
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 

  


