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2008年(平成20年)の活動報告

1.20 気象勉強会（アウガ） 主催

1.27 第29回気象予報士試験

2.16 第31回定例幹事会（ラプラス青い森）

2.16 気象勉強会（ラプラス青い森） 主催

2.16 気象予報士会＆気象勉強会 合同新年会

3. 7 第29回気象予報士試験合格発表

3. 9 気象勉強会（アウガ） 主催

4.13 気象勉強会（アウガ） 主催

5.11 気象勉強会（アウガ） 主催

5.24 平成20年度定期総会(アウガ)

6. 6 第5回青森県気象問題連絡会（弘前大学） 出席

6. 8 気象勉強会（アウガ） 主催

6.18 ウォッチング青森室内例会 講師派遣

6.20 土砂災害防止講演会 聴講

7.13 気象勉強会（アウガ） 主催

7.26 気象関連施設見学会（函館海洋気象台） 主催

8.10 気象勉強会（アウガ） 主催

8.24 第30回気象予報士試験

9. 6 第1回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

巻 頭 言
会長 田嶋 研逸

正月早々、八戸市を中心とした大規模な断水事故がありました。元日の夕方、近所の人からの電話で断

水のことを知り、突然のことで、水を入れる容器もほとんどないまま、とりあえず風呂に水を張りました。

蛇口をひねれば水が出る生活に慣れてしまっている今の生活に、水の出ない状態はかなりの不便を強いる

ものでした。とにかく一番困るのはトイレ。普段何気なくひねっているトイレのレバーですが、使う水の

量の多さに驚いてしまいました。バケツ１杯ではとても足りないのです。18リットルのポリタンクの水が

瞬く間になくなっていきます。次に困るのは食器洗い。スポンジに洗剤をつけて食器をこすり、水で洗い

流す。このなかで使う水の量もかなりのものです。ただ、こちらはやり方次第では水を節約できます。油

ものなどは紙でふき取ってから洗うとか、桶に水をためてすすぐとか。便利な生活に慣れてしまっている

現在では、常に気をつけていないとなかなかできないことですが、心がけ次第でなんとかなります。問題

はトイレのほうです。水洗式を使っている限りどうにもなりません。最近のトイレは水を節約するよう工

夫がなされていると思いますが、それでもかなりの水を使います。旭山動物園などで使われている、「オ

ガクズ方式のバイオトイレ」のような水を使わないトイレが、家庭用としてもっと普及してもよいのでは

ないかと思います。

今回の断水事故により、あらためて水の大切さを実感しました。水は地面や海と

大気との間で循環しているわけで、人間は、その仕組みを壊さないよう上手に利用

しなくてはいけません。しかし、便利さや快適さを追求した結果、大気汚染や地球

温暖化などの環境問題を引き起こし、水の循環システムにも影響を与えてしまった

のではないでしょうか。今こそ歴史を振り返り、反省し、健全な地球システムへの

舵取りを英断すべき大切な時期が来ているのだと感じます。80万年後は、H.G. ウェ

ルズの「タイムマシン」のなかの世界になっているのでしょうか。かつてガガーリ

ン少佐が見た「青い地球」が、いつまでも続いてほしいものだと思います。正月早々

の断水事故からこんなことを考えました。

9. 7 気象勉強会（アウガ） 主催

9.26 大館ときめきサイエンスプロジェクト

理科実験教室(東館小学校) 講師派遣

9.27 雲と自然の観察会（八甲田ゴードライン）

ウォッチング青森との共催 荒天のため中止

9.27 第32回定例幹事会（アウガ）

10. 3 第30回気象予報士試験合格発表

10. 4 第2回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

10. 8 大館ときめきサイエンスプロジェクト

理科実験教室(上川沿小学校) 講師派遣

10.15 ウォッチング青森室内例会 講師派遣

10.19 気象勉強会（アウガ） 主催

10.25 市民気象講演会（アウガ）後援

11. 8 第3回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

11. 9 気象勉強会（アウガ） 主催

11.29 地方支部連絡会議（東京）出席

12. 6 第4回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

12.14 気象勉強会（アウガ） 主催

12.25 第6回青森県気象災害連絡会（青森地方気象台）出席

12.27 第5回わくわくサイエンス（大館郷土博物館）講師派遣

（対象期間：2008年1月1日～2008年12月31日）



平成20年度定期総会の報告

5月24日（土）午後4時から、青森市のアウガ

（5階 企画ワーク室3,4）において平成20年度

の定期総会を行いました。当日の出席者は12名、

委任状提出者は11名であったことから、会則第7

条3項により、本総会は成立しました。

田嶋会長を議長に選出し、議案について審議

したところ、議案第1号から第5号までは、全会

一致で承認されました。議案第6号（会則改正

（案）等について）に関しては、今後幹事会等

でさらに審議を継続するほか、会員の皆様から

ご意見を伺いながら検討を続けて行く予定です

ので、よろしくお願いいたします。

総会終了後、青森地方気象台の堤之智台長か

ら「地球温暖化に伴う日本の気候の変化」と題

して、ご講演をいただきました。堤台長が前任

地（気象庁）で携われていた業務に関する内容

でしたが、ＩＰＣＣの第４次報告書作成のため

に根拠となったさまざまな観測などで、いかに

気象庁が貢献していたかがわかりました。

また、100年後の日本の気候についてのお話で

は、青森特産のリンゴが色づきが悪くなるなど、

ショッキングな予想がされていることなどが紹

介され、国民ひとりひとりの意識改革が必要だ

と、あらためて考えされられました。

その後、有志による懇親会も行われ、講演い

ただいた堤台長も参加されたことから台長を囲

み、時間一杯まで話題は尽きませんでした。

青森大雨と小倉義光先生
岡前 憲秀

１．はじめに

2007年11月11日から12日にかけて，青森県内

は時ならぬ大雨に見舞われた．特に，青森市で

は12日の日降水量が208ｍｍに達し，青森地方気

象台が開設されて以来の最大降水量を記録した

（注1）．

この事象については，2007年12月12日に開催

した「第4回青森県気象問題連絡会」で議題に取

り上げた（注２）ほか，青森県気象予報士会で

も，2008年2月16日に「11月11～12日の大雨を徹

底検証」と題して、総勢15名による検討会を行っ

た．

和やかな中にもアカデミックな雰囲気を漂わせながら進

んだ勉強会の様子

２．「てんきすと」がきっかけ

青森県気象予報士会の検討会で，この大雨を

取り上げたいと思ったきっかけは，「一般気象

学」の著者である小倉義光先生が，日本気象予

報士会の会報に寄稿された一文であった．

その会報は，2008年1月発行の「てんきすと」

（注３）という小冊子で，ちょうど50号になる

ということで編集部が小倉先生に原稿を依頼し

たのであった．この寄稿文は「謎解きとしての

ウェザー・ウォチング」と題し，2003年3月3日

の新聞に掲載されていた家屋の倒壊写真が先生

の注意をひいたことがきっかけとなり，その原

因となった気象現象を先生がさまざまなデータ

から推理する，という内容であった．
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年末に送られてきたその会報を、私はいつも

のとおり「そのうち読もう」と思い（この会報

は，編集部の方には申し訳ないが，普段は興味

を引くような記事が少ないので，パラパラと目

を通す程度であまり熟読したことがない），何

かの雑誌に挟んでおいた．

「てんきすと」に掲載された小倉先生の寄稿文

３．酔いも醒めるほどの興奮

元日の夜，あまりにもテレビ番組がつまらな

いので，その雑誌でも読もう思い取り出したと

ころ，この「てんきすと第50号」が出てきた．

よく見てみると，小倉先生が何やら書かれてい

るではないか．最初は「どれどれ」という感じ

で読んでいたが，小倉先生独特のわかりやすい

語り口と，その推理展開の面白さに徐々に引き

込まれ，夕方前から飲んでいたお酒の酔いも，

いつの間にかすっかり醒めていたほどであった．

そして，この寄稿文の最後にある「４．終わ

りに」の中に書かれてあった文章が私の心を動

かした．それは，

『・・・こうした見方もあるのだから，ウェザー・

ウォチングも各自違ったものがあってもいいわ

けである．（中略）国内でも地形や緯度の違い

により，違った天気系が出現する．気象予報士

会の会員の皆さんが，ときには郷土色豊かな，

ときにはグローバルな，各自のウェザー・ウォ

チングの報告書を「てんきすと」に多数投稿し

て下さるのを切に希望して止まない．』

という文章であった．

４．懇親会で先生への報告を提案

これを読んだとき，真っ先に私の頭に思い浮

かんだのが「第4回青森県気象問題連絡会」で議

題に取り上げた“青森大雨”のことであった．

これこそ，「郷土色豊かな」話題になるのでは

ないか．是非，青森県気象予報士会でも検討し

てみたい，との思いに駆られた．そして，気象

に携わっている方々とじっくりと意見交換した

いと考え，青森県気象予報士会の会員はもちろ

んのこと，弘前大学の気象学講座の学生さんや，

民間気象会社，気象台の方にも参加を呼びかけ

たところ，多くの方々に参加していただくこと

ができた．

「11月11～12日の大雨を徹底検証」と題した検

討会では，気象会社の方による“企業秘密的解

説”や，Ｉ会員（現役予報官）が「総観気象学

入門（小倉義光著）」を用いた解説を行うなど，

極めて学術的（？）な検討会であった．

そのあと行われた懇親会で，「せっかく検討

会を行ったのだから，そのきっかけを作ってく

れた小倉先生にこの検討会の内容を報告してみ

よう」と，ほとんど“酔った勢い”としか思え

ない提案を私がしたところ，満場一致により可

決されてしまった．

検討会に参加した方々で記念写真
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５．「まさか！」の返信

提案者の責任として，私が簡単な報告書を作

成し，「てんきすと」で紹介されていた小倉先

生のメールアドレス宛に送信した．お忙しい先

生だからきっと無視だろうな，と思いながら送

信したので，そのうち送ったことも忘れていた

のだが，10日ほど経ったある日，いつものよう

に私のパソコンに届いていた電子メールをチェッ

クしていると，次のようなメールがあった．

『岡前様 小倉です。メール有難うございました。こうした

メールこそ私が「てんきすと」に投稿したときに望んでいた

ことで、本当にうれしく思いました。また勉強会に出席さ

れた方の写真も皆さん本当にうれしそうで、こちらまで若

い気持ちを受け取った気がしました。

話題となった11月の青森の豪雨については、私も興味

を持っていて，気象学会の「天気」に、「お天気の見方・

楽しみ方（１４）」として、2月下旬に投稿しました。ご参考

までに別便にて送付します。

私たちの解析だけが絶対に正しいという保証は何もない

のですから、今後とも皆さんでよく検討してください。

（中略）それこそユニークな研究がされる機会があると思

います。今後の活躍を期待しております。皆様によろしく。』

このメールを読んだときは，マウスを持つ手が

震え，読み終わったあとには涙が出てきたこと

を今も昨日のことのように覚えている．しかも、

２，３日後には「天気」に投稿した原稿のコピー

が本当に届いた．

別便も届き，またびっくり

６．小倉先生も注目の“青森大雨”

青森の大雨について，小倉先生も興味を持た

れていたことは驚きであったが，なによりもご

返事をいただけたことが大きな喜びであった．

小倉先生へ報告したレポートは，諸般の事情に

より「てんきすと」への投稿は行わなかったが，

私としては小倉先生がこの報告に目を通してく

ださったことだけでも十分満足している．

小倉先生が私たちに送ってくださった考察は，

日本気象学会の機関紙「天気」の2008年7月号に

掲載された（注４）．

「天気」に掲載された先生の論文

７．ウェザー・ウォチングを続けよう

2007年の青森大雨では，幸いにも亡くなられ

た方はなかったものの，床上浸水などの被害に

遭われた方が非常に多く，とても残念な出来事

であった．しかし，私はこの大雨がきっかけで

多くの貴重な経験をすることができた．そして

「お天気を通じた仲間との交流は本当に素晴ら

しい！」とあらためて感じたのであった．

今後も，会員諸氏のご協力を得ながら「郷土

色豊かな，そして，時にはグローバルな」ウェ

ザー・ウォチングを行っていきたい．

（注１）

この“日最大降水量”は，青森地方気象台
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（現在の所在地は青森市花園一丁目）で観測し

た雨量の中で最大の雨量という意味である．ち

なみに，二部濱男さんの「あおもりの天気」に

よると，昭和48年9月23日に東通村砂子又で，43

9ｍｍという日最大降水量の記録があるそうだ．

しかし，気象庁のデータベースには載っていな

いので，気象庁以外の観測による記録と思われ

る．

（注２）

詳細については「快陸風 第８号」（2008年1

月）の拙文「第４回青森県気象問題連絡会に参

加して」で報告している．

（注３）

日本気象予報士会の会員へ送られてくる会報

なので，会員以外の方はご存じないかも知れな

い．気象庁内にある津村書店さんでは販売をし

ているようである．また，日本気象予報士会の

ホームページに，最新号は掲載される予定のよ

うだが，現在は工事中で見ることができない．

（注４）

こちらは，日本気象学会のホームページで閲

覧することができる．

函館海洋気象台見学会
岡前 憲秀

2008 年7 月26 日（土）に函館海洋気象台で

見学会が行われ、当会から田嶋会長、葛西会員、

梅森会員及び岡前が参加しました。また、以前

に青森地方気象台の台長をされていた明石秀平

さん（現室蘭地方気象台台長）も参加下さいま

した。

当日の函館市は朝から天気も良く、気温もど

んどん上がっていきました。会員同士は午後1時

に海洋気象台で集合することになっていました

ので、私は午前中に久しぶりの函館市内を観光

することにしました。

写真は、復元チンチン電車の「函館ハイカラ

号」です。平成5 年8 月から函館の町を走って

いるそうですが、私は今回初めて乗りました。

車内は木製ですがとても明るくきれいでした。

また、美人の車掌さんも乗っていて出迎えと

見送りをしてくれました。

運行期間は4 月15 日から10 月31 日までとなっ

ているそうですので、この期間に函館へ行く機
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会があれば、ぜひお試しください。

新装となった五稜郭タワーを見た後、函館海

洋気象台へと向かいました。明石さんは既に到

着されていて、一通り見学されたとのことでし

た。間もなく、葛西さん、梅森さん、田嶋さん

が到着したので、全員で見学を開始しました。

最初にあったのが、南極のコーナーでした。

函館海洋気象台に勤務されている職員で南極観

測隊員だった方がおられ、当時の体験などを詳

しく紹介していました。南極から持ってきたと

いう氷も展示していて、子供たちは興味深そう

に触っていました。私も、コップの中で溶けて

いく氷が「プチプチ」と音を立てているのを聞

きました。数十万年前の空気の音です。

親子での見学が多かったです

南極の氷に「ばい菌」はないそうです

函館海洋気象台は海洋気象観測船「高風丸」

を所有していて、1 年の3 分の1 程度は航海に

出ているそうです。海上気象観測のほか、海面

から海底付近までの水温、塩分、化学成分など

の調査も行っています。しかし、最近の原油高

の影響は大きく、航海のやりくりに苦労してい

るそうです。

海洋観測に使用する装置類

海底に沈めて小さくなったカップヌードルの容器

その他、高風丸から放球しているゾンデ用の

気球（実物）や測定器の展示、緊急地震速報の

紹介コーナーなどがありました。昨年にドップ

ラー化された気象レーダーを紹介するコーナー

では、担当の方に私たちが青森県の気象予報士
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のグループだと伝えると、展示物以外の写真ファ

イルまで持ってきてドップラー化工事の時の苦

労話を熱く語ってくれました。

函館海洋気象台は、日本で最初に気象観測を

始めた気象台です。1872 年（明治5）8 月26日

から観測を開始したので、140年近い歴史を積み

重ねてきたことになります。ちなみに、青森地

方気象台（の前身）は1882 年（明治15）1 月1

日から1 日3 回の観測を開始したそうです。

また、函館海洋気象台は全国に4 つしかない

「海洋気象台」のひとつで、地上気象観測のほ

かに海洋の気象観測や海洋調査を行っています。

（他の海洋気象台は、神戸、舞鶴、長崎にあり

ます）

およそ1 時間半の見学を終えて、気象台を後

にする前に全員で記念写真を撮りました。丁寧

に説明してくださった職員の皆様、本当にあり

がとうございました。特に、「はれるん」を担

当されていた職員の方、暑い中本当にご苦労様

でした。（この「はれるん」の着ぐるみは、北

海道管内に1 セットしかないそうで、道内の各

気象台で見学会を行う際には持ち回りで使うそ

うです。ですから、道内では同じ日に2 箇所で

見学会を行うことはないそうです。）

気象台から函館駅前まで、明石台長の奥様が

自家用車で送ってくださいました。途中、函館

市内の名所や現在の函館市の状況などについて、

詳しく説明してくださいました。函館市もご多

聞に漏れず、人口減少と財政難で苦労している

ようです。

函館駅前で、ささやかな懇親会を行いました。

特に大門横丁で入った小さな屋台で食べたイカ

刺しの味は格別でした。

おまけ

日帰りの予定で来ていた田嶋会長と岡前が、

午後6 時42 分発の列車に乗り込もうと改札へ行

くと「青函トンネル内で発生いたしました送電

線の故障により・・・」の表示。結局、3 時間

ほど遅れて函館駅を出発しました。最後の最後

にハプニングに見舞われましたが、私は4 年ぶ

りの函館を満喫できて良い思い出となりました。

次回はぜひ1 泊で行きたいと思います。

雲と自然の観察会は中止に！
鳥潟 幸男

9月27日にウォッチング青森と共催する予定だっ

た雲と自然の観察会は、強い寒気の南下で荒天

が予想されたため中止となりました。

当日は、八甲田、岩木山、八幡平、岩手山で

降雪が確認されました。観察会が予定されてい

た八甲田・田茂萢岳（標高1324m）の山頂にある

ロープウエー山頂公園駅周辺では、多いところ

で3cm積もったとのことです(陸奥新報の記事に

よる)。

この雪は、青森地方気象台から

は見えなかったため、この日「初

冠雪」は観測されませんでした。

ウォッチング青森室内例会への講師派遣

2008年実施内容

【第 1回目】

日時：2008年6月18日（水） 19：00～20：30

会場：青森市中央市民センター

講師：予報士会 岡前憲秀

演題：お天気の話①「豪雨の記録あれこれ」

概要：

１．日本で発生した豪雨（S57長崎豪雨、S32

諫早豪雨、H16新潟・福島豪雨など）

２．2007年11月の青森豪雨

３．地球温暖化時代と豪雨の関係

４．「自分の身は自分で守る」という意識

聴講者：約10名
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【第 2回目】

日時：2008年10月15日（水） 19：00～21：00

会場：青森市中央市民センター

講師：予報士会 小関 英明

演題1：統計資料からみた青森市の気候変化そ

の２ －50年後、100年後の青森は？－

概要：昨年のウォッチング青森で行なった「気

象統計資料で調べた青森市の気候変化」

の結果を基に、50年後および100年後の

青森市の気候について

演題２：岩木山の雪形 －黒ウサギの消長－

概要：岩木山の代表的な雪形と、1998年～2009

年までに行なった定点観測を基に雪形

「黒ウサギ」の出現日の経年変化と積算

気温等の関係について

聴講者：約10名

ウォッチング青森室内例会記録①（2008.6.18）

「豪雨の記録あれこれ」
岡前 憲秀

最近，全国各地でいわゆるゲリラ豪雨が頻発

し，人的な被害も起きている．日本での最大１

時間降水量の記録は，1982年（昭和57）7月23か

ら24日にかけて発生した長崎豪雨の際に記録し

た187mm/ｈ（注１）である．

この２日間で，長崎市内に降った総雨量は572

ｍｍで，長崎市の７月の平均降水量（注２）の

１．７倍の雨が，たった２日で降ったことにな

る．2007年（平成19）11月12日から13日にかけ

て，青森市などを中心に記録的な大雨となった

が，このとき青森地方気象台では日最大降水量

の記録を更新した．しかし，その記録が208ｍｍ

だったのを考えると，長崎豪雨時の降り方がい

かに激しかったか，お分かりいただけると思う．

では，日最大降水量の記録はどうかというと，

例えば1957年（昭和32年）7月の諫早豪雨により，

同じ長崎県の西郷で1,109.2ｍｍ（7.25 9h - 7.

26 9h）という雨量を記録している（注３）．

また，島根県浜田・益田豪雨のように，昭和5

8年、昭和60年、昭和63年と２～３年おきに豪雨

に見舞われたケースや，記憶に新しいところで

は，平成16年7月の新潟・福島豪雨のように１週

間ほどの間に，３県が豪雨に見舞われた（7/12

～13：新潟県，福島県 7/17～18：福井県）

ケースもある．

世界に目を転じると，驚異の記録がいろいろ

とある．例えば1920年にドイツのFüssenでは8
分間で126ｍｍ，また1947年にアメリカ合衆国の

Holtでは，42分間で305ｍｍの雨量をそれぞれ記

録したそうである．

今後，地球温暖化が進むとさらに集中豪雨が

増加するだろう，との予想が出されている．か

つて寺田寅彦は「天災は忘れた頃にやって来る」

と言ったとのことであるが，地球温暖化時代に

なると，「天災は忘れる暇もなくやって来る」

ことになるのかもしれない．

さらに，人間の生活様式が変化したために，

以前では災害に至らなかったような場所でも，

災害が発生する可能性が高くなっている（例え

ば，地下室等の水没など）．その上，社会的傾

向として，高齢化が進んでいる地域が増えてい

快陸風 9

講義中の岡前さん

講義中の小関さん



表 2 季節毎の平均気温および夏日・真夏日、冬日真冬日の長期傾向と予想値  

 統計期間 
現 在の    

平 年値 

長期的変化傾向 

（/100 年） 

50 年後 

（2060 年） 

100 年後 

（2110 年） 

春季平均気温 

（3 月～ 4 月 ） 
1886～2008 7.7℃ 1.62℃ 8.5℃ 9.3℃ 

夏季平均気温 

（6 月～ 8 月 ） 
1886～2008 20 .4℃ 0.62℃ 20.7℃ 21 .0℃ 

秋季平均気温 

（9 月～ 11 月） 
1886～2008 12 .6℃ 0.87℃ 13.0℃ 13 .5℃ 

冬季平均気温 

（12 月～2 月） 
1887～2008 -0 .41℃ 1.53℃ 0.4℃ 1.1℃ 

 

表 1 青森市の年平均気温の長期変化の傾向と予想値 

 統計期間 
現在の    

平年値 

長期的変化傾向 

（/100 年） 

50 年後 

（2060 年） 

100 年後 

（2110年） 

年平均気温 1886～2007 10.1℃ 1.11℃ 10.7℃ 11.2℃ 

〃 1950～2007 10.1℃ 2.45℃ 11.3℃ 12.6℃ 

 

る．お年寄りの方が多いということは，災害が

発生した時に，住民の避難・誘導に時間がかか

ることになる．

これからの時代は，助け合いはもちろん必要

だが，「自分の身は自分で守る」「自分の身を

守るための情報は，自分で入手する」という意

識が必要となってくるだろう．ここ数年，気象

庁は「防災関連情報」の発信に力を注いでおり，

土砂災害警戒情報や竜巻注意情報など，次々と

新しい防災情報を発信している．

「これまで，ここでは災害が発生したことがな

いから大丈夫」というのは、もはや妄想である．

明日にでも自分が気象災害に見舞われるかもし

れない，という意識を常に持ち続け，自分の命

は自分で守りたいものである．

（注１）：長与町役場の観測によるもので，気

象庁データベースには載っていない．

（注２）：333.6ｍｍ（1961～1990の平年値）

（注３）：旧農林省による観測で，気象庁デー

タベースにはない．第１位は1976年9

月11日に徳島県日早で記録した1,114

ｍｍのようである．

ウォッチング青森室内例会記録②（2008.10.15）

統計資料からみた青森市の気候変化
その２ －50年後、100年後の青森は？－

小関 英明

今回は、青森市における、年平均気温および

季節毎の平均気温、気温の階級別日数、につい

ての各データより、各統計期間において線形近

似を行い、得られた近似式の傾きを長期変化の

傾向とした。この傾向がこれからも続くと仮定

して、現在の平年値を基に、50年後、100年後の

予想値を求めてみた。

年平均気温について、使用した統計期間、現

在の平年値、長期的変化の傾向、および50年後、

100年後の各予想値を表1にまとめた。ここでは、

温度の上昇傾向が顕著な、1950年以降を統計対

象とした場合についても載せている。

この結果より、気温は全体として上昇傾向に

ある。1886年から2007年までの121年間の傾向で

は、変化率はプラス1.11℃/100年で、50年後で

は約0.6℃上昇の10.7℃、100年後では1.1℃上昇

の11.2℃となる。しかし、1950年から2007年ま

でのここ50年ほどの傾向では、変化率は2.45℃/

100年と2倍以上となり、50年後で1.2℃上昇の11.

3℃、100年後では2.5℃上昇し12.6℃となる。こ

の値は、気象庁の「地球温暖化予測情報第6巻」

にある予測値(年平均気温が2081年～2100年にか
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表 3 気温の階級別日数の長期的傾向と予想値 

 統計期間 
現在の    

平年値 

長期的変化傾向 

（/100 年） 

50 年後 

（2060 年） 

100 年後 

（2110 年） 

夏日 1931～2008 57.5 日 14.5 日 64.8 日 72 日 

真夏日 1931～2008 12.7 日 5.5 日 15.5 日 18.2 日 

        

冬日 1931～2008 111.7 日 -43 日 90.2 日 68.7 日 

真冬日 1931～2008 22.7 日 -24.6 日 10.4 日 0（-1.9 日） 

 

けて2℃～3℃上昇するとされる値(1))にほぼ等

しい。さらに、「気候変動に関する政府間パネ

ル（IPCC）」の第3次評価報告書では、1990年か

ら2100年までの間に平均地上気温は1.4℃から5.

8℃上昇すると予測されている（2）。この上限

値を取ると、青森市の年平均気温は約100年後で

は、ほぼ15.9℃となり、これは現在の東京の年

平均気温と同じである。

さらに、季節毎の平均気温について調べた。

その結果を表２に示す。各季節で温度の上昇が

確認されるが、夏・秋季より冬・春季の気温上

昇率が大きい。特に冬季については、IPCC第4次

評価報告では、日本付近では冬季(12月～2月)の

昇温予測を2080年～2099年の間で2.5℃～3.5℃

（3）、また気象庁「地球温暖化予測情報第7巻」

では1℃～3℃と予測している(4)。

次に、気温の階級別日数についての結果を表3

に示す。夏日・真夏日の増加よりも、冬日・真

冬日の減少傾向が大きい。これは、夏季より、

冬季の気温上昇が大きいという変化傾向を反映

していると考えられる。特に冬日は夏日の3倍の

変化率で、また真冬日は真夏日の約5倍の変化率

で減少する。そのため、真冬日は50年後では現

在の約半分の10日ほど、100年後ではゼロ（計算

上はマイナス値となるが、日数を考えている為

ゼロとした）となっている。

さて、以上ことから考えると、50年後では、

年平均気温10.6℃～11.3℃と現在の秋田(年平均

気温11.4℃、夏日67日、真夏日16.2日、冬日90.

4日、真冬日12日（5）)に、100年後では、年平

均気温11.2℃～12.6℃と現在の酒田(年平均気温

12.3℃、夏日75日、真夏日21.6日、冬日66.7日、

真冬日4.8日（5）)にそれぞれ相当すると思われ

る。気温の上昇により、特に冬から春の寒さは

大幅に和らぎ、冬日、真冬日も大幅に減少する。

それに伴い雪も少なくなることが予想され、今

より生活がしやすくなるとも考えられる。さら

に、コメなどは冷害による影響が少なくなるな

どのプラスの効果も考えられる。

しかしながら、仮に年平均気温が２℃から３

℃上昇した場合、青森市の年平均気温は12℃～1

3℃となり、これはリンゴの栽培適地とされる年

平均気温7℃～13℃のほぼ上限に等しい。この場

合、青森県の特産であるリンゴの栽培はかなり

難しくなることが予想される。そのほかにも、

現在のある程度寒冷な気候に適した農作物につ

いては栽培が困難になると思われる。

さらに、冬場の温度上昇による降雪量の減少

により、スキーや地吹雪ツアーなどの冬場の観

光やレジャーにとっては大きな影響が懸念され

る。

また、サクラ（ソメイヨシノ）について考え

ると、現在の平年値は、開花が4月26日、満開が

5月1日でちょうどゴールデンウィーク最中であ

るが、50年では開花4月19日頃、満開4月24日頃

(秋田参考（5）)、100年後では開花4月16日頃、

満開4月20日頃(酒田参考（5）)と予想され、ゴー

ルデンウィーク前に満開を迎えることになる。

そうなれば、小生の住む弘前では、観光に与

える影響は計り知れない。すでに、ここ数年の

冬季から春季の昇温傾向により、過去10年の平

均では、開花は4月22日、満開は4月26日と大幅

に早くなっている。仮に年平均気温がIPCC予測

値の上限である5.8℃上昇すると、開花は3月の

末から4月の初め頃（東京参考（5））と予想さ

れる。

はたして実際の将来の青森がどのようになっ

ているか、小生では50年後はともかくとして、1

00年後は見ることができないであろうことが非

常に残念である。
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小学生向けお天気講座の報告
「大館ときめきサイエンスプロジェクト」 & 「わくわくサイエ

ンス」

鳥潟 幸男

【大館ときめきサイエンスプロジェクト】

前年に引き続き2008年も「大館ときめきサイ

エンスプロジェクト」から講師の依頼があった

ため参加しました。主催はNPO法人大館ネットワー

クで、経済産業省の理科実験教室プロジェクト

を受託しています。詳しくは昨年度の会報を参

照してください。

テーマは、前年度と同じく「台風と天気の変

化」ですが、今年度は内容を変えてみました。

はじめに雲写真を8日分用意します。透明シー

トを雲写真の上に載せ、毎日の台風の中心位置

を透明シートの上に丸シールでプロットしてい

きます。最後にそれらを線で結び、台風の動き

方を確かめます。自分の手で進路や速度（丸シー

ルと丸シールの間隔から）を確かめていけるの

で、楽しかったという感想文をいただきました。

授業１（東館小学校） 9月26日 講師：鳥潟

授業２（上川沿小学校）10月12日 講師：鳥潟、

小関

【わくわくサイエンス】

大館郷土博物館で開催されている子ども科学

教室「わくわくサイエンス」で当会会員が講師

を務めました。全6回のうち、気象関係は3回開

催されました。気象以外の、「親子での星空散

歩」、「作って飛ばそう、ペットボトルロケッ

ト！」、「作って飛ばそう、紙ヒコーキ！」に

ついても、当会会員の小関さんが講師を務めま

した。特に、「星空案内人」の資格をいかした

「親子での星空散歩」は、父兄からも大好評で

した。

各回において、講師等として遠方より大館ま

でお越しいただいた会員の皆様に感謝申し上げ

ます。

「天気図を書いてみよう」では、時期的なこ

とと小学生としては内容がやや難解ということ

で、開催が危ぶまれるほど参加申込は少なかっ

たのですが、気象に関心のある児童はいるもの

で、過半数が100km以上離れた市町村からの申し

込みでした。後日、参加児童から自分で初めて

快陸風 12



書いたという天気図が送られてきました。記念

すべき最初の天気図。なかなかよく出来ていま

す。あっぱれ！です。今回初めて小学生向けの

天気図作成講座を試行してみましたが、結構時

間がかかるので、次の機会には、3～4回にわたっ

て講座を開くのが良いように思えました。

第1回( 9/ 6) 親子での星空散歩 講師：小関

第2回(10/ 4) 天気予報をしてみよう(君もお天

気キャスターになろう) 講師：吉田

第3回(11/ 8) 作って飛ばそう、ペットボトル

ロケット！ 講師：小関

第4回(12/ 6) 作って飛ばそう、紙ヒコーキ！

講師：小関

第5回(12/27) 天気図を書いてみよう（基礎編）

講師：鳥潟（指導：岡前、小関）

第6回( 1/ 7) 天気図を書いてみよう（応用編）

講師：鳥潟

第1回わくわくサイエンス

第2回わくわくサイエンス

第3回わくわくサイエンス

第4回わくわくサイエンス

第5回わくわくサイエンス

快陸風 13



地点 年平均気温(℃) 年間の真 夏日日数 １月の日最低気温の平年値(℃)

函館 8.8 3.2 -6 .8

青森 10.1 12 .7 -4 .3

札幌 8.5 7.6 -7 .7

一番身近な北海道 函館市の紹介
梅森 一

1.はじめに

私は学生時代の４年間を青森県（弘前市）で

過ごし、就職後は約５年半に渡り函館市で過ご

してきました。今年度、青森県気象予報士会の

行事の一環として「函館海洋気象台見学会」が

開催されたのも何かの縁かもしれませんので、

函館市の簡単な紹介と私が感じた青森県（弘前

市）と北海道（函館市）の気候・気象の違い等

について記したいと

思います。

１．函館市の概要

函館市は北海道の

南西部、渡島半島の

南部に位置する人口

約30万人の中核都市

です。平成16年12

月1日に近隣の4町

村（戸井、恵山、

椴法華、南茅部）

と合併し、渡島半島

の南東部一帯が函館

市となりました。ち

なみに、現在の函館

市には「函館（函館

市美原）」、「高松

（函館空港）」、

「川汲(かっくみ)

（旧南茅部町）」、

「戸井泊（旧戸井町）」

という４つのアメ

ダス観測点があり、

『函館市で○○mm

の大雨を観測』等

の情報がどの地点を指しているのか注意する必

要があります。

函館市（旧函館市のエリア）の南端にある函

館山（標高334ｍ）は、

地形的には島が陸地と

繋がった陸繋島（りく

けいとう）で、そこか

ら見る夜景は香港・ナ

ポリと共に世界三大夜

景に数えられたり、神

戸・長崎と共に日本三

大夜景に数えられたり

しています。また、函

館は四季が明瞭なた

め、四季折々のイベ

ントも数多くありま

す。代表的なものは、春の五稜郭公園の桜（弘

前には全くかないませんが）、夏の港祭り（近

年はイカ踊りと呼ばれる踊りが市民の間で人気

です。青森市の「ねぶた」も青函交流の一環と

して祭りに参加しています）、冬のクリスマス

ファンタジー（毎年カナダから運ばれてくる高

さ２０ｍのクリスマスツリーがとても綺麗です）

等です。

２.函館市の気候

函館は北海道の中では温暖な気候で、「北海

道太平洋側西部（北海道の太平洋側のうち日高

山脈を境に西側の地域）」もしくは「道南地方」

と天気予報では呼ばれています。年平均気温は

札幌より０．３℃高く、青森より１．３℃低い

８．８℃で、真夏日や最低気温が氷点下１０度

を下回るような日は数日しかなく、津軽海峡の

影響を受けた海洋性の気候となっています。

（表１参照）

また、函館は太平洋側に位置していますが意

外に夏場の霧日数が少なく、青森市と同程度と

なっています（図２参照）。これは、北東から

東にかけて位置する標高６００ｍ～１，０００

ｍ級の横津山系の影響が大きいものと思われま

す。逆に、冬の天候は太平洋側にしては雪の降
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表１ 各地点の気温要素（データは気象庁ＨＰ「過去の気象データ検索」から引用）

図１ 函館市周辺のアメダス位置

（気象庁ＨＰより）

写真 北斗市方面から見た

函館山

写真 クリスマスファンタジー

の光景



各 月 の 霧 日 数

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

霧
日

数
（
日

）

函館

八戸

青森

 

地点 年間降雪量(cm) 年最深積雪(cm) 年間雪日数（日）

函館 398 45 108.2

青森 774 114 106.8

 

る日が多く、雪日数は青森市と遜色ありません。

しかし、降雪量・最深積雪は青森市の約半分で、

雪の降る日は多いが大雪にはなりづらいといっ

た特徴があります。（表２参照）

３．青森県との違い

ここからは、データに全く基づかない私の雑

感（弘前と函館に暮らして感じたこと）につい

て述べたいと思います。

私が感じた一番大きな気候の違いは、夏の蒸

し暑さと雪質の違いでした。ご存知のとおり、

北海道には梅雨というものがありません。ただ、

函館を含む道南地方には「蝦夷梅雨」と呼ばれ

る梅雨に似た現象があるとされています。しか

し、実際に住んでみて感じた両者の差は歴然と

したものでした。やはり、本場の梅雨は雨の降

り方、蒸し暑さともケタ違いであると感じまし

た。函館は北海道の他の地域と比べると夏場の

湿度が高くジメジメした感じを受けますが、本

州の梅雨時期のようなあの体にまとわりつくよ

うな暑さはありません。なので、エアコンが無

くても充分生活していけます。そして、函館は

弘前と違って夕立がほとんどありません。夏の

夕立後、日中のうだるような暑さが少し和らい

だ雨の匂いの残る街は風情があって好きだった

ので、函館の夏はちょっと寂しい感もあります。

また、冬の雪質の違いにも驚きました。北海道

では函館を含めて、雪の日に傘を差す人はほと

んどいません。気温が低く雪質がさらさらして

いるため、手で払えば簡単に落ちるからです。

しかし、弘前では皆、雪の日に傘を差していま

した。雪が湿っぽく重たいため、傘を差さない

と濡れてしまうのだと後から知りました。そし

て、冬の光景でさらに驚いたのが、道路や店先

に水（地下水？）を流して雪を溶かすという荒

業でした。これも、気温が高いからなせる業な

のでしょうか。財政難で街中のロードヒーティ

ングが次々と廃止されていく北海道にとっては

羨ましい限りです。さらに、普通の道路側溝が

冬は流雪溝に早替りするというのも私は初体験

でした。

このように、「気象・気候の違いが文化の違

いを生み、そして文化の多様性に繋がっている」

ことは、素晴らしいことであると思いました。

４．最後に

残念ながら、青函を結ぶ高速フェリーは昨年

１１月いっぱいで営業が終了してしまいました

が、平成２７年度末には北海道新

幹線の新青森－新函館間が開通す

る見込みです。新幹線開通後は３

０分前後で青森と函館が結ばれる

見込みのため、今後両者はますま

す身近な存在となっていくことが

期待されます。仕事やプライベー

トで訪れた際には、美味や景色は

もちろんのこと、「青森県と似て

いる様でちょっと違う気象・気候・

文化」も堪能してみてはいかがで

しょうか？
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表２ 函館と青森の雪要素

図２ 各地点の霧日数（データは気象庁ＨＰ「過去の気象データ検索」から引用）

データは気象庁ＨＰ「過去の気象データ検索」から引用



青森県気象問題連絡会
（12/25の連絡会で「青森県気象災害連絡会」に名称改正）

葛西 幸彦

【第５回気象問題連絡会】

６月６日（金）弘前大学理工学部１号館で、

第５回気象問題連絡会が開催されました。弘前

大学大学院理工学研究科教授、力石会長の開会

挨拶に続き総会が行われ、平成２０年度の役員

選出及び新入会員について話し合いがされまし

た。当気象予報士会からは、今年度も引き続き

私が幹事を務めさせて頂くことになりました。

その後、青森県の突風・強風災害に関わる話

題を中心に、５名の方が順次研究結果を発表さ

れ、質疑応答が行われました。発表者及び発表

内容は以下の通りです（敬称略）。

なお、会についての詳細は、弘前大学理工学

部寒地気象実験室のHP

http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~earth_metl

ab/ に掲載されています。

１．陸奥湾周辺の大気循環について

児玉安正（弘前大学大学院理工学研究科）

２．建築物等における風過重

津村浩三（弘前大学大学院理工学研究科）

３．平成20年４月５日の強風時の天気概況及び

気象庁の提供する竜巻注意報について

板谷宏之（青森地方気象台技術課）

４．陸奥湾の海況自動観測システムについて

兜森良則（青森県水産総合研究センター

増養殖研究所）

５．2007，2008年の猿倉岳倒木被害について

石田祐宣（弘前大学大学院理工学研究科）

今回の発表の中で、私が特に興味をひかれた

のは、青森地方気象台の板谷予報官による４月

４日夜から翌５日未明までの気象状況に関する

ものでした。というのも、この日、青森市では

ホタテ漁船「日光丸」が転覆し、８名の乗組員

が亡くなるという痛ましい大惨事が起こったか

らです。私事になりますが私は消防職員であり、

５日は朝から現地合同対策本部に入り、情報収

集や現場対応に追われていました。板谷予報官

によると、４日夜から５日朝までに、－３６度

以下の寒気を伴った低気圧が日本海北部から北

海道東部に進み、大気の状態が不安定になって

いた、ということでした。また、風の観測結果

については、５日４時００分に最大風速9.9m/s

（西南西）、５時１１分に最大瞬間風速18.2m/s

（西北西）が観測されていたとのことでした。

随時気象台から発表される気象情報を、いかに

活用していくか、どのように伝達し危険を排除

できるのか、個人的に色々考えさせられました。

【第６回気象問題連絡会】

１２月２５日（木）青森市花園の青森地方気

象台にて、第６回気象問題連絡会が開催されま

した。最初に行われた総会では、力石会長より

会の名称変更の提案があり、「青森県気象問題

連絡会」から、今後「青森県気象災害連絡会」

に変更することが了承されました。

その後、平成２０年に発生した降雹・突風災

害について４名の方の研究発表、さらに力石会

長による講演が行われました。なお、当気象予

報士会からは鳥潟さんが大館市内の突風事案に

ついて発表されました。発表者及び発表内容は

以下の通りです（敬称略）。

１．リンゴにおける本年の気象災害の状況

浅利欣一（青森県農林総合研究センター

りんご試験場栽培部）

２．平成20年の大気循環の特徴

児玉安正（弘前大学大学院理工学研究科）

３．2008年６月13日藤崎町で発生した竜巻事例

石田祐宣（弘前大学大学院理工学研究科）

４．2008年８月28日大館市北部で発生した突風

事例

鳥潟幸男（青森県気象予報士会）

５．講演 青森市の風水害とその地形的要因

力石國男（弘前大学大学院理工学研究科）

青森市で防災に携わっている者として、力石

先生の講演内容はとても勉強になりました。青

森市は、潜在的に水害になりやすい後背湿地で

あり、さらに八甲田山系の多くの川が集中する

こと、また豪雨をもたらす気象概況としては、

前線の南下や停滞、台風や低気圧の北上・直撃、

日本海中部低気圧の東進・直撃等が挙げられる

とのことでした。

また、当気象予報士会の鳥潟さんは、地元秋
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田県大館市北部で発生した突風災害について、

家屋や樹木等の被害や住民への聞き取り調査を

現地で独自に行い、発生要因を推定されました。

「広く一般市民に周知し啓蒙することが、地域

防災力の向上に資するのではないか。」との締

めの問いかけには、青森市内での風害で、剥が

れたトタン屋根や取れかけの看板を暴風の中ロー

プで固定しに出動した経験のある私としまして

は、「まさにその通りであり、一般の方々も、

特に災害に結びつくような気象情報には留意し

てほしい」と感じました。

放射冷却による霧が発生？？？
一戸 將人

よく天気予報で「明日の朝は放射冷却の影響

で冷え込むことが…」ってテレビのお天気おねぇ

さんが言っていますね。一般の人は、そうかそ

れでねって特に気にせず納得している人が多い

のでは？ さらに「放射冷却のよる霧ですね！」

なんて言われても「ハー！？んー！なるほど…」

よくわからないけど納得しているのではと。

どうもこの「放射冷却」は物理学や気象学で

の特殊な言葉にもかかわらず、一般的にも、何

となく受け入れられている不思議な言葉でもあ

るように感じられます。

さて、その放射冷却による放射霧は、その中

にいてモヤっとした風景として体験することは

ありますが、上から見下ろすことはあまりない

と思います。

①は青森市の高速道路（５，６ｍの高さ？）

の車の中から撮った画像です。車窓に水粒が付

いて見づらいですが、空が晴れているのが分か

ると思います。稲穂の上にだけ霧が発生してい

るのは田んぼの上は水蒸気が多いからでしょう

か？

②は山形市のホテルの１４階の窓から撮った

画像です。だいたいですが５０mくらいでしょう

か。山形市はご存知のように盆地ですので朝霧

が発生しやすい土地だそうです。この朝もこの

後、街は霧に包まれました。最初郊外で発生し

た放射霧はゆっくり風に流され、市の中心部に

押し寄せたと思います。まるで、大きな津波が

街に押し寄せる映画のワンシーンにも感じられ、

興味深い気持ちになりました。

ところで、皆さんは周りの一般の人には、ど

のように説明されているでしょうか？ 簡単に、

でもわかりやすく言うことは意外と難しいです

ね。
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①放射霧 2008年9月16日 AM 05:23 青森市郊外

②放射霧 2008年12月8日 AM 06:44 山形市

突風災害事例を発表する鳥潟会員



市民気象講演会を開催して
児玉 安正

気象学会の理事長を務められた廣田先生から、

秋の弘前に行ってみたいというお話を伺ってい

たので、先生の講演会を実現してみたいと考え

ていました。しかし、私は講演会の主催の経験

はなく本当に実現するか半信半疑でした。まず

会場探しをしました。青森駅前のアウガで一番

大きな会場が秋の土曜日１日だけ空いていまし

た。これで退路が断たれてしまいました。さら

に踏ん切りをつけるため、廣田先生に講演会の

お話をしました。先生は、理事長時代、気象学

会と気象予報士会の交流に力を注がれた方なの

で、青森県気象予報士会の活動にも関心を持っ

ていただけるに違いない、と考えました。予想

通り先生は講演会や予報士会との交流に乗り気

でした。退官されたのでお時間もあるようです。

土曜日の午後に青森市で開催とした理由は、気

象予報士会のメンバーや気象台の方へのお誘い

がしやすい（講演会と夜の宴会）と考えたから

です。３００名収容の会場費は数万円でずいぶ

ん安いと思いました。しかし、３００名は多す

ぎて会場がガラガラになるのではという恐怖が

心をよぎりました。そこで、わらにもすがる気

持ちで、海洋研究開発機構で北極海の海氷の研

究をしている弘前大の卒業生の猪上君に参加を

求めました。アルゴアさんとシロクマのお陰で、

北極海の海氷の減少の話は有名です。これにあ

やかろうという考えです。ポスターの北極海の

写真も海洋研究開発機構から頂きました。完成

したポスターを貼ってもらうため週末青森に出

かけては、ショッピングセンター（ＳＣ）を回

りました。掲示依頼にお礼まで言われる好意的

なところもあれば、アウガとは同業者だから貼

れないと断られたり、ＳＣも考え方が様々であ

ることを学びました。

当日は１００名を越える方がきてくださり、

会場も程良く埋まりほっとしました。以前，青

森地台長時代に予報士会がお世話になった明石

さんも来られていました。講演内容は充実して

おり、参加者には楽しんで頂けたのではないで

しょうか。夜の宴会も、予報会のメンバーが盛

り上げてくださり、講師の先生は大いに楽しん

でおられました。イベントの度ごとに青森県予

報士会にお世話になっておりますが、今回も大

変お世話になりました。どうもありがとうござ

いました。
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市民気象講演会 平成２０年１０月２５日

講演内容 （講演順）

猪上 淳 氏（海洋研究開発機構 地球環境観測研

究センター 研究員)

講演タイトル： 海氷の減少から探る北極異変

北極海の海氷はどうして減りつづけるのでしょ

う? 地球温暖化でとけて無くなるから? 海氷の減

少について誤解されやすい点に着目しながら、観

測研究の最前線を紹介します。

廣田 勇 氏（京都大学名誉教授、元日本気象学

会理事長）

講演タイトル： 潮のみちひき、風のささやき・・

大気潮汐論に見る気象の美学

浜辺で見る潮の満ち引きや大小の波と同様に、

地球を取り巻く大気の中にも天体の引力や地球の

重力と自転の効果を受けた様々な波動があります。

それは目では直接見ることの出来ない地球規模の

大きな空気の動きや日々の天気図の陰に隠れた小

さな気圧の揺らぎなど、実に多様な風の振る舞い

を示します。

この講演では気象の世界に見られる大自然の奥

深さと美しさを人類文化としての科学の立場から

楽しく語ります。

前列 左から３人目が廣田先生，４人目が猪上先生



（表１）ご当地検定の歴史

検定名 主催 初回実施日

下北検定 下北検定実行委員会
（事務局：青森県下北地域県民局地域連携部地域支援室）

平成20年2月17日

津軽ひろさき検定 社団法人弘前観光コンベンション協会 平成20年3月9日

あおもり検定 青森県商工会議所連合会・青森県商工会連合会 平成20年8月24日

はちのへ検定（仮称） はちのへ検定実行委員会（仮称） 平成21年実施予定

ご当地検定でみる気象と市民活動
下山 智裕

最近、ご当地検定がはやりつつある。私の知っ

ている限り、ご当地検定の最初は京都のように

思える。その後、色々な地域で広まり、去年、

青森県内でも始まった。表1は青森県内の模様を

まとめたものである。出題範囲は、歴史・観光・

文化等と幅が広い。もちろん、気象に関する問

題も出されたので、今回はそれをとりあげる。

第1回あおもり検定（初級）では青森県の地勢・

気象について記述した文章から正しいものを1つ

選ぶ問題が出された。解くときのポイントとし

て、ヤマセはどの季節に吹き、どのような害を

もたらすのか、日本海側と太平洋側の冬の天気

の特徴はどういったものなのか、津軽地方と県

南地方の地形的特長はどういったものなのか、

が理解されていれば解ける問題である。また、

第2回津軽ひろさき検定（初級）では、弘前の気

候について気候型を問う問題が出題されている。

こちらはヒントとして3行に渡る文章がついてい

たのだが、うっかりすると誤答で北海道型気候

を選択してしまうかもしれないものとなってい

た。解答は日本海側気候である。

合格率は気象予報士試験よりも数段高いのだ

が、やはり勉強しなければぎりぎりで落ちてし

まう試験となっている。あおもり検定は本試験

前に模擬試験を200問ほど解く機会があったので、

模擬試験の知識が功を奏し合格であった。しか

し、津軽ひろさき検定は、本気になって勉強し

ていないため、不合格である。

個人的には、津軽ひろさき検定に思い入れが

ある。それは、観光に関心のある一個人からの

発案で始まり、それに賛同する方々が集まり、

最後には弘前市役所ならびに弘前大学の協力も

得ながら実施されたという、いわゆる市民が弘

前を動かしたものだからである。私も学生のと

きに、家電製品に省エネ性能を示す「省エネラ

ベル（図１）」の普及にかかわり家電量販店を

動かした経験があるため、一市民が世の中を動

かす活動には関心がある。気象分野でも一市民

が世の中を動かす活動はできないものだろうか。
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図1-1 昔の省エネラベル

図1-2 現在の省エネラベル



ここだけのはなし

対馬 和子

２００１年から青森県気象予報士会の勉強会

に参加、２００５年には予報士会に入会、そし

て２００８年８月、勉強会に参加し８年目にし

て、初めて予報士試験を受験した。

「めざすは合格」と言いたいところだが、３ヶ

月のにわか受験勉強ではナメてるとしか思えな

いので言えない。勉強会のＮ先生は「取りあえ

ず、試験問題を持ち帰ってくればいいから」と、

プレッシャーのない優しい励ましをして下さり、

いざ一路仙台へ。

土砂降りの中、１泊２日の強行スケジュール。

行く前は不安だった。５時間もバスに揺られて、

果たして当日に試験を受ける体力、集中力は残っ

ているのだろうか。が、しかし案ずるより産む

が易しである。試験場に入りあちこちキョロキョ

ロ見た。試験の心配より、今いる未知の世界に

好奇心がむいた。学生風、サラリーマン風、リ

タイアした風の人たち。でもオバさん風はいな

かった。

さて試験だが、Ｎ先生のアドバイスを素直に

聞き、学科は後ろから解いた。分からないとこ

ろは解答欄に印を付け、ズレナイようにして後

で解いた。わたしの目標は正解ではなく、空欄

を埋め尽くす事にあるらしい。

学科は恙（つつが）なく終わる。不思議なこ

とに、あたかも「すべてデキテイル」といわん

ばかりの妙な空気が流れていた。無知とはかく

の如く、しあわせである。みなさんは初めての

試験の時はいかがでしたか。

午後になり、実技１を終え少し疲れた。ムキ

になって解答欄を埋めていったからだ。ラスト

の実技２、もうひとふんばりと思った矢先、事

は起きた。

「状態曲線から、作図によってＳＳＩを求めよ」

な、なんと８月の勉強会で、Ｎ先生が使った教

材と同じではないか。タカをくくっていたわた

しも、これだけは是が非でも正解したいと勢い

づいた。ところが、懸命に定規を動かすのだが

答えにたどり着かない。うろ覚え故の怖さであ

る。そこで咄嗟に思いついた。「答えは何を求

めているか？」温度２個なり。仕方がないので、

全くのカンで空欄を２個埋めた。ところがであ

る．後日、解答をみたＮ先生が「当たってるよ、

対馬さん。やっぱり本番に強いなぁ」などと大

仰に冷やかす。

わたしは、問題用紙に「Ｎ先生、できなくて

ゴメンなさい」と試験場で書いておいたのであ

る。ちなみに、わたしの珍答は学科不合格によ

り、日の目を見る事なく幻と消えたのである。

感謝・感激・雨・あられの一年間
本間 伯治

平成１９年の晩秋、１１月９日（金）の「気

象講演会 ～予報官が、そして衛星が捉える青

森の空～」に参加させてもらった一人です。そ

して、講演後の質問の時に「気象の勉強をした

いのですが、そのような場所がありますか？」

と手を上げたのが年寄りの私です。早いもので、

あれから一年余りの歳月が流れました。確かに

私自身の中で、大きな変化が生まれたことを感

じ取っている昨今です。

早速、１１月１１日（日）に私にとって第一

回目の勉強会に出席しました。渡された資料は、

（１） 平成１９年度 第１回気象予報士試験

（一般知識・専門知識）と解答

（２） 週間予報支援図（３枚）

（３） 東北地方－１か月予報解説資料

（４） あおぞら彩時記 ２００７ 第７号

でした。勉強は「一般知識」の問１～問３でし

たが、正直言って全くチンプンカンプンでした。

よほど腰を据えて学習しなければついて行けな

い、という強烈なインパクトを受けました。何

をどのように学習すれば良いのか迷いました。

今は「お天気の科学」・「一般気象学」・「天

気図のみかた」を中心に、何回も繰り返し繰り

返し読んでいます。何か、学習の方向性が見え

てきた感じですし、図書館（県立、市立）通い

快陸風 20



 

の回数もかなり増えました。岡前さん、桑島さ

んの親切なご指導、丹藤さん、対馬さん、下山

さんの暖かい助言、弘前大学の学生さんの参加

で大きなパワーをもらっています。

年齢のこともあり、健康に気を付けて朝のラ

ジオ体操と段差の足踏みを続けています。あと

２年を「タイムリミット」と位置付け、試験問

題に少しずつ取り組み、みなさんに恩返しした

いと歯をくいしばっています。

これからも宜しくご指導、ご助言をお願いし

ます。 （投稿：勉強会参加者）

錯覚と信念
岡前 憲秀

先日，テレビで「夕日が大きいのはなぜ？」

というテーマの番組を放送していたのを見た．

放送があることを新聞の番組欄で見たあと，

「確か，日中の太陽も夕日の太陽も同じ大きさ

だと何かで聞いたな」と思ったが，「でも，あ

れだけ大きく見えるのだから，きっと大気によ

るレンズ効果みたいなものが働いているのでは

ないか？」などと，あれこれ考えながら放送が

始まるのを待った．

そして番組での結論は・・・「昼間の太陽と

夕方の太陽の大きさは全く同じで，夕日が大き

く見えるのは錯覚である．人間は目にした風景

の中に線の傾きを見つけると，自動的に脳の中

に奥行きのある空間を作り出す．このため，夕

日とともに見える風景の中に線の傾きがあると，

太陽が“とても遠くにある巨大なもの”だと脳

が勝手に認識してしまう」のだそうだ．残念な

がら，私のレンズ効果説はあえなく却下された．

脳が勝手に奥行きを作り出す

（「解体新ショー」 番組ＨＰから）

では，周りに構造物などない「海に沈む夕日」

も大きく見えるのはなぜかというと，近くに見

える波は大きく見えて，遠くの波は小さく見え

ることにより，ここでも“遠くの太陽はでかい”

と錯覚してしまうのだそうだ．暗くて周囲の景

色が良く見えない月の場合でも，昇り始めの満

月は大きく見えるのだから，人間の脳はよほど

錯覚しやすくできているのだろう．これらのこ

とは，人が積み重ねてきた経験と知識が原因で

起きているのだろう．もし，生まれて間もない

赤ちゃんが夕日を見たとしたら，果たして大き

く見えるだろうか．

同じ現象は“ものの考え方”についても言え

る場合がある．「若い人には任せられない」

「女の人にそんなことができるはずが無い」

「自分ができなかったのだから，アイツにでき

る訳がない」等々．それは，どこかで痛い経験

をしたことがあるから，脳の中で自動的に否定

の構図を作り出している場合もあれば，経験も

していないのに勝手に判断している場合もある．

しかし，それは“錯覚”である場合が多く，そ

れを覆す事実に遭遇した時点で修正するべきな

のだが，中には修正せずにその錯覚にこだわり

続ける人がいる．私には，そういう人は人生の

選択肢を自ら狭めているように思えてならない．

一方で，科学（主に物理学や化学）の歴史の

中では，「・・・であるはずだ」との信念を貫

き続け，後にそれが正しいと証明された事象が

ある（日の目を見ずに葬られたものも多くある

かもしれないが・・・）．例えば，アインシュ

タインは一般相対性理論の中で，大きな質量の

周りでは空間は歪んでおり，太陽のように重い

天体のそばを通る光の経路は曲がることを予言

した．そしてそのことは，皆既日食の際に行っ

た恒星の観測結果により，事実であることが証

明された．偉大な科学者の予言は，決して“錯

覚”などではなく，十分な準備と深い考察に裏

打ちされた“信念”だったのである．

私は，アインシュタンのような信念に基づく

予言はできないが，“錯覚”をしたまま人生を

送らない，という強い意思を持ち続けたい．
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【5 月11 日勉強会】

東海豪雨訴訟の新聞記事から学ぶ

１．はじめに

2008年3月14日、名古屋地裁である訴訟の判決

があった。2000年（平成12年）9月11日から12日

にかけて東海地方を記録的な集中豪雨が襲い、

増水した庄内川の水が堤防を一部低くした洗堰

（あらいぜき）を超えて新川に流れ込んだため

に、新川の堤防が決壊した（図－１）。これに

より床上浸水などの被害を受けた住民が、河川

を管理する国と県に総額1億4,800万円の損害賠

償を求めたものであった。

名古屋地裁は、「国と県の河川管理に瑕疵

（かし）はなかった」として、住民の請求を棄

却した。

２．この訴訟記事から学ぶポイント

この記事から以下の3点をポイントとして紹介

した。

①江戸時代に作った河川の構造がその当時は

機能を発揮したのだが、都市化が進んだ現

在では仇（あだ）となったこと。

②判例に関する朝日新聞社説（2008年3月28日付

け）では、「予想を超えた豪雨だから仕方な

い、という前に国や県がなすべきことはたく

さんある」と結んでいる。確かにそのとおり

であるが、視点を変えると「自分の身の安全

は、最後は自分で確保しなければならない」

とも言えること。

③この災害が契機となって、水防法と気象業務

法の一部が改正されたこと。

３．個々のポイントについて

①河川の構造

洗堰は、庄内川のはんらんを防ぐため増水分

を新川に放流する目的で江戸時代に構築したも

のであった。東海豪雨の際にもこの仕組みが働

き、すでに満杯状態の新川に庄内川の水が流れ

込んだために新川の堤防が決壊した。江戸時代

であれば、新川から水があふれても田畑などが

広がっている土地だったのであまり問題とはな

らなかっただろうが、現在は宅地化が進み住宅

密集地となっており、大災害となった。

②自分の身の安全は誰が守るのか

裁判では住民の訴えは認められなかった。言

い換えれば、法律を持ってしても国民の安全を

守るには限界がある。行政機関に頼るだけでな

く、自分で自分の身は守る意識を持つ必要があ

ると言える。

③水防法と気象業務法の改正

庄内川と新川は、隣り合った河川であるが管

理者は異なっている。庄内川は国土交通省（い

わゆる直轄河川）、新川は愛知県が管理者であっ

た。それまでの気象業務法では、水防活動の利

用に適合する洪水についての予報及び警報を、

気象庁が出せるのは国土交通省が管理する河川

についてで、県が管理する河川には出すことが

できなかった。このため、一方の河川には警報

が出たが、もう一方の河川には警報が出ないと

いうことになった。

国ではこれを重く見て、気象庁は都道府県と

も洪水予報を共同で行うことができるよう平成1

3年に気象業務法の一部（第14条の2）を改正し

た。

４．おわりに

東海豪雨以降も国内では数々の気象災害が発

生しており、これらに対応する形で気象情報に

関する制度がめまぐるしく変わってきている。

たとえば、2006年11月に北海道佐呂間町で発生

した竜巻が契機となり、竜巻に関する情報が提

供されるようになった。大雨の際に、土砂災害

に対する注意を喚起する「土砂災害警戒情報」

も提供されるようになっている。
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図－１被災時の洗堰付近のオーバーフローの状況図



気象予報士試験に挑戦するために勉強してい

る方は、常に新しい制度に敏感でなければなら

ない。特に、法規に関する試験は新しい法律に

対応した問題が出題されるので、テキストなど

は最新のものが必要である。

また、気象台の職員や民間気象会社の方が、

予報する際に使用するような「解説資料」など

も岡前は入手できるようになった（日本気象予

報士会の会員特典を利用）ので、今後いくつか

紹介していきたい。

【6月8日勉強会】

１．前回の補足（指定河川洪水予報など）

１）前回の勉強会で紹介した「洪水警報」は、

指定河川に係る洪水警報である。すなわち通常

の警報として発表される洪水警報は「どの河川

がはん濫し洪水になるか特定しない警報」であ

るのに対して、「指定河川洪水警報」とは「洪

水により相当な損害を生ずる恐れのあるものと

して指定した河川」が対象となる洪水警報で、

水防活動等に重要な役割を果たす警報である。

この警報については、気象業務法（及び水防

法）の改正により都道府県と気象庁が共同で発

表することが可能となったものである。青森県

では、堤川、駒込川、平川上流、馬淵川中流、

十川が対象となっている。（県の管理する河川

のうちの一部である）

２）新しい気象情報として、気象庁では平成20

年3月26日から「竜巻注意情報」の提供を開始し

たが、これは「気象業務法」で定める注意報・

警報の類ではなく、あくまで気象情報であるた

め、マスコミなどに情報提供はするが報道が義

務付けされている訳ではないことに注意する必

要がある。

２．天気図について

2008年6月7日1200UTCにおける「AUPQ78（アジ

ア850hPa,700hPa解析）」、「AUPQ35（アジア50

0hPa,300hPa解析）」、「FSAS48（アジア地上48

時間予想天気図）」、「FXFE504（500hPa高度・

渦度36・48時間予想図、極東地上気圧、降水量、

海上風36・48時間予想）」、「FXFE5784（極東8

50hPa気温・風、700hPa上昇流36・48時間予想、

極東500hPa気温、700hPa湿数36・48時間予想）」

を用いて、各天気図の見方や注意すべき点など

を確認した。

特に、これから太平洋高気圧の発達具合を確

認する指標として、500hPa解析図における5880

ｍの等高度線の広がり具合に注目する。

【8月10日勉強会】

１．ＳＳＩ（Showalter stability index ショ

ワルター安定指数）を求める

平成８年度第１回試験実技２の問２（１）を

用いて、エマグラムからＳＳＩを求める作業を

行った。最近の試験ではＳＳＩを求める問題は

出題されていないが、エマグラムを用いた類題

はたびたび出題されている。

まず、解答に則りながら仙台のＳＳＩを求め

たうえで、次は各自解答を見ずに鹿児島のＳＳ

Ｉを求めた。

エマグラムからＳＳＩを求める方法は、一度

やっただけでは容易に理解できないかもしれな

いが、繰り返し練習することによって正確に算

出できるようになる。このためきちんとマスター

してしまえば得点源となりうる。しかし、ひと

つのグラフの中にいくつもの線が引いてあるの

で、どの線が何を表しているのかを正確に把握

することが大前提である。しかも、どの線も非

常に細かい間隔で描かれてあるため、ご高齢の

方にはややつらい作業であるが、ここは我慢し

て繰り返し練習することによって習得していた

だきたい。また、この作業を通して、乾燥断熱

変化・湿潤断熱変化・混合比などの意味を理解

することも目的のひとつである。

演習問題として、8月9日21UTCにおける「館野」

と「秋田」のエマグラム（ワイオミング大学に

よるデータ）から、おのおのの地点でのＳＳＩ

を求める作業を宿題とした。（ＳＳＩの値はエ

マグラムの欄外に記載してある）

２．温位・相当温位について

同じく問２の（２）では、500hPaと850hPaの

相当温位の差をプロットした図をもとに、全国

的な大気の成層状態を考察させている。ここで、

もう一度「温位」と「相当温位」の意味すると

ころを復習した。

ポイントは

①どちらの値もその空気塊が断熱的に上昇（下

降）していれば保存される（変化しない）
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②温位は乾燥した空気塊、相当温位は湿潤で飽

和している空気塊の場合に用いる

③同じ空気塊で計算すると、温位よりも相当温

位の方の値が大きくなる

参考までに、8月9日21UTCにおける「館野」と

「秋田」の高層気象観測結果（ワイオミング大

学によるデータ）をもとに、いくつかの高度に

おける温位を手計算（電卓使用）し、計算結果

が表示されている値と一致していることを確認

した。

【10月19日気象勉強会】

１．当会で２月に検討会を行った昨年１１月の

青森大雨について、小倉義光先生らが考察した

内容を日本気象学会機関誌「天気」に投稿した

記事が７月号に掲載されていたが、このほど日

本気象学会のホームページにも掲載されたので、

インターネットで閲覧出来るようになった。

『お天気の見方・楽しみ方（１４） 晩秋の青

森を襲った記録的な豪雨のシナリオ－２００７

年１１月１１－１２日』（http://www.metsoc.j

p/tenki/pdf/2008/2008_07_0089.pdf）

先生のこの論文についてはこれまで何度か会

員へも紹介してきたが、このたび掲載されたPDF

版ではカラーの図面等もきれいに印刷できるこ

とから、再度ご覧頂くと復習にもなると思う。

ただしPDF 版ながら、かなり容量の大きいファ

イルになっているので、高速回線を使用してい

ない方は注意が必要である。

ちなみに、この事象は気象予報士試験の実技

向きと思われる。次回の試験（２００９年１月）

あたりに出そうな気がする。全くの勘ですが・・・

２．平成２０年８月実施の試験問題から

１）学科・一般

ⅰ）問３

「未飽和の湿潤空気塊を、圧力一定のまま飽和

直前まで冷却する過程で、露点温度・混合比・

温位・相当温度のうち、一定であるものを選ぶ

問題」

露点温度以外の物理量を表す式を記憶してい

れば、それほど難しい問題ではないのだが、温

位、相当温位は温度が含まれた関数であること

だけでも記憶していればどうにか対応できる。

しかし、ここで「温位は保存される、ハズだ」

と中途半端に記憶していると、出題者の罠にひっ

かかってしまうので、要注意である。

ⅱ）問４

「５地点における、７００ｈPa 等圧面と８５０

ｈPa 等圧面の高度が与えられているとき、各地

点の等圧面間における気層の平均気温の大小関

係を問う問題」

この問題も「層厚の式」を記憶していればす

ぐわかる問題なのだが、式は長く自然対数が混

じっているので正確に覚えることは難しい。そ

こで、「平均気温が高い方が気層は厚くなる」

と記憶していればなんとか解くことが出来る。

しかし、それ以前に問題の意味をきちんと読み

取り、各地点の気層厚を計算できることが前提

となる。

ⅲ）問９

「竜巻に関する記述文から正しいものを選ぶ問

題」

ここ数年、日本各地で竜巻による被害が相次

いでいることから出題されたのか。青森県でも

６月に藤崎町で被害があったので要注意な問題

であった。ここで、「竜巻は寒気が入り込んだ

ときに発生する」という先入観だけで判断する

と、発生数の多い月を誤ってしまう。気象庁の

ホームページには、これまで日本で確認された

竜巻に関するデータベースが出ているので、そ

れらで確認しておくと良い。

なお、問題文中にある「藤田スケール」とは、

日本人の研究者（故藤田哲也博士）が設定した

指標である。勉強会参加者には藤田博士に関す

る資料を提供した。

２）学科・専門

ⅰ）問１３

「台風に関する記述文から正しいものを選ぶ問

題」いわゆる「定義もの」なので覚えておくし

かないのだが、最新の資料（たとえば気象庁の

ホームページなど）で勉強していただきたい。

私の手元に、昭和５４年発行のものと平成１

３年発行の同じ本（後者は改訂版）があるので、

それぞれで台風の区分を見てみると・・・・大

きさの分類、強さの分類とも変わっている。問

題文にあるとおり、強さの分類の指標として中

心気圧を使っていた時期もあった。

３）実技

実技１は２００７年１２月２８日から３０日
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にかけての事象、実技２は２００７年５月９日

から１０日にかけての事象である。試験には実

際の天気図等が用いられることは周知の事実で

はあるが、以前は２年くらい前の事象などが採

用されることも多くあったが、最近の問題は１

年以内の事象が取り上げられる傾向にあり、特

に今回の実技１のようにまだ１年に満たない事

象が題材となったことは、偶然その事象が記憶

に残っている方もいるかもしれないので、考え

様によってはありがたいことなのかも知れない。

その点でも、昨年１１月の青森大雨は要注意！

【12 月14 日気象勉強会】

１．台風について

12月14日現在，フィリピンの東海上に台風22

号があり北上中であるが，12月に台風が発生す

ること自体はそれほど珍しいことではなく，197

1年から2000年の平均では12月に1．3個が発生し

ている．このうち，日本に接近したのは平均で0．

1個なので，10年に1個は接近していることにな

る．

ところで，気象庁では1月1日から新しく台風

の番号を付け始め、12月31日でその年の台風の

番号は終了としている．このため，現在の台風2

2号が今年の「トリ」となる公算が大きい．この

台風が年越しした場合は2009年台風1号（0901）

とはならずに，あくまで「0822」台風として存

在し続ける．2009年1月1日以降に発生した台風

が「0901」の称号を得る資格があるので，お間

違えのないように．

「こんにちは！気象庁です」2007年11月号参照

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/jma-magazin

e/0711/konnichiha200711.pdf）

２．冬至について

2008年の冬至は12月21日であることから，冬

至や夏至について考えてみた．

なぜ，冬至や夏至があるのかは今さら説明す

る必要はないと思うが，地球が太陽の周りを回

る軌道は楕円であるため，夏と冬では太陽との

距離が違う．実は，北半球が冬（1月3日頃）の

ときの方が夏（7月3日頃）の時より5,000,000km

も太陽に近いのだ．（一般気象学 第２版 P.1

06）

確かに，地球が傾いているから夏と冬がある

わけだが，太陽に近いときの方が夏になっても

良さそうな気がする（南半球では実際に夏なの

だが，あくまで北半球で考える）．ここで，

「放射強度」（同 P.105）という概念で比較す

ると，太陽が近い時（近日点）の放射強度は遠

い時（遠日点）の約7％増となる．

一方で，冬至と夏至の時の太陽の高度角の違

いから放射強度を計算すると，青森市の場合で

は，冬至の時は夏至の45％の放射強度しかない．

両者を差し引きしても，冬は夏の半分程度の太

陽エネルギーしか届かないため，やはり冬にな

る．

ところで，このような話をしていると「冬至

や夏至の日が，必ずしも日中の時間の極値になっ

ていないらしいよ」とか「日の出の時刻が変わ

るスピードと，日の入りの時刻が変わるスピー

ドは違うそうだよ」というように，参加者から

疑問・指摘が相次いだ．このため，次回の勉強

会では各自で疑問点について調べてきて，その

結果を発表することにした．

【第31回定例幹事会】

日時：平成20年2月16日（土）

場所：ラ・プラス青い森（3階 カトレア）

参加者（敬称略）：田嶋、児玉、岩井、岡前、

桑島、葛西、下山、林

議題：会則改定及び幹事会の開催回数について

会則の改正案については、前回の幹事会から

引き続いて審議しているが、現在の案だと関連

する規則等が相当数必要となり、「そこまで必

要なのか」の議論も出てくると思われる。

よって、当初考えていた平成20年度定期総会

での改定案の上程というスケジュールの変更も

念頭に、次回幹事会（3～4月予定）で詰めたい。

また、現在年4回を目安に開催している幹事会

を年2回を目処とすることに変更したい。

○懇親会（おまけ）

会場を移し、17時30分から10名が参加し懇親

会を行った。勉強会の感想などを述べ合い終始

和やかな雰囲気で盛り上がった。某会長が、高
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校時代に文化祭で「ジャズ喫茶」を出店したら

思いのほか収益が上がり、本物のジャズ喫茶へ

行ってボトルを入れてきた話や、某副会長が高

校生のときお世話になった下宿では、毎年クリ

スマスになると下宿のおばさんがビールを用意

してくていた話、などなど、記憶がある範囲で

も数々のオフレコネタが飛び出し、時間の経つ

のも忘れて交流した。

【第32回定例幹事会】

日時：平成20年9月27日（土）14：00～15：20

場所：青森市 アウガ5階 インナーパーク

出席（敬称略）：田嶋、児玉、岡前、林、葛西

議題

１．市民気象講座の開催について

１）10月25日（土）に開催する「市民気象講演

会」のポスターとチラシが完成したことから出

席した幹事で手分けをして配布することとした。

２）講演会当日の当会の役割を確認した

①講演会開始前における講師（2名）の応接

②講演会終了後に予定している懇親会の会場

への誘導等

２．日本気象予報士会における「地方支部連絡

会議」の開催について

日本気象予報士会から、11月29日（土）に標

記会議を開催するとの連絡があったことから、

出席を希望する会員があれば派遣する。

３．「わくわくサイエンス（こども科学教室）」

での助手募集について

大館郷土博物館で実施している「わくわくサ

イエンス（こども科学教室）」では、12月27日

と2009年1月10日に「天気図をかいてみよう」と

いうテーマを予定しているが、講師の助手を募

集しているので希望者は鳥潟幹事へ問い合わせ

していただきたい。

４．その他

9月27日に予定していた「雲と自然の観察会」

は悪天候のため中止としたが、10月中に再度開

催が可能か検討した。しかし、10月は既に各種

行事がかなり予定されていることから今年度は

最終的に中止することとした。なお、例年9月末

の天候は安定しないため来年度は開催時期を検

討することとした。

快陸風 26

青森県気象予報士会

2009年 1月 1日現在の会員数 34名

2008年(平成20年)度役員

会 長 田嶋 研逸

副会長 児玉 安正

副会長 岩井 弘樹

副会長 岡前 憲秀

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) 舘山 龍彦

同 桑嶋 克幸

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

会報の作成にご協力をいただいた皆様に感謝申し上

げます。

いよいよ来年度は、青森県気象予報士会が発足して

10年目の年です。10周年記念事業いかがいたしましょ

うか？（鳥）
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