日本気象予報士会 北陸支部
Hokuriku Branch, Certified and Accredited Meteorologists of Japan, Since 2006.
日本気象予報士会北陸支部は、北陸地方西部（富山・石川・福井）在住の 会員を主な対象とする地方支部です。本支部では、北陸地方在住の気象予報士がお互いに連携して気象予報技術を研鑽し、気象に関する知識を広く一般に普及させる活動を行うことにより、地域社会へ貢献することを目指しています。
北陸支部に所属する会員は、「気象が好き」という共通点を持った仲間達です。支部活動として、ほぼ定期的に例会を開催して会員相互の技術力向上および情報交換を行うほか、懇親会も開催して会員相互の親睦を深めています。北陸地方に在住する会員の積極的な参加をお待ちしております。

日本気象予報士会北陸支部 概要
支部設立期日

2006年3月25日

支部登録者数

33名 （男性30名、女性3名）

2006年 3月25日（土）

第2期（2007年度）
2007年 4月14日（土）

第4回例会 高岡市生涯学習センター
参加者：15名、話題提供3件
「カンボジアの気象業務の実情」
「環境の側面から見た黄砂現象」
「今冬の送電線被害について」

2008年5月31日現在

北陸支部設立準備会の北陸支部化を決議。「北陸支部」発足。

（参考） 2008年4月30日現在の都道府県別気象予報士登録者数
富山県36名（男34、女2）、石川県56名（男53、女3）、福井県23名（男20、女3）、合計115名（男107、女8）

支部役員 （2008年度）
支部長
副支部長
事務局（連絡担当）
事務局（会計担当）
会計監事

平松 章男
長谷川 健
平松 章男
中村 繁之
山本 好和

（参考） 2006年度～2007年度までの支部役員
支部長
私市
副支部長
由比
事務局（連絡担当）
平松
事務局（会計担当）
中村
会計監事
北村

2007年 5月13日（日）

（第11回例会）新潟・長野・北陸支部合同企画
「蜃気楼を見に行こう」 魚津埋没林博物館（富山県魚津市）
参加者：36名（北陸支部から12名）
日本気象予報士会案内会2007春・富山

2007年 5月26日（土）
2007年 7月 7日（土）

日本気象予報士会第12回定期総会
第12回例会 金沢市中央公民館彦三館
参加者：18名、話題提供3件

講演「魚津の蜃気楼について」
各支部活動紹介
（第2回例会）

（第2回例会・懇親会）

＜兼務＞
会計責任者

喜八郎 （個人情報取扱者）
支部長
栄造
章男
（個人情報管理責任者） 連絡責任者
繁之
（個人情報取扱者）
会計責任者
守次

北陸支部会員の特色
地方気象台、気象会社、航空自衛隊などの気象業務従事者
公務員、電力会社、会社員、医師、学生など、気象業務が本業ではないが
何らかの形で気象に関心のある方

北陸支部の時代
第1期（2006年度）
2006年 4月 9日（日）
2006年5月13日（土）

（第3回例会）

日本気象予報士会第25回常任理事会で北陸支部設立を
暫定承認。
第5回例会 金沢市中央公民館彦三館
参加者：18名
日本気象予報士会ミニ案内会（北陸）
話題提供3件
「台風に関するあれこれ」
「5月1日の長時間雷雨 予測できたか？」
「光化学オキシダントにご注意を！」

2006年 5月20日（土）
2006年 7月 1日（土）

支部の基本方針

『肩肘張らず、息の長い（永い）、気楽な集まり』に！

「では、人体は気圧、気温、湿度をどこで感じるの？
－末梢の受容器から脳の中枢までを追って－」
「北陸地方の地震～能登半島地震について～」
「芒種の頃の嵐、入梅前の寒冷渦」

2007年 9月 8日（土）

2007年11月17日（土）

日本気象予報士会第11回定期総会で、「北陸支部」を
正式承認。
（第6回例会） 北陸支部設立総会＆記念講演会
石川県立生涯学習センター
日本気象予報士会創立10周年記念式典、講演会、祝賀会

2007年12月 1日（土）
2008年 2月16日（土）

2005年 5月26日（木）

2005年 6月18日（土）
2005年 7月16日（土）
2005年 8月19日（金）
2005年 9月 1日（木）

北陸地方西部（富山・石川・福井）は本会から、
気象予報士活動の「空白域」、「未組織地域」と呼ばれてきた。
新潟支部（新潟県気象予報士会）設立総会
局地気象研究会【北陸】を航空自衛隊小松気象隊気象所で実施。
日本気象予報士会第10回定期総会においても、北陸地方は
日本気象予報士会の活動空白域、未組織地域呼ばわりされる。
常任理事地方担当（当時）の佐々木恒氏から、＜北陸支部＞の
立ち上げ催促メールが発信される。同日、石川県在住の
平松章男から「顔合わせ会」開催案のメール発信。
JR金沢駅前の居酒屋で「顔合わせ会（懇親会）」実施。参加者15名。
「北陸支部設立準備会」発足。準備会代表は私市喜八郎氏。
長野支部設立総会
日本気象予報士会のサーバーを利用して、北陸地方の会員向け
メーリングリスト[hokuriku: ] （hokuriku@yoho.jp）を開設。
会報「てんきすと」36号に、“北陸支部設立準備会始動”の記事掲載。

日本気象予報士会支部連絡会議2007（東京）
第15回例会 金沢市中央公民館彦三館
参加者：17名、話題提供6件

北陸支部専用のメーリングリスト hokuriku@yoho.jp
現在、33名の方々へ配信中。
2005年8月の開設以来、2008年5月末までに345件のメールを配信。

「日本の酸性雨問題～25年を振り返って～」
「観天望気の現代風自家用呼称－その紹介と字解－」
「気象はじめて物語（その１）」
「晩秋のヨーロッパ、雲の写真」
「竜巻注意情報」、「福井港の水上竜巻」
「新潟県の雪冷房施設－新潟支部見学会参加報告」

「空白域」の時代

2003年 6月28日（土）
2004年12月12日（日）
2005年 5月21日（土）

第14回例会 とやま市民交流館・市民学習コーナー
参加者：15名
日本気象予報士会案内会2007秋・北陸
話題提供5件
「気候変動と環境政策の視点」
「Google Earthで行く北陸アメダスツアー（福井編）」
「ここ3シーズンに見る、高岡でのインフルエンザウィルス抗原検出状況と
気象要素」
「能登半島地震による健康被害を予防する調査研究について」
「冬の前触れの寒冷渦～11月12日、青森の集中豪雨」

記念講演：「北陸地域の雷活動」
講師：航空自衛隊・道本光一郎氏（理学博士）

2006年 7月22日（土）

第13回例会 高岡市生涯学習センター
参加者：23名、話題提供3件
「ドイツの気候療法」
「高岡市で発生した「突風害」について」
「高岡市における突風被害のレーダー解析について」

北陸支部 活動の歴史
～2005年5月頃まで

北陸支部ホームページ http://www.yoho.jp/shibu/hokuriku/index.html

「熱中症と気象要因に関する一考察」
「立山有料道路の積雪深と除雪方法」

（個人情報管理責任者）支部長・連絡責任者

（個人情報取扱者）

ホームページ、メーリングリスト

第10回例会 金沢市中央公民館彦三館
参加者：16名
北陸支部第2回定期総会
話題提供2件

北陸支部 今後の予定
北陸支部第18回例会
2008年7月5日（土）13:00-17:00

金沢市中央公民館彦三館・視聴覚室

（北陸支部設立総会・記念写真）

（第10回例会）

（新潟・長野・北陸支部合同企画「蜃気楼を見に行こう」） 写真提供：遠藤猛氏（神奈川支部）

以後、2～3ヶ月毎に例会を開催予定。
施設見学会、イベント協力なども・・・（未定）。
（話題提供、企画・アイデア募集中！）
来年の北信越三支部合同企画は北陸支部担当・・・請うご期待！

（北陸支部設立総会案内ポスター）

（北陸支部設立総会・記念写真） 写真提供：渡辺保之氏（東京支部・当時）

北陸支部設立準備会の時代
2005年 9月10日（土）

第1回例会 金沢市中央公民館彦三館
参加者：15名、話題提供3件
「人体と電気ー雷撃症、脳波、心電図、AED（自動対外式除細動器）－」
「電気事業と気象情報の係わり」
「予報官の独り言」、「今年の梅雨を振り返って（検証）」

2005年11月 5日（土）

第2回例会 金沢市中央公民館彦三館
参加者：15名、話題提供3件

2006年 9月 9日（土）

「フランクリンと雷実験について」
「病名の話、漢方から西洋医学へ。消えた中気と中風、残った熱中症」
「気象衛星の概要について」

2006年10月28日（土）
2006年11月18日（土）

「雷、冬季雷について」
「台風200423号による石川県の風倒木被害について」
「長期予報利活用研究会の勉強会報告」

2005年11月23日（木）
2006年 1月28日（土）

日本気象予報士会地方支部連絡会議（京都）
第3回例会 金沢市中央公民館彦三館
参加者：17名、自己紹介＋この冬にひと言9件、話題提供8件
「昨年12月4日～6日のポーラー・ロー（低気圧）」 2件
「寒さに伴う疾病・外傷の特徴と注意点」
「今冬の大雪による森林被害」
「統計値から、この冬を探る（速報）」
「今冬の航空機被雷統計とドップラーレーダーについて」
「局地不連続線の中の、北陸不連続線」
「長期予報から今冬の大雪を予想？」

日本気象予報士会第13回定期総会 2008年6月7日（土） 地方支部紹介用ポスター
Copyright©2008 日本気象予報士会北陸支部（CAMJ-Hokuriku）, All rights reserved.

第7回例会 とやま市民交流館・市民学習コーナー
参加者：17名、話題提供3件

日本気象予報士会地方支部連絡会議（名古屋）
第8回例会 金沢市中央公民館彦三館
参加者：20名
日本気象予報士会案内会2006秋・北陸
話題提供3件
「石垣島に行ったときの機上からの積乱雲」
「宝達山フェーン」
「１0月20日 ドップラーレーダーによる突風事例解析」

2007年2月17日（土）

（第13回例会）

第16回例会 とやま市民交流館・市民学習コーナー
参加者：21名
北陸支部第3回定期総会
話題提供4件
「風雪害と停電（2005年12月22日の事例から）」
「再生可能エネルギー開発の現状と課題」
「寄り回り波発生時の気圧配置－平成20年2月24日の富山湾高波災害より」
「竜巻と瞳－中国故事・画竜点睛（がりょうてんせい）が教えること」

2008年 5月17日（土）

（第17回例会）＜長野・新潟・北陸＞北信越三支部合同企画 兼
日本気象予報士会案内会2008春・長野
長野市勤労者女性会館しなのき（長野県長野市）
参加者：20名（北陸支部から5名）
日本気象予報士会案内会2008春・長野

2008年 6月 7日（土）

日本気象予報士会第13回定期総会

第9回例会 高岡市生涯学習センター
参加者：13名、話題提供5件
「柴山潟の溢水について」
「地球温暖化と疾患」
「緊急地震速報について」
「2006年の年末寒波、倶利伽羅峠でまとまった雪」
「サイエンスカフェについて」

連絡先

（第12回例会）

第3期（2008年度）
2008年 4月16日（土）

講演会「北信越地域の地震活動 他」
見学会

北陸支部加入申込・専用メーリングリスト配信登録の連絡先
日本気象予報士会北陸支部
支部長 兼 事務局（連絡担当）

平松 章男
E-mail: fwgj6015@mb.infoweb.ne.jp

（配布資料）

