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2010年(平成22年)活動報告

気象勉強会（アウガ） 主催

1.17, 2.20, 3.14, 4.11, 5.9, 6.13, 7.11, 8.22, 9.12,

10.17, 11.7, 12.19

1.24 第33回気象予報士試験

4.24 第35回定例幹事会（アウガ）

5.22 平成22年度定期総会(アウガ)

7. 2 第9回青森県気象災害連絡会（弘前大学）

巻頭言 受け継がれていく技術
会長 岡前 憲秀

2010年12月に、東京の上野公園にある国立科学博物館で開催している「飛べ！100年の夢 空と宇宙展」を

見る機会がありました。場内には、明治時代以降に飛行機やロケットなどの研究・開発に尽力してきた日本人

技術者の足跡を記した年表や写真、模型などが数多く展示されていましたが、入場者の関心をひときわ集めて

いたのが日本中の人々に感動を与えた小惑星探査機「はやぶさ」の実物大モデルでした。

小惑星探査機「はやぶさ」は2003年5月に打ち上げられてから、2005年9月に目標小惑星イトカワに到着する

までは比較的順調に航行を続けていましたが、イトカワ着陸後には絶望的とも言えるトラブルに見舞われまし

た。しかし、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）や協力機関などの技術者たちのチームワークにより困難を乗

り越え、イトカワから採取した鉱物をお土産としてカプセルに携えながら、2010年6月13日に見事に地球への

帰還を果たしました。大気圏に再突入し、燃えながら落下してくる探査機本体の映像は感動的であるばかりで

なく、自らを犠牲にしながらも使命を果たそうとする幕末武士の心意気にも似た悲哀さえ感じたのは私だけだっ

たしょうか。（大河ドラマ「龍馬伝」の影響を受けていたのかもしれません・・・）

「はやぶさ」の帰還成功は新聞やテレビなどで連日のように報道されましたが、私たち青森県人として励み

になったのは、プロジェクトマネージャーを務められていた川口淳一郎教授が弘前市出身の方であったという

ことです。そして、川口教授はマスコミのインタビューや講演の際に

は「困難に直面した時にはその部門の担当者だけでなく、プロジェク

トチームのみんながいろいろなアイディアを出し合いながら解決して

いった」というエピソードをお話されています。

さて、天気予報の技術はどうでしょうか。7年以上も宇宙空間を航

行していた「はやぶさ」をドンピシャリと地球へ帰還させる科学技術

がある一方で、今年の夏が暑くなるのか冷夏になるのか夏になってみ

ないとわからない、というのが残念ながら季節予報の現状であり、20

10年の猛暑はその実例と言えるかもしれません。しかし、日本で数値

予報が始まった50年前、身内である気象庁の予報官ですら見向きもし

なかったコンピュータの出力結果でしたが、今では数値予報なしでは

日々の天気予報は出せないと言っても過言ではありません。われわれ

気象予報士も、現在のような精度の高い数値予報（短期の予報）の技

術が確立されていなければ存在しなかったことでしょう。

季節予報（長期予報）の技術は、まだ実用化のレベルではないのが

現実かもしれませんが、川口教授の言葉のように「みんながいろいろ

とアイディアを出し合いながら」研究を続けていくことによって、必

ず気象関連技術は進歩を遂げ季節予報も精度が向上するものと信じま

す。そのためにも、未来を生きる子どもたちを励まし続けましょう。

『君たちは未来を見ることができるばかりではなく、その未来の担い

手でもあるのだよ』

7.21 ウォッチング青森室内例会 講師派遣

7.31 第2回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

8.29 第34回気象予報士試験

9.18 雲と自然の観察会（青森市萱野高原）

10. 9 第36回定例幹事会（弘前大学）

10.24 「体験！一日気象予報士」（弘前大学）

12.15 ウォッチング青森室内例会 講師派遣

12.22 第10回青森県気象災害連絡会（青森地方気象台）

（対象期間：2010年1月1日～2010年12月31日）

４台のイオンエンジン

サンプラーホーン（試料採取装置）



定期総会の報告

5月22日（土）午後3時から、青森市のアウガ

（6階 多目的室）において平成22年度定期総会

を開催しました。会員総数36名に対し、出席者

数は17名、委任状提出者は14名であったことか

ら、会則第7条3項の規定により本総会は成立し

ました。

岡前会長が議長を務め、議案を審議した結果、

議案第1号から第5号までの議案について満場一

致で承認されました。議案第6号の「青森県気象

予報士会結成10周年記念事業」については、結

論に至らなかったことから、今後幹事会等で継

続して検討することとしました。

総会終了後には、鳥潟会員による「桜前線と

開花予想」と題したミニ講演があり、ご自身が

行ってきた桜の開花予想などについて説明して

いただきました。

また、青森地方気象台の大島弘美台長が駆け

つけてくださり、「新しい気象情報の提供 －

ナウキャストを中心に－」と題して、5月末から

始まる気象庁の新たな予報システムなどについ

て解説してくださいました。

午後6時からは有志による懇親会が行われ、大

島台長や遠方から参加してくれた会員を囲みな

がら、時間一杯まで歓談しました。

体験！一日気象予報士
鳥潟 幸男

10月24日、弘前大学理工学部主催「楽しい科

学」の「体験！一日気象予報士」に、予報士会

から10名が協力しました。

タイトルは「台風と竜巻について知ろう」で

す。内容は、台風と竜巻の基礎講座・クイズ、

角運動量保存測の実験、台風の進路調べ、台風

進路の模型実験、減圧装置を用いた高潮実験、

雲発生の実験、竜巻発生実験、竜巻注意情報の

解説、気象測器（雨量計、日照計、気温計）の

展示・解説など多岐に渡り、盛況に終わりまし

た。帰りにはウェザーグラスがおみやげとして

配られました。

詳しくは、当会発行の写真記録をご覧くださ

い。

講座名（楽しい科学）体験！一日気象予報士

「台風と竜巻について知ろう」

開催日時 2010年10月24日（日）10:00～12:00

開催場所 弘前大学理工学部1号館3階4番講義室

主催 弘前大学理工学部地球環境学科

児玉安正研究室（気象学）

協力 青森県気象予報士会

受講申込者数 21人 （小中学生）

受講者数 18人 （小中学生）

(弘前大学関係者)

責任者 児玉安正准教授

学生 野村佳祐、平塚いづみ、古川悠也

渡辺ゆめの

(当会協力者)

岡前憲秀、小田桐祐次、工藤眞己、児玉安正

佐藤栄作、下山智裕、丹藤義信、鳥潟幸男、

長尾純一、林信二

(外部協力者)

佐藤かおる、宮川昌子

（敬称略、50音順）
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雲と自然の観察会（合同観察会）
岡前 憲秀

平成22年9月18日（土）に、青森県気象予報士

会の主催で平成22年度の「雲と自然の観察会」

を青森市萱野高原で開催したところ、ウォッチ

ング青森さんから7名の方に参加していただきま

した。

当日は、午前10時に萱野高原駐車場に集合し

ていただき、当会からの参加者（2名）の自己紹

介や事務連絡などを行いました。この観察会は、

これまで八甲田ゴードラインを会場にしていま

したが、去年、一昨年と2年連続で悪天候のため

中止となっていました。このため、今年は開催

場所を比較的天候の影響を受けにくい（と思わ

れる）萱野高原へ変更して企画したものです。

観察会では、まず予報士会から十種雲形につ

いて説明しました。この日はやや雲が多いなが

らもまずまずの天気で、長袖シャツでは暑いく

らいの気温でした。高い位置から雲を観察する

ことはできませんでしたが、西から流れてくる

雲を十分に観察することが出来ました。

次に、ウォッチング青森の皆様にガイドをし

ていただきながら、秋の萱野高原の自然観察を

行いました。会員の皆様からは、昆虫、山野草、

野鳥などさまざまな種類にわたり解説をしてい

ただき、自然の多様性について学ぶことが出来

ました。心より感謝申し上げます。また、動植

物も少なからず気象の変化に影響を受けながら

生息していることを改めて認識しました。

2時間ほどの短い観察会ではありましたが、こ

のような活動を通じて連携を続けていきたいと

思いますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。

ウォッチング青森室内例会への講師派遣

【第 1回目】

青森例会（お天気の話①）

7月21日の室内例会には、ウォッチング青森か

ら10名、気象予報士会から2名が参加しました。

講師は板谷宏之さんが担当しました。講義は

「気象よもやま話」と題して、青森県の気象特

性、桜の開花、梅雨、台風（特にリンゴ台風）、

大雪、山の話など多岐に渡り、非常に中身の濃

いものでした。

また、気象庁が5月から情報提供を開始した

「竜巻発生確度ナウキャスト」や、これまで地

域ごとに発表されていた大雨警報などが、市町

村ごとに発表されることになったなどについて

も詳しく解説されました。

ウォッチング青森の方から、天気予報よりも

当たるペットの猫（顔を洗うと必ず雨が降る）

の話が紹介されるなど、終始和やかな室内例会

となりました。
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【第 2回目】

お天気の話②

12月15日のウォッチング青森例会にはウォッ

チング青森から12名、気象予報士会からは2名が

参加しました。講師は小林貴子さんが務めまし

たが、小林さんはＲＡＢラジオやＮＨＫテレビ

などに出演されているので、ご存知の参加者も

多かったようです。

お話のタイトルは「気象キャスターの裏話」

ということで、テレビに出演する時の衣装や化

粧などについて、女性キャスターならではの苦

労話や、放送にはあまり適さない用語として

「ゲリラ豪雨」や「爆弾低気圧」などがあるこ

とも紹介されました。

最後に参加者の皆さんからの質疑応答など行

い、１時間半あまりに亘って交流させていただ

きました。参加されていた会員の方の中には、

県内のテレビ局ごとの天気予報を見比べている

方や、独自に積雪を観測し記録を取っている方

もおられ、気象に対する関心の高さがうかがわ

れました。

8月31日孤立した集落 早瀬野
下山 智裕

2010年8月31日未明から昼ごろにかけて、局地

的な大雨の影響で、県道碇ヶ関大鰐停車場線が

寸断され、早瀬野地区が孤立状態となった。私

は津軽地方でこのような災害に遭遇したことは

無いため、週末に、テレビや新聞では報道され

ていない角度から写真を撮ることを決め、現場

に向かった。

まずは、早瀬野に向かう途中にある三軒新田

という集落である（写真１）。左側に小さな側

溝があり、そこからあふれた水が低い斜面に流

れ込み水田は壊滅状態になっている。しかし、

この水田はまだ被害が小さいことがわかった。

三軒新田を進み、早瀬野に入る前に公園がある

のだが、そのそばから思いがけない光景を目に

することとなった。水田が陥没しているのであ

る（写真２）。この水田をもとの状態に戻すの

は可能なのだろうか。

そして、早瀬野に入ることとした。周囲を見

渡すとＵ字型の側溝が折れ曲がっていることに

気付いた（写真３）。水の力はすごいものであ

る。早瀬野を通り過ぎて島田方面に向かうとさ

らなる光景を目にすることとなった（写真４）。

左下にある橋は、中央部にある土手とつながっ

ていたのだが、その土手が決壊したために、本

来川ではないところが川になってしまったので

ある。もう一度早瀬野側に戻ると、本来川でな

いところを通った水は、土手を下って本来の川

に戻っていた（写真５）。

気象庁の統計データ（表１）によると、この
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日の降水量は11時台で19.5mmを記録している（1

時間の最大では70.5mmを記録）。そして、この

日の天気図（図１）は寒冷前線が日本を通過す

るよくあるパターンのものである。この天気図

を見ただけでは、これだけの被害になるものだ

とは誰も思わないであろう。

今回の災害から学ぶことは、気象学的な見地

からは、天気を解析する場合は地上天気図だけ

に限らず上層の天気図やその他詳細なデータを

見なければならないこと、防災上の見地からは、

素人が災害場所の写真を撮影する場合は、災害

が過ぎ去ってから行うのが安全であるというこ

とである。
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（写真１）三軒新田の水田

（写真２）陥没する水田

（写真３）折れ曲がるU字側溝

（写真４）決壊した川１

（写真５）決壊した川２



時 3 時 4 時 5 時 6 時 7 時 8 時 9 時 10 時 11 時 12 時 13 時 14 時

降水(mm) 0.0 11.5 41.0 5.5 34.5 21.0 0.5 12.5 59.5 26.0 0.5 0.0 
 

気象科学館に行ってきました☆彡
松橋 倫久

昨年の１１月、作業環境測定士の一部科目免

除及び受験資格取得のための講習に行った際に、

気象科学館に立ち寄りました。

気象科学館は、気象庁の１Fにあります。気象

庁に入ろうとすると、外からもガードマンがい

るのが見え、本当に入っていいのだろうかと躊

躇しました。勇気を出して入ってみると、ガー

ドマンの方が気象科学館の入り口に誘導してく

れました。

入口を入ると、気象庁のマスコットキャラク

ター「はれるん」がお出迎えしてくれます。

第一印象は、「狭い」。庁舎の一角にあるの

で仕方がないのかもしれませんが、ちょっとがっ

かりしたかも。

入って時計周りに、下の写真の「アメダス」

があります。続いて、「海洋コーナー」、「ひょっ

として大雨」、「天気予報ができるまで」、

「緊急地震速報トライアル」、「災害ポイント

ウォッチャー」、「ミニシアター」などがあり

ました。

ずっと子供が遊んでいたので、写真が取れな

かったのですが、機械を揺らして地震を起こす

「震度実験装置」が面白そうでした。
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（図１）2010年8月31日天気図 気象庁ウェブ

ページより

（表１）2010年8月31日の降水量 気象庁ウェブページより



今回、気象科学館を訪れてみて、内容的には

あまり人にはおススメできないかもと思いまし

た。しかし、しばらく放置していた気象予報士

の勉強をやらなくてはという意欲を抱かせてく

れました。勉強、頑張ります！

毎月１回アウガを会場として開催しており、

予報士会会員以外の方でも参加できます。 最新

の気象予報士試験の問題を解いたり、時々の話

題（猛暑、大雨、大雪など）をテーマにして、

参加者各自で調査・研究した内容を発表し合っ

ています。」

【2010年開催日】

１月17日、2月20日、3月14日、4月11日、5月9日、

6月13、7月11日、8月22日、9月12日、10月17日、

11月7日、12月19日

【第35回定例幹事会】

日時：平成22年4月24日（土）14：00～16：00

場所：アウガ5階 和室

出席者（敬称略）

岡前（会長）、児玉（副会長）、小関（副会長）、

鳥潟（編集）、林（行事）、葛西（行事）、桑

島（勉強会）、川村、小田桐、佐藤

議題

１ 平成22年度定期総会の開催日程等について

5月22日（土）の15：00～18：00で、アウガ6

階の多目的室で開催する。総会終了後には、ア

ウガ付近で懇親会も行う。

２ １０周年記念行事について

これまでの幹事会等でいくつか案は出ていた

が、具体的に決定しているものはない状況であ

る。このため、この件を検討するための委員会

を立ち上げることを総会で提案することとした。

３ 施設見学について

今年、五所川原市を会場に行う予定の防災訓

練を見学しながら、五所川原市付近の気象庁の

アメダスを見学する、という案が出た。

４ 総会資料の発送等について

総会の出欠確認などの発送は5月9日（日）に

行う予定である。その他の議題、名簿などの資

料は郵送ではなく、Ｅメールに添付して各自へ

送信する予定である。ただし、印刷物として資

料が必要な会員はその旨連絡をしてもらうよう

にする。

５ 今後の事務分担について

総会資料の作成、幹事会の運営、行事の実施

など、各担当幹事を中心にして分担しながら作

業を行うことを確認した。

【第36回定例幹事会】

日時：平成22年10月9日（土） 16：00～16：45

場所：弘前大学理工学部1号館 503号室

出席者（敬称略）：岡前（会長）、児玉（副会

長）、鳥潟（編集）、工藤(眞)

議事

１．「体験！一日気象予報士」の内容及び事務

分担等について

10月24日（日）に弘前大学で開催する「体験！

一日気象予報士」の内容について、鳥潟会員が

作成した案を確認した。概要は以下のとおり。

①台風の基礎知識：パワーポイントにより台風

の定義や発生場所などを確認する。

②台風の基礎知識：台風の中心と周辺部の風速

の違いを回転台を使って体感する。

③台風の進路調べ：台風の雲画像から8日間の台

風の進路を調べる。

④台風の進路の模型実験：太平洋高気圧と偏西

風による影響を模型により実験する。

⑤気圧の変化：記念品として参加児童・生徒へ

贈呈するウェザーグラスを使って気圧の変化を

視覚的に捉え、台風による高潮被害を理

解する。

⑥雲の発生実験：雲の発生メカニズムを
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ペットボトルを使った実験により理解する。

⑦竜巻の基礎知識：竜巻の基礎知識、つむじ風

との違い、発生場所などを確認する。

⑧竜巻の発生実験：弘前大学が保有する竜巻発

生装置などにより竜巻の発生を試みる。

⑨竜巻情報のみかた：竜巻注意情報などを紹介

し、防災意識を高める。

このほか、吉田産業（株）海洋気象事業部か

ら貸し出していただく気象観測機器の説明も随

時行う。

開催時間は、24日（日）の午前10時から正午

まで。盛りだくさんの内容を2時間で行う。

参加者は小学4年生から中学3年生までの21名

の予定で、4班にグループ分けをして実習などを

行う形式。各グループに2名程度補助者を確保し

たい。

当日、協力できる方は10月20日（水）までに

岡前会長に連絡。

参加児童が多いので、多数の協力をお願いし

たい。なお、当日の参加者には後日旅費の支給

あり。

２．会報の発行について

今年度も年内までに原稿を収集し、23年3月の

発行を目指す。

３．施設見学、10周年記念事業などについて

出席者で意見交換を行ったが、出席者が少数

だったことから具体的な事項を決めるまでには

至らず。
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青森県気象予報士会

2011年 1月 1日現在の会員数 38名

2010年(平成22年)度役員

会 長 岡前 憲秀

副会長 児玉 安正

副会長 岩井 弘樹

副会長 小関 英明

幹事(会計) 吉田 篤

同 下山 智裕

幹事(行事) 林 信二

同 葛西 幸彦

幹事(勉強会) 桑嶋 克幸

同 対馬 和子

幹事(編集) 一戸 將人

同 鳥潟 幸男

会計監事 藤村 博明

編集後記

2011.3.11 東北地方の太平洋沿岸を巨大津波が襲

い、福島の原子力発電所で原発事故が発生しました。

被災された皆様には衷心からお見舞い申し上げます。

がんばろう日本！がんばろう東北！
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