html 

 

テーマ：  最新のエルニーニョの動向について・第 2 弾 

スピーカー：  前田修平さん（気象庁気象研究所 気候研究部 第二研究室 室長） 

日時：  2016 年 2 月 19 日(金) 18:30〜20:30 

地域：  つくば 

場所：  BiVi つくば 2 階交流サロン 

参加費：  無料（飲み物持参可） 

定員：  30 名程度（先着順） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2016/01/2192.html 

 

テーマ：  南極の環境と気象～なぜ南極なのか 

スピーカー：  小塩哲朗さん（名古屋市科学館学芸課学芸員） 

日時：  2016 年 2 月 6日(土) 17:30〜19:00（受付開始 17:00） 

地域：  東海 

場所：  名古屋市科学館 ミュージアムカフェ＆レストラン 

参加費：  1000 円（ソフトドリンク・スナック付き） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2016/01/26_25.html 

 

テーマ：  天気予報活用術～気象キャスターが教えるここだけの話… 

スピーカー： 西口香織さん（元 関西テレビ『FNN スピーク』キャスター・気象予報士） 

日時：  2016 年 2 月 6日(土) 14:30〜16:00（受付 14:00～） 

地域：  関西 

場所：  英國屋心斎橋本店（大阪市中央区心斎橋筋 2-1-31 煉瓦館ビル） 

定員：  20 名程度（先着順） 

案内：  http://kansai.metsoc.jp/science_cafe/9.pdf 

詳細等：  http://meteocafe.blogspot.jp/2015/12/26.html 

  



テーマ：  ヒトは生き残れるか～地球温暖化・100 年後の未来～ 

スピーカー：  清水建司さん（一般社団法人 鹿児島県環境技術協会 企画監） 

案内人：  塚越礼奈さん（KKB 鹿児島放送）、高橋隆三さん（気象予報士） 

日時：  2016 年 1 月 30 日(土)15:30〜17:00 (15:00 受付開始) 

地域：  九州 

場所：  マルヤガーデンズ 7F イベントスペース 「garden7」（鹿児島市呉服町 6-5） 

参加費：  500 円(ドリンク代付き） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2015/11/130.html 

 

 

  



2015 年 

 

テーマ： 東京に雪が降るとき 

スピーカー： 平松信昭さん（日本気象協会）、小田桐昌彰さん（鉄道会社勤務） 

日時： 2015 年 12 月 12 日(土) 15:00～16:30 

地域： 関東 

場所： イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA １階（東京都中央区京橋 3 丁目 7-1） 

定員： 40 名（申し込み先着順） 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2015/11/1212.html 

 

テーマ： もし地球が立方体だったら 

スピーカー： 名越利幸さん（岩手大学教育学部理科教育科 教授） 

進行： 大江和美さん（日本気象予報士会東北支部 気象予報士） 

日時： 2015 年 11 月 14 日(土) 13:30～16:00 

地域： 東北 

場所： 仙台管区気象台（第３合同庁舎）２階大会議室 

参加費： 無料 

告知： チラシ・ポスター 

申し込み： 不要 

詳細：http://tohoku.metsoc.jp/science_cafe/cafe.html 

 

テーマ： 山岳地域における気象観測の重要性 

スピーカー： 鈴木啓助さん（信州大学理学部教授） 

日時： 2015 年 11 月 7 日(土) 13:30～16:30 

地域： 長野 

場所： あがたの森文化会館（重要文化財 旧制松本高校）No.1-4 会議室（松本市県三丁目 1-1） 

定員： 30 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2015/10/117.html 

 

テーマ： 台風の過去・現在・未来 

スピーカー： 坪木和久さん（名古屋大学地球水循環研究センター） 

日時： 2015 年 10 月 24 日(土) 17:30～19:00 

地域： 東海 

場所： 名古屋市科学館 ミュージアムカフェ＆レストラン 

参加費： 1,000 円(ドリンクとケーキの代金) 

定員： 40 名（先着順） 

告知； チラシ・ポスター 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2015/09/1024.html 

 

 

 



テーマ： ついに来た！？エルニーニョ～エルニーニョがもたらす異常天候の予測に挑む～ 

スピーカー： 今田由紀子さん（気象庁 気象研究所 気候研究部 第２研究室 研究官） 

日時： 2015 年 10 月 16 日(土) 18:30～20:00 

地域： 関東 

場所： カフェベルガ（茨城県つくば市竹園１丁目１０−１）http://cafe-berger.com/ 

定員： 30 名程度 

告知； チラシ・ポスター 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2015/09/1016.html 

 

テーマ： 大雨から身を守る！ 

スピーカー： 村井広樹さん（札幌市危機管理対策室 危機管理対策課長） 

 山下龍平さん（札幌管区気象台気象防災部予報課 主任予報官） 

ファシリテーター： 菅井貴子さん（気象キャスター・気象予報士・防災士） 

日時： 2015 年 9 月 6日(日) 14:00～15:30 

地域： 北海道 

場所： 紀伊國屋書店札幌本店 sapporo55 ビル１Fインナーガーデン（札幌市中央区北五条西五丁目 7番地） 

定員： 100 名（椅子 80 席） 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2015/08/96.html 

 

テーマ： 雲を愛する技術 

スピーカー： 荒木健太郎さん（気象庁 気象研究所 予報研究部第３研究室 研究官） 

日時： 2015 年 8 月 28 日(金) 19:00～20:30 

地域： 関東 

場所： 一般財団法人日本気象協会会議室 (東京都豊島区東池袋 3－1－1 サンシャイン 60 55 階) 

定員： 30 名程度 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2015/08/828.html 

 

テーマ： 最新の気象レーダーで何が観測でき、将来の気象レーダーで極端気象の予測はどこまで可能か 

スピーカー： 上田博さん（名古屋大学地球水循環研究センター） 

日時： 2015 年 3 月 22 日(日) 17:00～19:00 

地域： 東海 

場所： ナディアパーク 7 階 7th cafe （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/2015/03/322.html 

 

テーマ： グリーンランドの氷は果たして融けているのか？ 

スピーカー： 青木輝夫さん（気象庁 気象研究所 気候研究部第 6 研究室 室長） 

日時： 2015 年 3 月 20 日(金) 18:30～19:30 

地域： 関東 

場所： カフェリブロ (茨城県つくば市吾妻 1-7-1 西武百貨店筑波店 5階) 

定員： 20 名程度 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2015/03/320.html 



テーマ： 海の上の気象台 

スピーカー： 櫻井敬三さん（気象庁 地球環境・海洋部海洋気象課 日本海海洋気象センター所長） 

日時： 2015 年 2 月 28 日(土) 14:30～16:00 

地域： 関西 

場所： 英國屋心斎橋本店（大阪市中央区心斎橋筋 2-1-31 煉瓦館ビル） 

定員： 20 名程度 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2015/02/228.html 

 

テーマ： 集中豪雨に勝つ！～まず敵を知ろう ～ 

スピーカー： 川野哲也さん （九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 助教） 

案内人： 大波多美奈さん（ｔｙｓテレビ山口・気象予報士） 

日時： 2015 年 2 月 7日(土) 15:30～17:00 

地域： 九州 

場所： BIZCOLI 交流ラウンジ（福岡県福岡市中央区渡辺通２-1-８２ 電気ビル共創館３F） 

定員： 40 名程度 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2014/12/27.html 

 

テーマ： こまんか気象衛星のわっぜか夢 

スピーカー： 西尾正則さん （鹿児島大学大学院理工学研究科 物理・宇宙専攻 教授） 

案内人： 今村聡さん（NHK 鹿児島気象予報士）、小牧葵さん（KYT 気象予報士） 

日時： 2015 年 1 月 31 日(土) 15:30～17:00 

地域： 九州 

場所： マルヤガーデンズ 7F 「シンケンスタイル キッチン」（鹿児島市呉服町 6-5） 

定員： 30 名程度 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2014/12/131.html 

  



2014 年 

 

テーマ： 気象衛星ひまわり－地球を見る、空を見る、天気を見る：人工衛星から見えてくるものとは－ 

スピーカー： 早坂忠裕さん（東北大学 教授 大学院理学研究科長） 

案内人： 鈴木智恵さん（日本気象協会東北支局、気象予報士） 

日時： 2014 年 11 月 16 日(日) 13:30～16:00 

地域： 東北 

場所： エル・ソーラ仙台 大研修室（アエル 28 階）（宮城県仙台市青葉区中央一丁目 3-1） 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2014/10/blog-post.html 

 

テーマ： 土石流 

スピーカー： 平松晋也さん（信州大学農学部森林科学科教授） 

日時： 2014 年 11 月 1 日(土) 13:30～16:30 

地域： 長野 

場所： あがたの森文化会館 No.1-1 会議室（長野県松本市県三丁目 1-1） 

定員： 20 名程度 

参加申し込み・詳細： http://meteocafe.blogspot.jp/2014/10/111.html 

 

テーマ： 「命の学習」としての防災学習 

スピーカー： 近藤ひろ子さん（名古屋大学 減災連携研究センター） 

日時： 2014 年 10 月 11 日(土) 17:00～19:00 

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/2014/09/1011.html 

 

テーマ： 高層の気象を測る 

スピーカー： 木津暢彦さん（気象庁観測部観測課調査官） 

小寺裕之さん（気象庁観測部観測課ウィンドプロファイラ係長） 

日時： 2014 年 6 月 25 日(水) 19：30～21：00 

地域： 関東 

場所： 喫茶室ルノアール飯田橋西口店マイスペース（東京都千代田区富士見 2-2-6 今井ビル 2階） 

定員： 22 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2014/06/625.html 

 

テーマ： 竜巻から身を守る －竜巻などの激しい突風からどのようにして身を守るかを考えてみよう－ 

スピーカー： 白川栄一さん（仙台管区気象台気象防災部予報課） 

日時： 2014 年 3 月 9日(日) 13:30～15:00 

地域： 東北 

場所： 日立システムズホール仙台（宮城県仙台市青葉区旭ケ丘３丁目２７−５） 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2014/03/39.html 

  



テーマ： 「暴風雪を知る」 できていますか？暴風雪への備え！  

スピーカー： 松澤勝さん（独立行政法人土木研究所 寒地土木研究所） 

日時： 2014 年 3 月 2日(日) 15:00～16:30 

地域： 北海道 

場所： 紀伊國屋書店札幌本店（北海道札幌市中央区北五条西五丁目 7番地） 

定員： 100 名(椅子 80 席) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2014/02/32.html 

 

テーマ： 台風の故郷、熱帯気象へようこそ 

スピーカー： 安永数明さん（富山大学理学部地球科学科 教授） 

日時： 2014 年 3 月 1日(土) 15:00～16:30 

地域： 北陸 

場所：富山市民プラザ １階カフェ 「フェリーチェ」（富山県富山市大手町 6-14） 

定員： 30 名 

参加申し込み・詳細： http://meteocafe.blogspot.jp/2014/01/31.html 

 

テーマ： 熱帯の気象 ～ 台風の生まれ育つところ ～ 

スピーカー： 西憲敬さん（福岡大学理学部 地球圏科学科 准教授） 

案内人：  堂本幸代さん（山口朝日放送・気象予報士） 

日時： 2014 年 2 月 22 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) 

定員： 30 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2013/12/222.html 

 

テーマ： 雪崩から身を守るために 

スピーカー： 西村浩一さん（名古屋大学大学院環境学研究科 教授） 

日時： 2014 年 2 月 1日(土) 17:00～19:00 

地域： 名古屋 

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： http://meteocafe.blogspot.jp/2014/01/21.html 

 

テーマ： 海と空はつながっている！黒潮と天気のヒミツ ～鹿児島の天気と生物に黒潮が与えるめぐみ～ 

スピーカー： 中村啓彦さん（鹿児島大学水産学部 水産学科  水産生物・海洋学分野 准教授） 

案内人： 大山有布佳 さん（MBC 気象予報士）、渡司陵太 さん（KTS 気象予報士） 

日時： 2014 年 2 月 1日(土) 15:30～17:00 

地域： 九州 

場所： マルヤガーデンズ 7F 「シンケンスタイル キッチン」（鹿児島県鹿児島市呉服町 6-5） 

定員： 30 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2013/12/21.html 

  



テーマ： 災害報道の落とし穴 ～現場からの報告～  

スピーカー： 川西勝さん（読売新聞大阪本社編集委員・気象予報士） 

日時： 2014 年 1 月 25 日(土) 14:30～16:00 

地域： 関西 

場所： 英國屋心斎橋本店（大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2-1-31 煉瓦館ビル） 

定員： 20 名程度 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2013/12/125.html 

  

  



2013 年 

テーマ： 猛暑はどこから来るのか？ 

スピーカー： 立花義裕さん（三重大学生物資源学部共生環境学科地球環境気候学研究室 教授） 

日時： 2013 年 8 月 3日(土) 17:00～19:00 

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/2013/07/83.html 

 

テーマ： 国内の気温上昇傾向はピークアウトしたか！ －気温変動は国内だけでも地域により上昇と下降の傾向が異なる－ 

スピーカー： 内山常雄さん（気象予報士、科学警察研究所特別研究員） 

日時： 2013 年 3 月 26 日(日) 19:00～21:30 

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：http://meteocafe.blogspot.jp/2013/03/326.html 

 

テーマ： 気象キャスターの工夫と天気予報の賢い見方 

スピーカー： 佐藤公俊さん（NHK 気象キャスター、日本気象協会） 

日時： 2013 年 1 月 30 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 名程度 

参加申し込み・詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2013/01/130.html 

 

  



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 

 

  



2011 年 

テーマ： 南極の気象 ～越冬隊の生活と昭和基地の気象観測～ 

スピーカー： 土井ひかる さん（彦根地方気象台 技術課） 

日時： 2011 年 12 月 17 日(土) 14:30～16:00 

地域： 関西 

場所： 英國屋 心斎橋本店 (大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2-1-31 煉瓦館ビル) 

定員： 25 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2011/12/5-in-2011-12-17-14-30-1600-1400-2-1-31.html 

 

テーマ： 台風発生の謎に迫る若手研究者の挑戦 ―それはチベットからはじまった― 

スピーカー： 筆保弘徳さん（横浜国立大学教育人間科学部 准教授） 

日時： 2011 年 10 月 25 日(火) 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 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2011/10/1025.html 

 

テーマ： 金沢が雪の降らない街になる!? ～石川県で“温暖化”を考える～ 

スピーカー： 皆巳幸也さん（石川県立大学生物資源環境学部 環境科学科大気環境学研究室 准教授・博士（理学）） 

日時： 2011 年 11 月 6 日(日) 14：00～16：00 

地域： 北陸 

場所： まめや金澤萬久（石川県金沢市青草町 88 番地・北國銀行武蔵ヶ辻支店内） 

定員： 25 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2011/09/116-in.html 

 

テーマ： 気象キャスターのジレンマ 

スピーカー： 増田雅昭さん（気象予報士、株式会社ウェザーマップ） 

日時： 2011 年 10 月 7 日(金) 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 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2011/09/107.html 

 

テーマ： 都市の「熱汚染」を知っていますか？―温暖化の観測と都市気候の変化を語る― 

スピーカー： 近藤純正さん（理学博士 東北大学名誉教授） 

日時： 2011 年 8 月 30 日(火) 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 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2011/08/26-2011-830-19-00-2100-18-30-1-1-1-jr-3.html 

  



テーマ： 津波と防災 

スピーカー： 川崎浩司さん（名古屋大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 准教授） 

日時： 2011 年 8 月 17 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/2011/07/720.html 

 

テーマ： 新平年値から感じよう！－新旧の統計情報が語る気候変動－ 

スピーカー： 福重貴之さん （気象庁観測部観測課統計室 調査官） 

日時： 2011 年 5 月 27 日(金) 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 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2011/05/527.html 

 

テーマ： 航空と気象の関わり 

スピーカー： 金田芳彦さん（関西航空地方気象台予報課長） 

日時： 2011 年 1 月 29 日(土) 13:30～15:00 

地域： 関西 

場所： 路地カフェ (大阪府大阪市中央区内久宝寺町 2-7-31) 

定員： 30 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/12/129.html 

 

テーマ： 金星の風の話 ～硫酸の雲で覆われた惑星の高速風の謎～ 

スピーカー： 山本勝さん（九州大学応用力学研究所准教授） 

日時： 2011 年 1 月 22 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 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/12/122.html 

 

  



2010 年 

テーマ： 航空機の運航と気象 ～安全な「空の旅」を地上から支える～ 

スピーカー： 吉野勝美さん（全日本空輸株式会社 オペレーション統括本部 オペレーションマネジメントセンター） 

日時： 2010 年 11 月 9 日(火) 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 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/10/119.html 

 

テーマ： 地球温暖化を考える 

スピーカー： 岩崎俊樹さん （東北大学大学院理学研究科教授） 

日時： 2010 年 9 月 24 日(金) 13:30～15:00 

地域： 東北 

場所： 仙台市科学館「エントランスホール」（宮城県仙台市青葉区台原森林公園 4番 1号） 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/10/1010.html 

 

テーマ： 世界一空が美しい大陸の話 —南極観測隊越冬隊からのレポート— 

スピーカー： 武田康男さん (空の写真家高校教諭、気象予報士) 

日時： 2010 年 9 月 24 日(金) 19:00～ 

地域： 関東 

場所： アーツ千代田 3331 地下１階 マルチスペース（東京都千代田区外神田 6丁目 11-14） 

定員： 50 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/09/924.html 

 

テーマ： なぜ名古屋は暑いか 

スピーカー： 大和田道雄さん（愛知教育大学名誉教授） 

日時： 2010 年 8 月 4日(水) 18:00～20:00 

地域： 東海 

場所： perms (パームス) （愛知県名古屋市東区泉 1-23-36 NBN 泉ビル） 

定員： 40 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/07/84.html 

 

テーマ： 「今」を予測する!? 降水・竜巻・雷のナウキャストの話 

スピーカー： 瀧下洋一さん（気象庁予報部予報課調査官） 

日時： 2010 年 6 月 29 日(火) 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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/06/629.html 

 

  



テーマ： 防災ゲームをやってみよう！—みんなで学ぶリスクコミュニケーション— 

ファシリテーター： 加藤順子さん（気象予報士） 

日時： 2010 年 6 月 7日(月) 19:30～21:00 

地域： 関東 

場所： ちよだプラットフォームスクウェア 地下１階ミーティングルーム 002 (東京都千代田区神田錦町 3-21) 

定員： 18 名 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/05/67.html 

 

テーマ： 桜に恋した気象予報士—桜前線を追いかけて— 

スピーカー： 中西一登さん（気象予報士、桜キャスター） 

日時： 2010 年 3 月 18 日(月) 19:00～21:00 

地域： 関東 

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

定員： 35 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/02/318.html 

 

テーマ： 桜と地球温暖化 〜気象キャスター龍山さんと一緒に学ぼう〜 

スピーカー： 伊藤久徳さん (九州大学大学院教授) 

アシスタント： 丸岡知浩さん (九州大学大学院) 

司会： 龍山康朗さん (RKB 毎日放送アナウンサー) 

日時： 2010 年 2 月 28 日(日) 15:00～16:30 

地域： 九州 

場所： ＲＫＢ毎日放送会館 １階“喫茶ハロー”(福岡県福岡市早良区百道浜 2-3-8) 

定員： 25 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/01/228.html 

 

  



2009 年 

テーマ： 天気予報を予報する -天気予報の未来を見つめて- 

スピーカー： 奥村政佳さん（気象予報士、アカペラボーカルグループ「RAG FAIR」メンバー） 

ゲスト： 下山紀夫さん（日本気象協会、気象庁 OB） 

ゲスト： 斉藤恭紀さん（衆議院議員、気象予報士、元 TBC 気象キャスター） 

日時： 2009 年 10 月 5 日(月) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2009/10/105.html 

 

テーマ： お天気キャスターの目から見た野球～甲子園球場の気象特性～ 

スピーカー： 小川真季さん (（財）日本気象協会関西支社所属，気象予報士） 

日時： 2009 年 9 月 5日(土) 14:15～15:45 

地域： 関西 

場所： 心斎橋英國屋本店 3F パーティールーム（大阪府大阪市中央区難波 3－7－10） 

定員： 25 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2009/09/95.html 

 

テーマ： 黄砂が語る地球システム 

スピーカー： 三上正男さん (気象研究所物理気象研究部 室長) 

日時： 2009 年 8 月 6日(日) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2009/08/86.html 

 

テーマ： 「爆弾低気圧!?」―過激で危険なその本性と生涯― 

スピーカー： 吉田聡さん (（独）海洋研究開発機構 地球シミュレータセンター) 

日時： 2009 年 6 月 11 日(木) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2009/05/611.html 

 

テーマ：  「雪崩と液状化」―ミニ実験にあなたも参加― 

スピーカー： Dr.ナダレンジャー／納口恭明さん(（独）防災科学技術研究所) 

日時： 2009 年 3 月 17 日(火) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2009/03/317dr.html 

 

  



テーマ： 「世界から見た日本の冬」 ―根本式冬の見方を教えます― 

スピーカー： 根本由紀子さん(日本気象予報士会千葉支部) 

日時： 2009 年 2 月 5日(木) 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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/01/15-200925-190021001830-1-5001-12.html 

  



2008 年 

 

テーマ： 地球温暖化と異常気象～温暖化すると気候はどう変化するのでしょうか～ 

スピーカー： 向川均さん（京都大学 防災研究所 教授） 

日時： 2008 年 12 月 4 日(木) 18:15～19:45 

地域： 関西 

場所： 英國屋心斎橋本店（大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2-1-31 煉瓦館ビル） 

定員： 25 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2008/12/124.html 

 

テーマ： 動く！地球温暖化―今後 100 年間の地球温暖化の推移を診る― 

スピーカー： 河宮未知生さん(地球環境フロンティア研究センター) 

日時： 2008 年 11 月 26 日(木) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/01/1126100.html 

 

テーマ： 「カオスと気象学」―カオスがわかると運命論がわかる― 

スピーカー： 田中博さん(筑波大学教授) 

日時： 2008 年 9 月 30(火) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2008/09/930.html 

 

テーマ： 雪国の災害と防災 

スピーカー： 青山清道さん(元新潟大学教授) 

日時： 2008 年 9 月 14 日(日) 15:00～16:30 

地域： 北陸 

場所： ジュンク堂書店 新潟店 地階 オープンカフェ コーナー (新潟県新潟市中央区笹口１丁目１) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2008/09/914.html 

 

テーマ： 「今、天気予報で注目されているテクノロジー」 ～アンサンブル予報のご紹介～ 

スピーカー： 経田正幸さん(気象庁地球環境･海洋部 気候情報課) 

日時： 2008 年 7 月 29 日(火) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2008/07/12-2008729-19001830-1-5001-100-etc.html 

 

  



テーマ： 空を楽しむ 

スピーカー： 武田康男さん 空の写真家 (高校教諭、気象予報士) 

日時： 2008 年 6 月 17 日(火) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2008/06/617.html 

 

テーマ：  「増え続ける花粉」-花粉飛散研究のいま- 

スピーカー： 村山貢司さん （財団法人 気象業務支援センター） 

日時： 2008 年 3 月 11 日(火) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/01/10-2008311-19001830-1-10001-194910-1972.html 

 

テーマ： 「自然エネルギー」 -太陽と地球の贈り物- 

スピーカー： 高田吉治さん （株式会社応用気象エンジニアリンク 代表取締役社長 農学博士・技術士） 

日時： 2008 年 1 月 16 日(水) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2008/01/116.html 

 

  



2007 年 

テーマ： ：「おろし風」 －六甲おろしと局地風のサイエンス－ 

スピーカー： 里村雄彦さん (京都大学 大学院理学研究科) 

日時： 2007 年 12 月 22 日(土) 16:00～18:00 

地域： 関西 

場所： 神戸酒心館 酒心館ホール（兵庫県神戸市東灘区御影塚町 1-8-17） 

定員： 40 名程度 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2007/12/1222.html 

 

テーマ： 「呼吸する海」 -ラニーニャと地球温暖化の関係- 

スピーカー： 石井雅男さん （気象庁気象研究所地球化学研究部 主任研究官） 

日時： 2007 年 10 月 18 日(日) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2010/01/1018.html 

 

テーマ： 「TOYOTA F1 チームの気象予報士」 -ピットウォールの気象戦略って？- 

スピーカー： Claudia Dittmar さん（TOYOTA F1 チーム 気象アドバイザー。Meteo Berlin 代表） 

日時： 2007 年 9 月 26 日(水) 19:00～ 

地域： 関東 

場所： GOOD LUCK COFFEE 千駄ヶ谷店 (東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-5-3) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2007/09/926toyota-f1-claudia-dittmar.html 

 

テーマ： 雷の謎を追って 

スピーカー： 道本光一郎さん （航空自衛隊航空気象群副司令） 

日時： 2007 年 7 月 3日(日) 19:30～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2007/07/723.html 

 

テーマ： 竜巻などの突風現象について 

スピーカー： 鈴木修さん（気象庁気象研究所 気象衛星・観測システム研究部 第２研究室長） 

日時： 2007 年 4 月 12 日(日) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2007/04/412.html 

 

  



テーマ： 雲と人工降雪の話」または「人工降雨・降雪とは？」 

スピーカー： 折笠成宏さん （気象研究所物理気象研究部第一研究室主任研究官） 

日時： 2007 年 2 月 13 日(日) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2007/02/213.html 

 

  



2006 年 

テーマ： 空翔るサンタクロースはお天気プロ！？ ～航空気象と安全運行の科学～ 

スピーカー： 吉田宏明さん （日本貨物航空 先任機長） 

日時： 2006 年 12 月 12 日(火) 19:00～ 

地域： 関東 

場所： 大手町カフェ (大手町駅上) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2006/12/1212.html 

 

テーマ： 「お天気相談あれこれ」-ホームページの充実とともに- 

スピーカー： 日野修さん（気象庁天気相談所長） 

日時： 2006 年 10 月 18 日(水) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2006/10/1018.html 

 

テーマ： 長期予報のいまむかし、そして未来は 

スピーカー： 酒井重典さん（東京電力・日本気象予報士会） 

日時： 2006 年 7 月 19 日(水) 19:00～ 

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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2006/07/719.html 

 

テーマ： 日本人の季節観 

スピーカー： 倉嶋厚さん (理学博士、気象学者、気象キャスター、気象エッセイスト） 

日時： 2006 年 4 月 18 日(火) 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) 

参加申し込み・詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2006/04/418.html 

 


