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特集

あついよーがおー

◆２０１０年を振り返る
昨年２０１０年の夏、日本列島
は記録的な猛暑に見舞われ、
『熱中
症』の被害の深刻さが改めて認識
されました。そこで２０１０年を
振り返って検証することで、熱中
症予防のポイントを考えてみまし
ょう。
①暑くなりはじめが要注意！
この年の日々の気温の移り変わ
りと熱中症の患者数をグラフ（図
１）にしますと、気温が急に上が
った時に熱中症の患者が増えてい
ることが分かります。体が気温の
変化にすぐに順応できないためで
す。さらに死亡者数を見ますと、
７月後半に最初に暑くなった時に
集中しています。梅雨が明けて、
本格的な真夏の暑さが始まる時
が、特に熱中症に要注意な時なの
です。週間予報で「暑くなりはじ
め」をチェックすることが大事で
す。

②高齢者と子どもが要注意！
熱中症患者の年齢別割合を見ま
すと、
６４歳以上の高齢者が多く、
次いで４０～６４歳の中齢者が多
くなっています。高齢になるほど
暑さへの適応力が弱まり、のどの
渇きに気づかないなど、体の変調
を認識する力も弱まるためです。
ただ実は、熱中症発生率は７～１
８歳の少年期も意外と高いのです
。スポーツ大会やクラブ活動など
炎天下で体を動かす機会が多いた
めと考えられます。真夏のスポー
ツ活動は、こまめな休憩と水分・
塩分補給など、しっかりとした熱
中症対策が欠かせません。

③家でも夜でも要注意！
熱中症の発生場所を見ますと、
少年期では運動中の発生が多いの
ですが、他の年齢層では住宅での
発生が意外と多くなっています。
住宅での熱中症は、夜でも発生す
るのが特徴です。最近の住宅は機
密性が高く、熱がこもりやすいこ
とが原因の一つと考えられます。
エアコンに頼るだけではなく、カ
ーテンやよしずで直射日光が部屋
に当たらないようにしたり、扇風
機で空気の循環を良くしたりして
、涼しい住環境を作る工夫をする
ことも大切です。

◆今年の夏は？
今年の夏は暑くなるのでしょう
か？今年は東日本大震災の影響で
電力供給が厳しい状況で、例年以
上に夏の天候が気がかりです。気
象庁の３か月予報（６月～８月）
を見ますと、平年より気温が高く
なる確率が、関東から九州にかけ
ては５０％、北海道・東北・沖縄
でも４０％と高くなっています。
（4 月 25 日発表）昨年のような
猛暑が…と思われるかもしれませ
んが、昨年ほどの記録的な暑さに
はならず、平年よりやや高いくら
いにとどまる見込みです。
【水越】

専門家さんに

インタビュー

エアコンを上手に使って、節電をしよう！
環境省ホームページ「家庭でできる節電アクション」より、ＷＣＮ作成

環境省総合環境政策局環境保健
部環境安全課課長補佐・本間政
人さんに、この夏のエアコン使
用についてお話を伺いました。

Q．環境省の「熱中症環境保健
マニュアル」では、エアコン使
用について室内温度２８度を超
えないようにすることを推奨し
ていますが、節電の今年も変わ
りありませんか？
A．今年も変更ありません。こ
の２８度を超えないようにとい
うのは、熱中症予防という観点
から推奨しており、科学的知見
に基づくものです。

Q．この夏は東日本大震災の影
響で電力の供給が落ち込んでい
ますが、設定温度２８度なら、
みんながエアコンを使用しても
電力が足りなくなることはあり
ませんか？
A．電力需給対策はとても重要
な課題ではありますが、それを
意識するあまり、エアコンの使
用を控えすぎて、熱中症になっ
てしまってはいけません。しか
し、設定温度を上げることだけ
がエアコンの節電ではありませ
ん。例えば、２部屋でエアコン
を使っていたのを、家族が１部
屋に集まって使用台数を減らせ
ば、それだけで大幅な削減にな
ります。

Q．他に節電のために、エアコ
ンの使用について、注意するこ
とはありますか？
A．部屋に日差しが入ってこな
いように、昼間でもカーテンを
しめたりすると、節電に効果的
です。すだれ・よしず・ついた
て等を使って、家の外で日差し

室内温度は
適温に保とう

窓からの
熱の出入りを防ごう

フィルターの
おそうじはこまめに

室外機の回りに
物を置かない

風向きを
上手に調節

必要な時だけ
つけよう

を遮るようにすると、より効果
があります。他にも、フィルタ
ーの掃除をこまめにする、扇風
機を併用するなど、色々な節電
方法を環境省のホームページで
も掲載していますので、ぜひ参
考にしてください。
また、熱中症予防のためには、
今の時期から日常的に運動をし
て汗をかいて、体を暑さに慣ら
しておくことをお勧めします。
熱中症の多くは、正しい知識
を持ち適切に予防を行っていれ
ば防ぐことが出来るものであ
り、昨年のように熱中症で多く
の方が亡くなるのは、とても悲
しいことです。エアコンの控え
過ぎによる熱中症などに気をつ
けながら、無理のない範囲で節
電をしていただきたいと思いま
す。
【水越】

天気図から
見てみよう！

２００７年８月１６日
この日、埼玉県熊谷市と岐阜
県多治見市で４０．９℃まで気
温が上がり、国内最高気温の観
測史上の記録を更新しました。
それまでの記録は１９３３年 7
月２５日に山形で観測された４
０．８度で、７４年ぶりの記録
更新になりました。
この夏の日本列島は、太平洋
高気圧とチベット高気圧に二重
に覆われて猛暑が続いていまし
た。台湾付近に台風８号があり
ますが、この台風も高気圧を強
める役割を果たし、熱気がピー
クに達したのがこの時でした。
１６日だけではなく、前日１５
日にも群馬県館林市で４０．２
度、翌日１７日にも多治見市で
４０．８度を記録し、３日連続
で４０度以上の地点が出現した
のです。あまりの暑さで、東武
東上線で線路がグニャリと曲が
ってしまったほどでした。
【水越】

キャスターレポート

いだ

井田

ひろこ

寛子さん

ＮＨＫ気象キャスター

私が気象キャスターを
目指した理由
私がテレビでキャスターの仕
事をして１０年目に入ります。
はじめの４年間はリポーターと
して現場に出ることが多く、旅
や食のリポートから、カヌーや
ロッククライミング、高飛び込
みなどアウトドアの体当たりの
仕事も経験しました。
初任地の静岡は、台風の雨風
の影響を受けることも多く、台
風報道を目の前で見てきまし
た。刻一刻と変わる状況を正確
に言葉にしていく。人が欲しい
情報は何か、限られた時間で優
先すべき内容は何か、冷静に判
断し、伝えていく。これこそ伝
え手として極めていかなければ
ならない重要な任務だと感じま
した。さらに静岡では東海地震、
東南海地震に備えた災害報道の
訓練も非常に手厚いものがあ
り、緊迫した空気の中で度々の
シュミレーションが行われまし
た。テレビの持つ大きな影響力
や伝達力は、こうした災害時こ
そ最も生かされるものであり、
私も人の命や財産、大事なもの
を守ることができるように少し
でも役に立ちたいと感じるよう
になりました。

食レポート
水の恵み
めざめの

わさび
「はい、
食べてみて」
先日、長野県安曇野市のわさ
び田で、採れたてのわさびを頂
きました。このまま食べられる
の？不思議に思いながらも、茎
や葉がついたゴツゴツの太いわ
さびを片手に、さくっとひと口。
さわやかな風味が鼻に抜けて、
いい香りですねと感激している
と、ツーンとした辛味が後から
やってきました。わさび独特の
良い辛味です。

どうしたら報道に必要とされ
るキャスターになれるのか。気
象予報士の資格はその手段でも
あり、もともと自然に興味深々
の私には、踏み込んでいきたい
境地でした。好きなことと、仕
事として極めたいこと、その両
方が合致したのが、
「気象」でし
た。幸せなことです。
その後は東京で２年。取材や
制作を主とするディレクター色
が強い年でした。ここでは様々
な職に就き、懸命に生きる人た
ちとの沢山の出会いがありまし
た。思い出の詰まった着物の生
地を預かり傘を作り続ける職
人、嵐のような雨の日もうだる
ような暑さの日も、野菜を作り
食卓に届けてくださる農家の人
たち、その道一筋に頑張る人た
ちの姿はとても輝いていたし、
敬意を表するものでした。私も
これからの人生、何かしらのプ

北アルプスを望む安曇野市で
は、大正時代から山の雪解け水
を使ってわさびを栽培していま
す。気温が上がり、冬に積もっ
た雪が解けて地下にしみ込み、
時間をかけて湧き出します。そ
の湧き出た水のきれいなこと。
常に湧き出ているため、雨が降
っても濁ることはありません。
水温は、年間を通して 12 度く
らいで安定。わさびにとっての
適温です。また１日の寒暖の差
が大きいという安曇野の気象条
件も、わさびの風味や辛味を効
かせます。安曇野だからこその
環境が、おいしいわさびを育ん
でいるのです。
わさびの花言葉は、めざめ。
わさびの白い花が安曇野に春を
告げる頃、辛味は花の部分にあ

プロフェッ
ショナルで
ありたい
し、誇りを
持って勤め
ていきたい
と思いまし
た。
気象予報
士の資格を
取得し、大
阪局で朝の
ニュース番組を担当した三年
間、放送で漠然としていたやり
たいことがやっと具体的に見え
てきたように思います。
東京に戻り、新年度から夜の
ニュース番組「ニュースウォッ
チ 9」の気象キャスターを勤め
させていただいています。気象
予報士としてはまだまだ未熟。
ベテランの先輩方に囲まれなが
ら、毎日が勉強、必死です。一
番の尊敬する先輩は、番組の前
任、気象予報士の平井信行さん
です。隣の席で、天気図の見方
から言葉の選び方、放送に向か
う姿勢まで、学ばせていただく
ことだらけです。今の環境に感
謝しています。
震災を受けた上で、こうして
気象の仕事をさせていただくこ
とに自覚と責任を持ち、自分に
できることを探していこうと思
います。また一からのスタート
です。

ります。花や葉茎を蒸して頂く
のが、春ならではの味わい方。
そして花が散ったこの時期、辛
味は芋と呼ばれる根茎の部分に
移り、わさびにとって本領発揮
の季節になります。この辛味成
分には殺菌・抗菌作用があって、
梅雨から夏にかけて多くなる食
中毒の予防になります。これは、
私たちにとって辛味が必要な季
節を知っているかのように、自
らは散った花
が残してくれ
た辛味です。
そんな植物の
力をありがた
く味わいたい
ですね。
田辺

希さん(神奈川県・正会員)

お天気

質問レポート
降水確率と
雨の強さの
違いって？
降水確率と言えば・・・
「値が
高いと雨が降るんだな。
」という
ことは、感覚として分かってい
ると思います。しかし、降水確
率の意味は？と問われれば、な
んと答えればよいのか、少々難
しいですよね。
では、問題です。
「大阪府に午
前 6 時～12 時の降水確率が
50％」という予報が出ました。
この 50％の意味はどれでしょ
うか？
①大阪府の 50％の地域で雨が降る
②6 時～12 時の 50％の時間、3 時
間は雨が降る

過去天気レポート

③同じような天気が 100 回あれば
50 回は雨が降る
④100 人がいれば 50 人は濡れる

答えは・・・3 番です。降水確
率は過去の天気から判断してい
ます。同じような天気（降水確
率が 50％の時）が 100 回あれ
ば、50 回は雨が降ったという
ことです。しかし、50％と言え
ば五分五分なので、
「傘など持た
なくても大丈夫だ！」と勝負に
出る方もいらっしゃると思いま
す。でもそれはちょっとお待ち
ください。太平洋側では 50％
は非常に高い値です。大阪の過
去 30 年間の日別降水確率をグ
ラフにすると、年平均が 27％、
梅雨の頃は 40％をこえて、6
月 27 日は 47％になります。
つまり、40％で梅雨と同じ雨の
降りやすさになり、50％は梅雨
のピークの頃よりも降りやすい

2007 年 6 月 10 日

落雷

2007年6月10日、栃木県佐野市と岩舟町にまたがる小
高い丘で木に落雷があり、学校行事で付近を歩いていた地
元中学生9人が負傷する、という事故がありました。
図は落雷事故
があった時間の
雨雲の様子です。
雨雲が散在する
中、岩舟町付近(赤
点線付近)はごく
狭い範囲で雨雲
が猛烈に発達、1
時間に約110ミ
リという猛烈な
雨が降りました。
警察白書によると、落雷による全国の負傷者数は、平成17
年から21年までの5年間に50人、年平均10人となってい
ます。以前よりは減少しているものの、毎年のように落雷
事故は発生しています。
近年は、想定を超える激し雷雨が目立つ一方で、その激
しい雷雨が突然、しかも狭い範囲で降るため、テレビやラ
ジオなどのマスメディアでは伝えることが難しくなって
います。普段から、携帯電話など常備する媒体から、天気
予報や気象警報・注意報などの情報入手に慣れておく。そ
して最終的には、自分たちの目や耳など五感を使って天気
の急変を察知し、とにかく早めに避難する判断が必要で
す。
天気が急変してから行動するのではなく、天気が急変す
る前に行動・準備をすることが、落雷を含めた気象現象に
よる事故を防ぐ大事なポイントといえます。
【田代】

ということになります。ちなみ
に、私は 40％で傘を持ってい
くようにしています。近所の人
に濡れている姿を見せるわけに
はいきませんから・・・。
なお、降水確率には雨の強さ
や量は関係がありません。1 ミ
リ以上の雨の降る確率なので、
弱い雨でも 100％になること
もあります。

南

利幸さん(兵庫県・正会員)

フォトレポート

両毛地域は麦の産地。
麦秋から早苗田へ主役交代。人生も
二毛作でありたいと思います。
北角 友和さん(群馬県・正会員)

梅雨の晴れ間、あじさいの陰でま
どろむ猫。猫は過ごしやすい場所
を見つける名人です。
早川 敦子さん(愛知県・正会員)

出前授業レポート

環境教育
出前授業

シャープ株式会社
気象キャスターネットワーク
では、2006 年から、シャープ
株式会社との協働で、地球温暖
化をテーマとした環境教育出前
授業を全国の小学校で実施して
います。当会会員の気象キャス
ターがシャープ株式会社 ECO
ナビゲーターと一緒に、地球温
暖化について、楽しい実験を行
いながら分かり易くお話をして
います。2007 年度からは 4 年
連続、年間 500 校以上を実施、
また、2010 年 1 月には受講生
徒数 10 万人を突破、
「第 19 回
地球環境大賞文部科学大臣賞」
を受賞しました。今年度は、防
災の話題も絡めて、更に発展し
た授業を展開していきます。
さて、今回は 2011 年度初回
の授業の様子をレポートしま
す。講師は藤森涼子キャスター
が担当しました。子ども達は、
雲の写真を見て「うなぎ雲～！」
「こいのぼり雲～！」
「いわし雲
～！！」と手をあげて元気よく
答えてくれ
ました。みん
なのお手伝
いのおかげ
で、実験も大
成功！最後
の質問タイ
ムでは、子ど

協働

も達の鋭い質問に、藤森キャス
タ—もたじたじでした。
今回訪問した、豊島区立富士
見台小学校では、ＣＯ２を削減
するための行動をチェックする
シートを記入したり、毎月１０
日の「エコデー」には自分ので
きるエコを行う等、全校をあげ
て環境教育に取り組んでいま
す。また、エコスクールという、
「地球・自然環境への配慮を目
標とし、国内外に活動を拡げて
いる団体」にも参加をしていて、
学校内だけではなく、家族や地
域に向けてもエコ活動を呼びか
けています。2011 年 1 月には

エコスクールのポスターコンク
ールにおいて富士見台小学校生
徒さんのポスターが(写真:上)が
世界１位に選ばれました。世界
から認めたポスターは、日本の
エコ意識の誇りですね。
エネルギーや資源の大切さに
直面している今こそ、この授業
が家族や地域で防災や環境につ
いて考えるきっかけに繋がって
頂けると嬉しい限りです。
【吉川】

学校向けメールマガジン
「気象・環境ニュース」配信中 !!
お申し込みはこちら

身近な気象・環境についてのニュース、
学校出前授業の募集案内を
月１回お届けします。

http://www.weathercaster.jp/

授業にも使えるトピックス満載です！
例）・最近発生した極端な気象現象について
（台風、豪雨など）
・気象キャスター注目の環境ニュース
・この１か月のお天気解説

ＨＰから専用メーリングリストに登録するだけ !!
ぜひお申し込みください

はだ
けん いち

ちえ

避難所で、屈託のない笑顔
で大人を勇気付けていた子
供たち。もっと瞳を輝かせて
あげたい。一緒に空を見上げ
たり実験を通して、発見する
喜び、学ぶ面白さを分かち合
いたい。そっと寄り添いなが
ら 、知っていればこその知
恵もお伝えしていこうと思
っています。

波田 健一 さん
【中国地区】

すずき

鈴木 智恵 さん
【東北地区】

うらの ひろし

浦野 浩 さん
【北海道】

私たちキャスターが

全国の学校を訪問します！

授業では未来を担う子供
たちの可能性の大きさを毎
回感じて、講師の私もたくさ
ん刺激をもらっています。天
気予報と同様に子供たちや
教室の『空気』を感じ取り、
一期一会の心に残る授業に
なるよう楽しんで頑張りま
す。

授業に行くたびに、子供た
ちの知識吸収力に毎回驚い
ている。自然が破壊されその
影響で災害も増えているが、
その原因は私たち人間。地球
を元通りにするには時間が
かかる。早く解決するよう、
未来を背負う子供たちに環
境や防災の知識を今後も広
めていきたい。

活動報告レポート
2011 年

定期総会

2011 年 2 月 19 日、気象キ
ャスターネットワーク定期総会
が開催されました。
年に１度、全国各地域で活動
されている気象キャスターや気
象予報士の皆さんが、東京に大
集合します！今年も、北海道か
ら沖縄まで、全国からたくさん
の会員の方々に参加しました。
２０１０年度には、３６名の方
に新規で会員に登録して頂き、
皆さんのパワーで総会の会場は
とっても華やかでした。
総会の後に行われる懇親会で
は、毎年１年間に出前授業やイ
ベントで活躍した会員の方々に
表彰を行っています。今年の一
致団結特別賞には、東海地区チ

ームが選ばれました。東海チ
ームは、なごや環境大学とイ
ベントを協働する等様々な企
画に参加して、活動を盛り上
げてくれました。
今年度も、全国各地へ活動
やイベントが拡がっていきま
すように。次は、皆さんの町
に気象キャスターがやってく
るかもしれませんね！
【吉川】

募集中☀ 「地球温暖化」出前授業のご案内 ☀
シャープ株式会社と協働で
全国の小学 4 年生以上を対象に
環境教育出前授業を実施しています。
(講師料・交通費のご負担はございません。)

羽生の春は紫色に染まります。こ
の紫色の小さな花はレンゲで、春
のそよ風にたなびき、風が薫るよ

当会の気象キャスターが担当する【地球温暖化】

うになります。晴れた日には仰向

【新エネルギー（太陽光発電）】
シャープ株式会社が担当する【リサイクル】

けに寝そべって、雲の流れる様子

ＮＰＯ法人アサザ基金が授業を行う【生態系保護】

を組み合わせて、４つのテーマをご用意しています。
(授業時間は、テーマによって２または３時限です。)

を眺めるのもよさそうです。この
場所は公園か河川敷に思うかもし
れませんが、れっきとした田んぼ

お申し込み・授業の様子は、
シャープ株式会社ＨＰの専用サイト[小学校環境教育「学校募集のご案内」]
または、気象キャスターネットワークＨＰへ、お願いいたします。

です。６月下旬には子供たちが田
植えを行い、水田の風景に変わり
ます。レンゲ農法は肥料を使わず

「海とのふれあい方を学ぶ」出前授業のご案内

に稲を育てる方法の一つで、秋に

日本財団の助成事業で

はたわわに実る稲穂が見られるこ

全国の小学 4 年生以上を対象に
「海」をテーマにした
防災・安全・環境出前授業を実施しています。
(講師料・交通費のご負担はございません。)

とでしょう。四季折々に変化する

気象キャスターや気象予報士が、専門的分野をわかりやすく説明し、
海についての正しい知識を身につけるお手伝いをします。
クイズ・実験・体験を通した楽しい授業です。
(授業時間は、テーマによって２または１時限です。)
(募集校に限りがあるため、先着順にさせて頂きます。)

お申し込み・授業の様子は、
気象キャスターネットワークＨＰへ、お願いいたします。

風景をぜひ一度、見に来て下さい。
【岩谷】

気象キャスター
ネットワークとは…

事務局レポート

◆私たちの目的◆

創刊にあたって

私たち気象キャスター・気象予報

２００４年に会員数１０数人でスタートした
気象キャスターネットワークも丸７年を経て、
会員数が 198 名に増え、まさに、「ネットワ
ーク」という名が相応しい会に成長致しました。
これも、会員をはじめ、企業や関係機関の皆様
の、ご支援ご尽力の賜物と大変感謝しておりま
す。心よりお礼申し上げます。さて、当会では、 理事長 藤森涼子
今年から年に４回季刊誌を発行する事に致しました。
気象キャスターとは、天気予報だけではなく、季節の話題や生活情報
など、天気に関連する様々な情報も伝える仕事です。気象キャスターと
しての視点から日頃お世話になっている皆様の為になるような話題を
お届け出来ればと思います。こんなテーマを取り上げて欲しい、日ごろ
の天気の疑問について教えて欲しい、何かご要望がございましたら、是
非ご連絡下さい。皆様の知りたいこと、興味がある事を反映した紙面作
りを行って参ります。今後とも愛読頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお
願い致します。

士は、環境破壊や気象災害 から人
命・財産を守るため、多くの人々と
一体となって環境問題 の解決と気
象災害の軽減に関する啓発・教育活
動を実践します。

◆私たちの
環境教育活動◆
気象学・環境学の知識とコミュニケ
ーション 能力を兼ね備えた気象キ
ャスターを、 理想的な 『地球環境
教育のメッセンジャー』と位置づ
け、これからの地球を支える子供
達への教育を通して社会に貢献し
ています。

◆気象・防災知識の

★イベント
6月4日5日

予告！★

普及活動◆

エコライフ ２０１１ (代々木公園)
今年のテーマは、
『夏を安全に！涼しく！エコに過ごそう！』
気象キャスター(有志)や会員さんや学生さんと
夏を涼しく過ごす方法を楽しく学びましょう！

・講演会やイベントへの講師派遣
・自然体験講座の開催
・気象予報士の育成
気象キャスター向け講座の実施

◆ＨＰはこちら◆
6月5日

水の科学館

イベント

講師は今村涼子さん！
雨や雲のしくみについてお勉強しましょう！

6 月 25 日
7月2日

7 月 29 日
～３１日

http://www.weathercaster.jp/

羽生農園 環境教室
有機栽培の田んぼで、
田植えや生き物観察を体験しましょう！

事務局 BLOG

最新
情報満載

更新中!!

青少年のための科学の祭典
雨や雷のしくみが分かる実験・工作を体験できます！
夏をエコに涼しく過ごす実験もお楽しみに！

※詳しいイベント予告・報告は
気象キャスターネットワークＨＰへお願いいたします☀
編集・発行

編集後記
創刊号がついに完成しました！！ゼロからスタートした会報の作
成、いろいろと戸惑いもありましたが、お陰さまでとても盛りだくさ
んの創刊号を発行することができました。作成にご協力して頂いた
方々をはじめ、日頃より当会活動にご協力して頂いている皆さまに、
心より感謝申し上げます。
会報は年 4 回の発行を予定しています。天気の話や活動紹介など、
まだまだお伝えしたいことがたくさんあるんです。次回は 9 月に発行
します。ぜひぜひお楽しみに～【吉川】

ＮＰＯ法人

気象キャスターネットワーク
〒110-0002
東京都台東区上野桜木 1-14-21
高遠レジデンス上野桜木 202 号室
TEL：03—５832-9401
FAX：03—５832-9402
発行日：2011 年 6 月 1 日
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