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黒い雲が広がったら

要注意！

◆どんな場所が危険？
川は急激に増水しますので非常に

◆こんな時は要注意！
局地的大雨とは、発達した積乱雲

危険です。大雨の兆しを感じたら、河
原や中洲、親水公園など川の近くか

により、狭い範囲に短時間で強い雨

局地的な大雨は発生場所や時間

らすぐに離れましょう。地下街や地下

が降る現象です。さっきまで晴れて

を特定して予想することが難しいの

室には雨水が流れ込む恐れがありま

いたのに突然激しい雨が降りだし、

で、周囲の状況の変化に気をつける

す。道路や鉄道をくぐるため周囲よ

雷が落ちたり突風が吹き荒れたりす

ことがとても大切です。黒い雲が広

り低くなっている道路をアンダーパ

ることもあります。夏は局地的大雨

がり急に暗くなる、雷の音が聞こえ

スといいますが、そのような場所は

の起こりやすい季節です。身を守る

稲 光が 見 える、 冷た い風 が 吹 き 出

雨水がたまってしまいます。気が付

ための注意点をご紹介します。

す、などの変化は大雨が近づいてい

かずに車で侵入すると動けなくなり

る兆しです。川の水が濁ってきたり水

水没してしまうこともあります。また

かさが増えてきたりしたら、上流で大

浸水した道路では、マンホールが開

雨が降っているかもしれません。ま

いていて転落する危険もありますの

た屋外でも携帯電話の気象情報で

で足元に注意しましょう。

◆キーワードは
「大気の状態が不安定」

雨雲の様子や警報・注意報などを見
事前に天気予報で、局地的大雨の降

ることができますので活用してくだ

りやすい気象状況かどうかを確認し

さい。

局地的大雨から身を守るために
は、私たち一人一人が周囲の危険を

ましょう。天気予報のマークだけでは

察知し、避難などの行動を決断する

危険を見逃してしまうことがありま

ことが非常に重要になります。また

す。例えば「晴れ時々くもり所により

危険を感じたら、川の近くなど危険

にわか雨か雷雨」という天気予報の

な場所で遊んでいる子供達にも気

時に、天気予報のマークは晴れとく

を配り、避難を呼びかけてあげてく

もりだけで、雨マークは表示されま

ださい。

せん。局地的大雨は狭い範囲の現象
なため、大まかな天気を表すマーク ↓2008 年 7 月 28 日
には反映されないことがあるので

[水越]

神戸市都賀川の増水 （10 分間で水位が約１ｍ３０ｃｍも上昇）

す。そこで天気予報の中に出てくる
キーワードに気をつけましょう。キー
ワードの一つは「大気の状態が不安
定」です。「大気の状態が不安定」と
は上空に冷たい空気、下層に暖かく
湿った空気があって、上昇気流が起
こりやすく入道雲が発達しやすい状
態のことです。その他「急な雨、天気
の急変に注意」「雷（雷雨）」などのコ
メントにも気をつけてください。
（提供：神戸市）
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専門家さんに
聞いてみよう

Ａ．川の水を地下に取り込む「立坑

Ｑ．一般の方も施設を見学すること

（たてこう）」は、深さ約７０ｍ、内径約

ができるそうですね。

３０ｍもあり、スペースシャトルや自由
の女神がすっぽり入る大きさです。

Ａ．「地下神殿」と呼ばれる巨大な調

埼玉県東部に「首都圏外郭放水

また水を流すトンネルは全長６．３ｋｍ

圧水槽を見学いただいています。一

路」という洪水被害を軽減するため

の地下の川です。地下トンネルを流

般見学会の参加には事前予約が必

の巨大施設があります。国土交通省

れてきた水は、「調圧水槽」で水の勢

要です。電話、ホームページからお

関東整備局・江戸川河川事務所のご

いを弱め、巨大ポンプで江戸川に排

申込みください。

協力で、施設を見学させていただき

水されます。１秒間に２５ｍプール一杯

●電話受付 ： ＴＥＬ ０４８-７４７-０２８１

ながらお話を伺ってきました。

分の水を排水することが可能です。

受付時間 ： 月～金曜日
（ＡＭ９：００～ＰＭ４：３０）
●ホームページ

られたのですか？

Ｑ．洪水の被害を減らす効果は出て

は、地盤が低く水がたまりやすい地

Ａ．外郭放水路ができる前の２０００年

形になっているため、これまでに幾

７月、台風３号の大雨に見舞われた際

度 と な く洪 水 被 害 を 受 け て きま し

には、周辺地域で１６０ｍｍの雨量を記

た。そこで中小の河川から水があふ

録し、浸水面積１３７ｈａ、浸水家屋２４８

れ出す前に、地下に水を取り込んで

戸におよぶ大きな被害を受けました

安全に江戸川に放流する施設が作ら

。しかし、外郭放水路が完成した後の

れました。

２００６年１２月の低気圧による洪水で
は１７２ｍｍの雨量を記録しましたが、

Ｑ．地下にこのような巨大な空間が

浸水面積は約３３ｈａ、浸水家屋は８５

広がっているとは驚きですね。

戸と被害を大幅に軽減しました。

提供 国土交通省江戸川河川事務所

Ａ．埼玉県東部の中川・綾瀬川の流域

立坑への流水の様子

いるのですか？

http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/i
ndex.html

:

Ｑ．「首都圏外郭放水路」は、なぜ作

当会見学会の様子 調圧水槽

↑

首都圏外郭放水路の全体図 （提供：国土交通省江戸川河川事務所）

天気図から見よう

2008 年 8 月 28 日
日本列島に停滞する前線に向かって非常に湿った空気が流れ込
んで大気の状態が不安定になったため、東海、関東、中国、東北地
方などで記録的な大雨になりました。大雨は３１日にかけて続き「平
成２０年８月末豪雨」と名付けられました。首都圏外郭放水路の周辺
も大雨となり、過去最大の流入量を記録しました。その量は約１，１７
２万ｍ３、２５ｍプール約２５，０００杯分で、日本全国にある小学校のプ
ールを集めた量とほぼ同じになります。この時、周辺地域で床上浸
水した戸数は６９戸でしたが、仮に外郭放水路がなかったと想定し
てシミュレーションすると床上浸水家屋は約６３０戸にのぼったと考
えられ、被害を大幅に軽減できたことが分かります。

[水越]
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キャスターレポート

ふちおか

ゆ み

渕岡

友美

さん

元 NHK 気 象 キ ャ ス タ ー
チリ在住 気象予報士

雨が降ったのです。雨に慣れていな
いこともあり、洪水や浸水の大きな
被害がでました。ラニーニャ現象が
一因と考えられていますが、こうし

南米チリ通信
～地球の果てより～

た天候の異変はチリのほかの地域で
も叫ばれています。
沢山の表情を持つチリ。少しでも
身近に感じてもらおうと、この４月か

南半球・チリ。地球の反対側での生
活も半年が過ぎました。スペイン語

な田園地帯、世界有数の

らＮＨＫ「ラジオ深夜便」の海外リポー

多雨地帯、氷河のある亜

ターを務めています。月に一度、東

寒帯、イースター島のあ

京のスタジオとつないで、天気をは

る亜熱帯など、あらゆる

じめ、食べ物、観光スポット、行事な

気候が凝縮しています。

ど、さまざまなチリ情報をお伝えしま

中には、森林ゆたかな湖水地帯もあ

す。耳だけが頼りの電話リポート、そ

り、富士山ソックリの山が！

して「自宅の食卓が放送現場」とい
う違和感にはまだ慣れず。でも、

を勉強したり、チリ人に混じってダン

首都サンティアゴは地中海性気候

スを習ったりと、充実した日々を送っ

のため、夏は暑く、カラカラに乾燥し

微々たる力で

ています。私の住む首都サンティア

ます。天気予報は連日晴れ。洗濯物

あっても、遠く

ゴは、600 万人の大都市。食べ物も豊

はパリッと速乾。その分、紫外線は強

離れた日本と

富で、想像していた以上に暮らしや

烈で、日ざしが突き刺さるように痛

チリを結ぶ役

すい所です。この時期、街路樹は紅

い！屋外ではサングラスが必須で

割を果たせた

葉し、窓から見えるアンデス山脈はす

す。チリ国内では、南極のオゾンホー

らいいなと考

っかり雪化粧。間もなく冬がやってき

ルの影響が及んでいる所もあり、

えています。

ます。

人々はたっぷりと日焼け止めクリー

ところで、チリってどんな国かご

ムを塗ります。ちなみに冬の方が湿

存知ですか？「チリ」とは、原住民の

度が高いサンティアゴ。フンボルト海

言葉で「地球の果て」を意味します。

流の影響で気温はそれほど低くなら

なんだか寂しい所？いえいえ、実は

ず、あまり雪は降りません。

変化に富んだ豊かな気候に恵まれ

最近は、天候不順の影響も。観光

ているんですよ。その理由が、細長

地としても知られるチリ北部のアタ

い国土です。南北の距離は日本以上

カマ砂漠は、ほとんど雨が降らず、世

で、約 4300ｋｍ！このため、一つの国

界で最も乾燥した地域です。ところ

の中に、乾燥した砂漠地帯、温暖

が昨年末、村が流されるほどの大

食レポート
梅雨にちなんだ…

ビジャリカ火山

梅栽培の盛んな地域です。元々は紀

のように根付いて豊作になるように

州田辺藩が耕地に恵まれないこの

との願いからタコを食べる習慣があ

地域で梅の栽培を奨励したことが始

りますが、タコと梅干しの煮物もお勧

まりとされています。梅の品種では、

めです。タコは煮ると固くなりがち

「南高梅（なんこううめ）」が全国的

ですが、梅干しや大根と一緒に煮る

に有名で、果皮が薄く、大粒で肉厚

ことで驚くほど柔らかくなるんです。

なのが特徴です。我が家では毎年、

梅干しの酸っぱさが食欲増進に一役

南高梅の青梅を使って、梅酒ではな

買っているようで、ついつい食べ過

くノンアルコールの梅ジュースを作っ

ぎてしまいますが・・・。梅パワーで、

ています。冷たいお水やソーダ水で

これから真夏にかけての疲れが出や

長雨の時期、梅雨にちなんだ「食」

割っていただくと、お風呂上りに最

すい時期を

を取り上げたいと思います。梅雨（ば

高ですよ！梅肉エキスはクエン酸が

乗り切ってい

いう）は中国から来た言葉で、長江

豊富なため、夏の疲れをとってくれ

きましょう！

流域で梅の実が熟するころに降る雨

る上に、殺菌作用もあって食あたりし

から名前がついたと言われていま

やすい頃にピッタリです。

す。梅といえば、関西では和歌山県

また、関西では夏至から数えて１１

が梅の収穫量の日本一を誇ってお

日目ごろの半夏生（はんげしょう）の

り、中でも みなべ町や田辺市は

日（今年は７月１日）に、稲がタコの足

３

吉村 真希さん
(大阪府・正会員)

お天気

質問レポート
名にのぼりました。
では、土砂災害警戒情報が発表さ
れたら私たちはどのような点に注意
し行動すればよいのでしょうか？

土砂災害警戒情報
ってなんだろう？

崖の近くなど土砂災害の発生しや
すい地区にお住まいの方は特に市
町村からの情報、テレビ、ラジオ、イン

これから日本列島は雨の季節。大

ターネットなどの情報、最新の気象情

雨による災害も６～９月にかけて多く

報に注意をして、いつでも避難でき

（2010 年７月 岐阜県八百津町）
をメモしておくようにしましょう。災

発生します。その中に含まれるのが

るよう準備することが大切です。ま

害を減らす第一歩は過去の災害、起

土砂災害。去年だけでも全国で 1422

た、土砂災害警戒情報が発表されて

きてしまった災害を忘れず、その災

件発生しました。その土砂災害によ

いなくても斜面の状況には常に注意

害を教訓とすること。自然災害が多

る被害を少しでも減らすために発表

を払い、普段と異なる状況に気づい

い我が国に住む私たちにとっては大

されるのが土砂災害警戒情報。大雨

た場合には周りの人と安全な場所に

切なことかと思います。

などによって、がけ崩れや土石流な

避難するとともに市町村役場などに

ど土砂災害の危険性が高まった場合

連絡するようにしてください。それ

※昨年土砂災害件数 1422 件、去年死者・

に地元気象台と都道府県が共同で

とともに日頃から危険個所や避難場

行方不明者 85 名、共に国土交通省のホ

市町村ごとに発表します。しかし、そ

所、避難経路を確認しておくことも

ームページより

れでも土砂災害による犠牲者はゼロ

重要です。また万一、土砂災害が発

にならず去年は死者・行方不明者８５

生した場合は雨の降り方、状況など

過去天気レポート

梅雨末期
大雨と猛暑が隣り合わせ

寺尾 直樹さん
(愛知県・正会員)

フォトレポート

2004 年（平成 16
年）7 月 13 日、新潟
県から福島県にか
けて非常に激しい
雨が降り、信濃川水
系の河川 11 か所で
堤防が決壊。濁流が
市街地や農地に押
し寄せ、大きな被害
が出ました。いわゆ
る「平成 16 年 7 月新
潟・福島豪雨」です。
この日は新潟県から東北南部にかかる梅雨前線の活動が非常に活
発になり、総雨量が３００ミリから４００ミリに達する記録的な大雨とな

樹齢 推定 150 年のモミジの木。毎年、
気持ちのよい木陰をつくってくれま
す。トトロの森近辺の民家にて。
川崎 亜有子さん
(東京都・正会員)

りました。一方で前線の南側にあたる関東や近畿などでは、この日梅
雨明けが発表されています。
2004 年は夏の訪れが早く、大雨となった新潟県内でも、8 日前の 7
月 5 日には長岡市で 38.3 度の猛暑を記録。7 月 11 日には九州で梅雨
明けし、その他の各地でも梅雨明け間近の状況でした。世間の関心
は、大雨情報よりも梅雨明けや暑さ、熱中症などに集まる中で、7 月 13
日、新潟・福島で記録的な大雨となりました。
梅雨末期は夏休み直前で、真夏の青空を期待し暑さが気になる時
期。皆さんの関心やマスメディアの注目は、どうしても梅雨明けや暑
さ、熱中症に集まりがちです。でも梅雨末期は「大雨と猛暑は隣り合

ドイツの初夏の味覚、白アスパラガス。

わせ」。猛暑のニュースの傍に大雨のおそれがあることを常に頭に入

「レッカー、レッカー（うまいよ！）」と軽

れ、天気予報をこまめにチェックするようにして下さい。

快な声が響きます。
[田代]

杉山

範子さん

(ドイツ在住・正会員)

４

出前授業レポート

☀授業の内容☀
「小学校環境教育」
シャープ株式会社 協働 「地球温暖化」
といっしょに、
１「リサイクル」
シャープ環境教育

２「新エネルギー

検索

(太陽光発電)」
３「生態系保護」
今年度も、シャープ

3 つのテーマからお選びいただけます。

株式会社と協働で行っ
ている地球温暖化をテ

☀実施対象

ーマとした小学校環境

☀講師料・交通費のご負担はございません。

教育授業を実施してい

☀お申込み方法：ＨＰまたは FAX にてお申込み下さい。

ます。昨年度から、私た

2012 年度分 大好評受付中！

ち気象キャスターらが

：全国の小学校(4 年生～6 年生)

実施校：年間 500 校

行う授業では、気象・

※募集枠を上回った場合は、ご希望にそえない場合がございます。

温暖化だけではなく防災を踏まえた自然災害の話も盛り
込んでいます。気象や自然災害に対する正しい知識を身
につけ、自ら身を守る方法を考えるきっかけになってもら
えるように、写真や映像をたくさん使用して、わかりやすく
話しています。
今回は、東日本大震災で被害が大きかった地域である、
岩手県や宮城県、福島県の小学校での授業の様子をご紹

募集期間： ７～９月実施分
→→ 締切済
※7～9 月分は実施可能日程もございますので、
ご希望の場合は、お問合せをお願い致します。
１０～１２月実施分 →→ 締切 ８月１５日
１～３月実施分
→→ 締切 １１月１５日
☆ホームページ↓またはダイレクトメールにて、ご確認下さい。
http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/kyoiku/eco_lesson.html

介します。楽しい授業を通じて、元気になってもらいたいと

募集案内や、授業の様子もこちら↑の HP でチェック！

いう願いで、授業のご案内をお送りした結果、１０校以上の
小学校で授業を行うことができました。生徒の皆さんは、

学校向けメールマガジン
「気象・環境ニュース」配信中 !!

手を挙げて元気に参加してくれました。被災地の小学校で
は、授業の様子や集合写真をまとめてポスターを作成し、

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。 メルマガの
お申込みは↓
授業にも使えるトピックス満載です！

学校へプレゼントしました。生徒の皆さんや先生方からも、
集合写真をとる機会が減っていたのでとてもうれしい、と
喜んでいただくことができました。ポスターの御礼に、生

◆最近発生した極端な気象現象について

徒の皆さんからお手紙をいただくこともありました。授業

気象キャスター

◆気象キャスター注目の環境ニュース

の感想などもたくさん描いてくれていて、お手紙をもらっ

検索

◆この１か月のお天気解説

た講師はとても感動していました。

ＨＰから専用メーリングリストに登録するだけ!!
学校関係者の皆さま、ぜひお申し込みください☀

今年度の授業も、全国の小学校からのご応募お待ちし
ています！

ともこ

５

おおくぼ

なつみ

子どもたちの素朴な疑問が、
私にとっての一番の勉強です。
「これは今度こどもたちに教え
てあげよう！」と思いながら
日々天気図と向き合っています。
これから天気ネタをどんどん増
やして、こどもたちに喜んでもら
える出前授業を目指します。

大久保 智子 さん
【北海道地区】

てらかわ

あきこ

寺川 奈津美 さん
【関東地区】

いしぐれ

石榑 亜紀子 さん
【中国・四国地区】

私たちキャスターが

全国の学校を訪問します！

現在、番組の中で小学生、中
学生向けの気象のコーナーを担
当しています。日々、どういう説
明し、どういった演出をすれば分
かりやすく伝えられるか、考案し
ています。真剣な目でメモをと
り、純粋に学ぶ小学生の皆さん
に、地球温暖化に興味を持って
もらえる授業をたくさん経験し
たいです。

最初は緊張気味の生徒さん。
自分の住む町で大雨が降った
り、真冬日が少なくなったと分か
ると驚きの表情に。最後はすっか
り打ちとけてすぐにできる節電
の話で盛り上がります。これから
も温暖化を身近なものに感じら
れるような授業を心がけていき
たいと思います。

活動報告レポート
2 月 25 日

2012 年

定期総会

気象キャスターネットワークの定期
総会を開催しました。本年も全国各
地で活躍している気象キャスターや
気象予報士の皆さんが集合しまし
た。
総会後には特別講演として、東京
大学大気海洋研究所より木本昌秀さ

た。昨年は、当会の会員より４名の方

―としてデビューしていくことは、う

ま、気象庁より上野健志郎さま、前田

（関口奈美さん、藤田友香さん、蓬莱

れしい限りです。

修平さまをお迎えして、気象や環境

大介さん、本庄美奈子さん）が気象

についてご講演をして頂きました。

キャスターとしてデビューしました！

表彰していけますように。。今年も活

会員の皆さんは、とても熱心に聴講

ので、新人賞として表彰させて頂き

動の幅を広げながら、様々なイベン

していました。

また１年後の総会や懇親会で報告・

ました。中には当会のキャスター講座

トや講座を行っていきたいと思いま

その後は、懇親会です。今年も活

を受講していた方も！会員の方が、

す。

躍した会員の方々の表彰を行いまし

さらに講座の受講生が気象キャスタ

3 月 24 日

[吉川]

名古屋市科学館で親子向けイベン

お天気キャスターと学ぶ

ト「お天気キャスターと学ぶ“水のふし

“水のふしぎ、水のちから”
In 名古屋市科学館

ぎ、水のちから”」が開催されました。
講師の山田修作さん、植木奈緒子さ
んをはじめ、東海地区のメンバーが
一同に集まり、お天気や防災のお話
をクイズや実験を交えながら進めて
いきました。雲を作る実験では多くの
子どもたちに体験してもらい、実験が

にあわない方法や気をつけなければ

成功すると客席から歓声が上がって

いけないことを話しました。WCN の活

いました。また、三重県に大きな被害

動の様々な場面で話している、自然

をもたらせた昨年の台風 12 号の様子

災害から身を守る大切な心掛け「3 つ

を紹介したときには、多くの親子が真

の K（考える、気付く、行動する）」を、

剣に見入っていました。講座では台風

名古屋の参加者の皆さんにも知って

や竜巻、集中豪雨など様々な自然災

もらえたと思います。

害を紹介するだけではなく、被害

6 月 2 日・3 日

エコライフフェア２０１２
in 代々木公園

た。紫外線や熱中症など正しい知識
を知ってもらって、安全な楽しい夏を
過ごして欲しいですね。その他にも、
夏をエコで涼しく過ごす方法を書い

エコライフフェアに今年もブースを

てもらったり、自転車発電や手回し

出展しました。今回のテーマは「夏の

発電を使いながら電気の大切さを話

天気に注目！エコで安全な夏休み」

したり、夏の天気についての説明も

クイズラリーで答えのヒントを探しな

しました。雷や雨の音を鳴らす楽器

がら、ブースを見学してもらいまし

や手回し発電を使って作るシャボン

た。いろいろな実験やパネルを用意

玉には、小さなお子さんも興味をも

しましたが、特に人気だったのは、紫

って参加してくれました。参加してく

外線で色が変わるビーズを使った工

れた皆さんに、エコをしながら楽しく

作です。２日間とも、お天気に恵まれ

過ごす夏を考えるきっかけになって

たおかげで、日かげでは真っ白の紫

もらえたら、うれしい限りです。

外線ビーズの色は、日差しにあたる
[吉川]

ととてもカラフルに変化していまし

６

[渡部]

事務局レポート

気象キャスター
ネットワークとは…
◆私たちの目的◆

ページを開設しました！

私たち気象キャスター・気象予報士
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。

この度、暑さ指数（WBGT）を表示するページ
を開設しました。WBGT は、気温だけでなく湿度
などを加味した体感温度を表現する指数で、熱
中症の危険度がわかります。

↑パソコン版ページ

パソコン向けページでは好きな地点を検索表示することが

◆私たちの環境教育活動◆

↓スマホ版ページ

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。

可能、またスマートフォン向けページでは GPS 機能で現在地の
暑さ指数を手軽に表示できる形となっています。
情報は毎日更新されます。学校現場など、この夏の熱中症
対策にぜひご利用ください。

詳しくは当会ＨＰへ！

◆気象・防災知識の普及活動◆

またはスマホ・携帯で今すぐアクセス→→

・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

http://www.weathercaster.jp/heat_stroke/

ＴＶの気象解説でも
大活躍！

◆HP はこちら◆
気象キャスター

検索

竜巻の構造をわかりやすく
お勉強できます☀
↓詳しくはＨＰへ↓
ＷＣＮ

『北海道の
お天気ごよみ 365 日』

竜巻

[北海道新聞社]

★イベント

予告！★

☀７月２８日(土)
宮城県にてお天気教室(予定)
宮城県気仙沼市にて、
お天気ミニ教室を開催します！

☀８月４日(土)・５日(日)
福島県にてお天気教室(予定)
４日に新地町、５日に相馬市にて、
ミニ講座や実験コーナーなど、
楽しいブースを用意します！
その他、キャスター育成講座や
キャスター個別指導などなど、
今後もたくさんのイベントや講座を
予定しています！！

菅井貴子 著
緑と黄色には
まるで線で引い
たようです。除
草剤をまいたと

「外国だと思って行きなさい」

ころは植物が枯

気象キャスターとして、北海道の赴

れて黄色になっ

任が決まったとき、先輩からのアド

ているのです。

バイスです。さらに、北海道は日本

多くの収量をあ

一、予報も難しい！？独特かつ魅力

げるために日本

もたっぷりな、北海道の気候や季節

の農業ではごく

感を、一日ずつ綴りました。

普通のことですが、有益かそうでない
かは人間の視点であり、自然界に必要な

編集・発行

いものなどないように思います。今年も

ＮＰＯ法人

レンゲを用いた無農薬の稲作に子供た
※詳しい内容・予定は、決まり次第
当会ＨＰにて、お知らせします☀

(北海道・正会員)

っきりと分かれ、

ちと共に挑戦しています。
[岩谷]

編集後記
これから夏に向けて、イベントシーズンに入ります。事務局も毎週末がイベント
予定でうまってきました。毎週楽しみですね～☆ さて、会報も創刊から 1 年が
経ちました！全国の皆さんが見てくれているとうれしいです！！

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
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