
2010年度事業報告 

 

１．会員数の動向（2011年3月31日現在） 

             （ ）は前年比 

 会員数合計 ･･････････ 3,826（-66） 

  通常会員 ･･････････ 1,082（- 4） 

    一般 Ａ        735（+24） 

       Ｂ        224（-12） 

    学生 Ａ         50（-16） 

       Ｂ          3（- 5） 

    高年 Ａ         64（+ 4） 

       Ｂ          6（+ 1） 

  特別会員 ･･････････ 2,436（-45） 

    一般 Ａ       1,785（-45） 

       Ｂ        324（-29） 

       Ｃ         23（+ 1） 

       Ｄ          5（+ 2） 

    学生 Ａ        187（+16） 

       Ｂ         16（+ 1） 

    高年 Ａ         87（+11） 

       Ｂ          9（- 2） 

  団体会員 ･･････････  261 （-17） 

    団体 Ａ         86（- 5） 

       Ｂ        100（- 6） 

       Ｃ         75（- 6） 

  賛助会員 ･･････････    33（+1） 

  名誉会員 ･･････････  14（-1） 

 

２．機関誌等の刊行 

(1)天気第 57巻 4号～第 58巻 3号、12冊（1,042

頁、昨年度より 12 頁増）、各号 4,100 部印刷、

電子ジャーナル版公開、 

(2）気象集誌第88巻2号～第89巻1号、特別号

89巻A（Monsoon Asian Hydro-Atmosphere Sci- 

entific Research and Prediction Initiative）、

7冊（1,335頁、29頁減、）、各号1,150部印刷、

電子ジャーナル版公開 

(3)英文レター誌SOLA第6巻～第7巻 

第6巻 37編 147頁、特別号第6巻A 7編 

28頁（第4回日本・中国・韓国気象学会共催国 

際会議特別号）、第7巻 13編 52頁、特別号 

第7巻A 9編 35頁（Typical Asian Dust） 

 

 

(4)気象研究ノート 

ア 221 号「気象学と海洋物理学で用いられる

データ解析法」（2010年9月）253頁、1,5 

00部 

 (5)大会予稿集 

ア 春季大会（97号）350頁 1,500部印刷 

イ 秋季大会（98号）536頁 1,350部印刷 

 

３．会議等の開催 

(1)総会 

2010年5月24日、国立オリンピック記念青少 

年総合センター 

(出席者76名、総会参加票 551名、計627名） 

ア 2008 年度収支決算書の修正、2009 年度事

業報告・決算報告、2010年度事業計画・予

算が承認された。 

イ 第 36 期役員候補者選挙における当選者並

びに当選者の推薦による理事候補者、地方

区理事候補当選者の辞任に伴う追加推薦

者、監事の欠員補充が報告され、提案のと

おり承認された。 

 (2)理事会 

第35期（第 11 回）2010年 4月13日、東京 

第35期（第 12回）2010年  5月23日、東京 

第35期（第 13回）2010年  6月23日、東京 

第36期（第  1回）2010年  7月13日、東京 

第36期（第  2回）2010年 10月27日、京都 

第36期（第  3回）2011年  2月23日、東京 

第36期（第  4回）2011年  3月23日、東京 

(3)常任理事会 

第35期（第20回）2010年 4月13日、東京 

第35期（第 21回）2010年 5月23日、東京 

第35期（第22回）2010年 6月23日、東京 

第36期（第  1回）2010年 7月22日、東京 

第36期（第  2回）2010年 9月17日、東京 

第36期（第  3回）2010年10月 27日、京都 

第36期（第  4回）2010年11月18日、東京 

第36期（第  5回）2010年12月13日、東京 

第36期（第  6回）2011年  1月20日、東京 

第36期（第  7回）2011年  2月23日、東京 

第36期（第  8回）2011年  3月23日、東京 



４．大会及び研究会等 

(1)春季大会 2010年5月 23日～26日 

会場：国立オリンピック記念青少年総合セン 

ター 

（担当：気象庁予報部、東京管区気象台） 

シンポジウム：災害軽減に向けたシビア現象予

測の将来 

(2)秋季大会 2010年10月27日～29日 

会場：京都テルサ（担当：関西支部） 

シンポジウム：大気圏のさまざまな境界面での

相互作用  

 (3)研究連絡会 

ア メソ気象研究連絡会 

東京  2010年  5月22日 

京都  2010年10月26日 

イ オゾン研究連絡会 

京都  2010年10月27日 

ウ 極域・寒冷域研究連絡会 

東京  2010年  5月25日 

京都  2010年10月27日 

エ 非静力学数値モデル研究連絡会 

京都   2010年  9月29－10月 1日 

オ 天気予報研究連絡会 

東京  2011年  2月 25日 

カ 航空気象研究連絡会 

東京  2011年  2月10日 

キ 統合的陸域圏研究連絡会 

東京  2010年  5月23日 

京都  2010年10月27日 

ク 気象教育研究連絡会 

東京  2010年  5月23日 

ケ 長期予報研究連絡会 

東京  2010年  9月28日 

   コ 地球観測衛星研究連絡会 

     東京  2010年  5月25日 

   サ THORPEX研究連絡会 

     岩手  2010年 9月14～15日 

   (4)第22回日本気象学会夏期特別セミナー 

(若手会 夏の学校） 

京都  2010年 7月17－19日 

(5)他学会との共催等 

ア 第59回理論応用力学講演会 

2010年6月 8－10日 

   イ 第47回アイソトープ・放射線研究発表会 

2010年 7月7－  9日 

ウ 第27回エアロゾル科学・技術研究討論会 

2010年 8月3－5日 

    エ 大気科学の将来展望と若手研究者問題に 

関する第2回検討会 

    2010年 5月25日 

   オ 気象学会と気象庁との連携強化に関する 

フォ-ラム 

    2010年 5月26日 

 

５．研究業績の表彰 

(1)日本気象学会賞 

藤部 文昭  気象庁気象研究所 

(2)藤原賞 

岩坂 泰信  名古屋大学名誉教授 

金沢大学フロンティアサイエ 

ンス機構      

   近藤 洋輝  海洋研究開発機構 IPCC貢献地 

球環境予測プロジェクト 

(3)山本・正野論文賞 

  小坂 優   ハワイ大学国際太平洋研究セ 

ンター 

弓本 桂也  九州大学応用力学研究所 

(4)堀内賞 

三好 勉信  九州大学理学研究院 

藤原 均   東北大学大学院理学研究科 

石井 正好  気象庁気象研究所 

海洋研究開発機構地球環境変動 

領域 

(5)奨励賞 

栗原佳代子  気象庁神戸海洋気象台 

村山 保   京都府立桃山高等学校 

東  克彦  気象庁広島地方気象台 

  (6)気象集誌論文賞 

谷本 陽一  北海道大学大学院地球環境科 

学研究院  

梶谷 卓志  北海道大学大学院地球環境科 

学研究院 

岡島 秀樹  海洋研究開発機構地球環境変 

       動領域 

Shang-Ping Xie 米国ハワイ大学 

野田 暁   海洋研究開発機構地球環境変 

       動領域 

新野 宏   東京大学大気海洋研究所 



坂崎 貴俊  北海道大学大学院地球環境科 

学研究院 

藤原 正智  北海道大学大学院地球環境科 

学研究院 

木下 武也  東京大学大学院理学系研究科 

冨川 喜弘  国立極地研究所 

佐藤 薫   東京大学大学院理学系研究科 

  (7)SOLA 論文賞 

      伊藤 純至  東京大学大気海洋研究所 

新野 宏   東京大学大気海洋研究所 

中西 幹郎  防衛大学校 

   

６．普及活動 

(1)公開気象講演会 

防災情報の活かし方を考える 

（東京）2010年  5月23日 

(2)第44回夏季大学 

「新しい気象学」－気象観測技術の最前線－ 

 （つくば）2010年 8月 7－8日 

(3)サイエンスカフェ 

第21回   （東京）2010年  6月  7日 

第22回   （東京）2010年  6月 29日 

第23回   （東京）2010年  9月 24日 

第24回   （東京）2010年 11月  9日 

 （4）気象教育懇談会 

   気象情報の表現および伝達の知恵と工夫 

          （京都）2010年10月29日 

 

７．支部活動 

７－１ 支部研究会活動 

(1)北海道支部 

研究発表会 （札幌）2010年  6月  8日 

(札幌）2010年12月15-16日 

  (2)東北支部 

支部研究会  (仙台) 2010年12月14日 

(3)中部支部 

ア 支部研究会（富山）2010年11月15－16 

 日 

 (4)関西支部 

   ア 年会  （大阪）2010年  6月26日 

イ 例会 

中国地区  (岡山）2010年11月  6日 

     四国地区 (松山）2010年12月18日 

近畿地区  (京都）2011年  3月 4日 

(5)九州支部 

支部発表会 (鹿児島）2011年  3月  5日 

(6)沖縄支部 

支部研究会  (那覇) 2011年  3月25日 

 

７－２ 支部普及活動 

 (1)北海道支部 

ア 第28回気象講座「新しい気象」 

（札幌）2010年7月26－27日 

   イ 気象講演会－「今夏の猛暑から学んだこと

―要因とその影響―」― 

 （札幌）2010年11月 16日 

   ウ 特別気象講演会(共催) 

     （第5回札幌管区気象台サイエンスカフェ） 

          （札幌）2011年1月15日 

 (2)東北支部 

ア サイエンスカフェ in東北 

       （仙台）2010年10月10日 

イ 気象講演会－「秋田の風から身を守る－竜 

巻と吹雪―」― 

        （秋田）2010年10月29日 

 (3)中部支部 

ア サイエンスカフェ in名古屋 

        (名古屋)2010年8月  4日 

イ サイエンスカフェ in長野 

        (長野) 2010年10月23日 

ウ 第16回公開気象講座「集中豪雨」 

(名古屋）2010年  8月23日 

 (4)関西支部 

ア 第32回夏季大学－台風－ 

(京都）2010年  8月28日 

イ 第4回サイエンスカフェ in関西 

(大阪）2011年  1月 29日 

(5)九州支部 

ア 気象教室－異常気象- 

(福岡）2010年  8月28日 

  イ サイエンスカフェ in 九州 

         （福岡）2011年  1月22日 

  ウ 「こども」気象学会 

(福岡）2010年 11月20日 

(6)沖縄支部 

防災気象講演会（那覇）2011年  1月18日 

   ワラビンチャーフェスタお天気教室 

           （那覇）2010年8月  4日 



親と子のお天気教室 

        （南城）2010年8月20日 

離島お天気教室 

（多良間）2010年 10 月20日 

         （伊是名）2010年 12月  7日 

         （うるま）2011年  2月  2日 

      （伊平屋）2010年2月14-15日 

（渡嘉敷）2011年  2月 18日 

（うるま）2011年  2月23日 

 

７－３ 支部表彰活動 

(1)九州支部奨励賞 

   長門 信也  気象庁鹿児島地方気象台 

   下村早也香  気象庁名瀬測候所 

 

８．国際学術交流活動 

国際学術交流集会参加補助 

 ア アメリカ地球物理学連合主催：西太平洋地

域地球物理学会合（台北（台湾）） 

   2010年6月22日－25日 

   宮坂 貴文（東京大学大学院理学系研究科） 

 イ IPY-OSC運営委員会主催：国際極年オスロ科

学会議（オスロ（ノルウェー）） 

   2010年6月8日－12日 

   西井 和晃（東京大学大学院理学系研究科） 

  ウ アメリカ気象学会主催：第 19 回大気境界

層と乱流シンポジウム（キイストン（米国））  

   2010年8月2日－6日 

   黒木 祐樹（防衛大学校地球海洋学科） 

 

９．電子情報関連 

(1)学会ホームページ管理運営 

(2)メーリングリストの管理運営 

(3)日本気象学会刊行物収録DVD刊行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．気象研究コンソーシアム 

参加研究課題 新規 5 課題 

継続        20 課題 

合計        25 課題 

 

１１.学術関連 

 気象学・大気科学の現状のレビュー 

 

１２. 気象災害関連 

 ―奄美大島の大雨災害―   

九州支部との共催発表会 

          （鹿児島）2011年3月5日 

 

１３.その他 

ア 日本地球惑星科学連合大会 

（千葉） 2010年5月23日-28日 

イ 日本地球惑星科学連合総会 

（千葉） 2010年5月26日 

  ウ 日本地球惑星科学連合臨時総会 

（東京） 2010年7月23日 

 


