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テーマ：2018年夏の「危険な暑さ」その真相に迫る 

ゲスト：前田修平さん（気象庁 地球環境・海洋部 気候情報課長） 

案内人：山本昇治さん（KRY山口放送 気象キャスター） 

日時： 2018年 12月 22日(土) 14:00〜16:00 

地域： 九州 

場所： BIZCOLI（ビズコリ）交流ラウンジ 

参加費：500円(ドリンク、菓子代) 

定員： 30名（事前申し込み、先着順） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.com/2018/12/12222018.html 

ポスター：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/12/poster2018_kyusyu.pdf 

 

 

テーマ：航空機による台風観測でみえたもの 

話し手：伊藤耕介さん（琉球大学理学部物質地球科学科地学系 准教授） 

進行役：斎藤綾乃さん（ＮＨＫ沖縄放送局 気象キャスター） 

日時： 2018年 12月 15日(土) 15:20〜17:00 

地域： 沖縄 

場所： Cafe Vento (ダイワロイネットホテル沖縄県庁前１階) 

参加費： 無料 

定員： 30名（先着順） 

詳細等：http://meteocafe.blogspot.com/2018/11/1215.html 

ポスター：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/11/181215sciencecafe.pdf 

 

 

テーマ： 気象現象と経済活動のカオス性～不確実を認識して、気象と株価の未来を予測する方法～ 

ゲスト： 森和夫さん（一般財団法人日本気象協会、気象予報士） 

日時： 2018年 11月 29日(木) 19:00〜20:30 

地域： 東京 

場所： 東京理科大学理窓会 第 2会議室 

参加費： 無料（飲み物は各自でご用意ください） 

定員： 35名（先着順） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.com/2018/11/1129.html 

発表スライド（公開用、約 8MB）：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/11/181129sciencecafe_share.pdf 

 

 

テーマ：複雑な動きをする台風のしくみ 

スピーカー： 吉野純さん（岐阜大学工学部准教授） 

日時： 2018年 11月 11日(日) 15:00〜17:00 

地域： 名古屋 

場所： ナディアパーク デザインセンタービル 

参加費： 600円(飲み物、スナック付) 

定員： 40名（先着順） 

詳細等：http://meteocafe.blogspot.com/2018/09/1111_30.html 

ポスター：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/10/ScienceCafe_20181111.jpg 
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テーマ： 明治維新 150年 あの出来事のお天気のヒミツ 

ゲスト： 東川隆太郎さん（かごしま探検の会） 

ナビゲーター：今村聡さん（NHK鹿児島放送局 気象予報士）、ありまゆき さん（エフエム鹿児島 パーソナリティ） 

日時： 2018年 11月 10日(土) 16:30〜18:00 

地域： 鹿児島 

場所： マルヤガーデンズ 7F グッデイ 

参加費： 500円(ドリンク、お菓子付） 

定員： 30名（先着順） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.com/2018/10/1110150.html 

ポスター：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/10/ScienceCafe_20181110.pdf 

 

 

テーマ： 低気圧の多様性～ ～熱帯から極まで～ 

スピーカー： 柳瀬亘さん（気象庁気象研究所 台風研究部 研究官） 

司会： 小田真祐子さん（日本気象学会 教育と普及委員会） 

日時： 2018年 10月 16日(火)18時 30分～20時 30分 

地域： つくば 

場所： BiViつくば ２階交流サロン 

参加費： 無料（飲み物はご持参下さい） 

定員： 30名（申し込み無し、来場先着順） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.com/2018/09/1016.html 

ポスター：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/09/science_cafe_tsukuba06.pdf 

発表スライド（公開用、約 10MB）：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/10/1810sciencecafe_share.pdf 

 

 

テーマ：源氏物語と気象  

話し手： 石井和子さん（フリーアナウンサー、気象予報士、日本気象予報士会顧問、白山朗読の会主宰） 

ファシリテータ―：平松信昭さん（日本気象予報士会副会長） 

日時： 2018年 9月 8日(土) 14:00〜16:00 

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（飲み物持参） 

定員： 35名（先着順） 

詳細等：http://meteocafe.blogspot.com/2018/08/98.html 

 

 

テーマ： 気候変動と大気・海洋振動が世界の穀物生産に及ぼす影響の予測に挑む 

スピーカー： 飯泉仁之直さん（農研機構農業環境変動研究センター 主任研究員） 

司会： 川瀬宏明さん（気象予報士） 

日時： 2018年 3月 6日(火)18時 30分～20時 30分 

地域： つくば 

場所： 茨城県つくば市吾妻一丁目 8-10 BiViつくば ２階交流サロン 

参加費： 無料（飲み物はご持参下さい） 

定員： 40名（申し込み無し、来場先着順） 

詳細等： http://meteocafe.blogspot.jp/2018/02/36.html 

ポスター：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/02/science_cafe_20180306.pdf 

発表スライド（公開用、約 4.5MB）：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/03/science_cafe_5th_Tsukuba_201

80306.pdf 
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テーマ：集中豪雨はどうして起こる？ 線状降水帯って何だろう？～  

話し手： 高野健志さん（仙台管区気象台気象防災部予報課） 

ファシリテータ―： 岡田みはるさん（日本気象予報士会） 

日時： 2018年 3月 4日(日) 14:00〜16:00 

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 

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

ポスター：http://tohoku.metsoc.jp/science_cafe/poster_2017.pdf 

 

 

テーマ： 春一番はなぜ吹くのか？ 

スピーカー： 西井和晃さん（三重大学生物資源学研究科 准教授） 

スピーカー： 多森成子さん（三重テレビ 気象キャスター） 

日時： 2018年 2月 10日(土) 17:00〜19:00 

地域： 東海 

場所： 諏訪栄町珈琲（四日市市諏訪栄町 15-3 有馬ビル 2階 ） 

参加費： 700円(飲み物とケーキ) 

定員： 50名(先着順) 

詳細等： http://www.yoho.jp/shibu/kishou_tokai/other_act/cafe.htm 

ポスター：http://www.yoho.jp/shibu/kishou_tokai/other_act/cafe_nagoya_14c.pdf 

 

 

テーマ：火山灰を雨雲レーダーで観測すっど～研究最前線！灰はどこに流れるの？～  

ゲスト： 眞木雅之さん（鹿児島大学地域防災教育研究センター 特任教授）  

ナビゲーター： 今村聡さん（NHK鹿児島放送局）、松浦悠真さん（KKB鹿児島放送） 

日時： 2018年 2月 3日(土) 16:00〜17:30 

地域： 九州 

場所： マルヤガーデンズ 7F グッデイ 

参加費： 500円(ドリンク、お菓子付）  

定員： 30名(先着順) 

詳細等：http://meteocafe.blogspot.jp/2017/11/23.html 

ポスター：https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/01/poster20180203.png 

 

 

テーマ： クルマは気象を駆け巡る 

スピーカー： 難波良彰さん（日本気象予報士会 近畿ブロック理事） 

日時： 2018年 1月 27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） 

参加費： 920円（ケーキセット。ドリンクは選べます） 

定員： 20名程度（先着順） 

詳細等： http://kansai.metsoc.jp/science_cafe/index-cafe.html 

ポスター：http://kansai.metsoc.jp/science_cafe/11.pdf 

 

http://tohoku.metsoc.jp/science_cafe/cafe.html
http://tohoku.metsoc.jp/science_cafe/poster_2017.pdf
http://www.yoho.jp/shibu/kishou_tokai/other_act/cafe.htm
http://www.yoho.jp/shibu/kishou_tokai/other_act/cafe_nagoya_14c.pdf
http://meteocafe.blogspot.jp/2017/11/23.html
https://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2018/01/poster20180203.png
http://kansai.metsoc.jp/science_cafe/index-cafe.html
http://kansai.metsoc.jp/science_cafe/11.pdf

