
長崎県地学会誌 第22号 (1975)

記念 講演

らょうど今日は金星の 日面通過観測の 100年

目にあたるということで,それを記念することを

鎌田先生が提案なさいまして ,そ れは非常によい

思いつきで,それで喜んで引き受けたわけです。

話がですね,ど うも悪い くせで散慢にな りがらで

すので,あ るい はまとま りのない話になるかも知

れませんけれ ども,ま あ遠慮なしにお引 き受けし

たわけです。非常に光栄で もあり,恐縮でもある

と思 ってお ります。

この金星の日面通過にですね,わ ざわざヨーロ

ッパや遠い米国か ら日本まで くるとい う主旨です

ね。これは一体どうい うことであるかをまず知っ

ていただいて,こ の事柄の重要性を強調したいと

思 うんです 。今日のょうl‐C交 通は便利ではないん

ですから,わ ざわざ数力月を要して日本までやっ
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て来たとい うことは,学問 とか真理に対す る探求

の心がいかに強いか とい うことで,こ れに対 して

非常にわれわれは敬意を表さなければならないと

思 うんです。

それが明治 7年ですね。 1874年 12月 9日

で, らょうど明日が 100年 目にあたるわけです。

今日が 12月 8日 ですから……。それで 100年

目の記念をやった とい うことは,こ れは非常に先

人 に対す る敬意 を表するために も良い思 いつ き

であると思います。

この明治 7年の観測を行つたのは,日本では長

崎と神戸 と横浜なんです。長崎には米国とフラン

スと,それから日本が参加して,神戸にはフラン

ス,横浜にはメキシコの遠征隊が来たわけです。

それで,こ の長崎が一番盛大であったわけです。

米国 とフランスと日本で

すか らね。その外 ,日 本

では東京で もや りました

けれ ども, 日本の観測隊

のことがあま り知 られて

おらないんです。

長崎駅 のらょっと登っ

たところに福済寺とい う

お寺がありますね。庭園

で有名です。日本の観測

隊がそこに来たとい うの

で,私 も調査に行 って来

たんですけれ ども,今は

あと形 も何 もない とい う
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ことです。

それか ら,米国は星取

山,一名大平山といって

お りますね。そこヘダビ

ッ ドサンは 88人の人夫

を使って道路までつくっ

て観測をしたのです。そ

の時は,上野彦馬 という

日本で最初に写真術を導

入をした偉い人がおりま

すね。これは勿論長崎の

人ですけれども,そ の人

の記念碑 (諏訪公園の人

口にある )は お登 りにな

つてくる途中で ご覧になった と思いますが,

人は米国の嘱託 として大平山で写真を 10

上撮って,非常な功績を残した人です。

0枚以

それか ら,こ のフランス隊はここに陣をかまえ

たんです。それでこの隊長のジャンサンとい う人

は非常に有名な人なんです。天体物理の大家で ,

その当時の観沢J結果とい うものは,今 日で も非常

に貴重な もので,非常に優秀な学者であったわけ

です。まあこの人は本来天体物理の専問家なんで

すけれ ども,金星観潰1に加ったわけです。

この人は自分の発明した回転 カメラを持 って来

て数ヵ月ここに滞在 しておったのです。 今ここに

くる時,通 って来た中村 とい う金比羅神社の社司

さんですか,宮司さんですか,その人の奥 さんの

おばあさんがよくご存知なんですけれ ども,そ の

人の話をお孫さんの宮司さんの奥 さんが伝え聞ぃ

たところでは, ここに寝泊 りして,食事などでは

非常に苦労なさったそ うで,数 力月も滞在 してこ

こで準備にとりかかったとい うわけですね。

この人は 1868年 のインドの 日食の時にも隊

長をしてぃます。太陽のコロナの炎ですね,太陽

が爆発す ると炎が出ますね。 今日では日食でなく

とも常時観沢Jで きるのですが, この人はその方法

記念碑を背に講演する佐藤隆夫博士

その  を最初に発明した人なんです。

このジャンサンとぃ う人は1824年 生まれな

んです。ぃま生 きてぃれば 150歳 とい うことに

なるんですね。 1874年 にここへ来ましたか ら

らょうど満 50才 のときにここへ来 て働いて,そ

れからフランスヘ帰 ってヌウドンとい う天文台を

創設したりした,非 常な優秀な人なんです。

それか らまた,お もしろい逸話がありまして ,

1870年 ですね,こ こが 1874年 ですか らそ

の 4年前に普仏戦争が起 きましてですね,パ リが

プロシヤ軍に包囲されたときに自分は気球でパリ

を脱出 したわけです ね。そして日食の観測に参加

したとい う,そ うい うふ うに非常に熱心な方なん

です。そ うぃ う面白い秀れた逸話を持 つてお られ

る方です。

それで帰国してか ら,こ こで観測した成果は,

フランスの科学 アカデ ミーに全部で 8冊にものぼ

る大著 となって, パ リに りっばに保存 されてい る

わけです。

この人は 1907年 ですね。らょうど日本でい

えば明治 40年です。 83歳で没せられた方でご

ざぃます。

それで学問的な話になりますけれ ども,ど うし



てこんなことを,こ んなこととい うことは間違 っ

ているんです が,ま あ外の人から見ればですね ,

金星が太陽の表面を通過するのに,こ んなに多大

の費用をかけて,日 数をかけていろいろやったの

か。またこれを実施するにしても文部省や外務省

とか,い ろいろのところに電信で通信 したり交信

した りして,非常に日本 も当事者 も苦労してるわ

けです。

太陽視差が大体 8_8秒 なんですが,地球の中心

か ら見るのと,地球の表面から見るの とでは太陽

の角度が違 うでしょう。それがわかれば地球 と太

陽の距離がわかるわけです。地球の半径がわかっ

ているわけですか ら……。Эそれは,その当時はな

か なかわか らなかつたのです。今日で もはっきり

しませんから結局 1910年 にですね9万国天文

連合会によつて,視差 8.8秒 と定めょうじやない

か と決まっただ :す で ,距離がはつきりしていない

わけですね。それは視差を観測す るとい うそ うい

う目的であったわけですЭ

太陽を金星か通過しますからですね。同時にオ

ーストラリアでもやつたわけです。それに三角測

量によつて,太陽 と地球の距離を測るとい うこと

なんですね。

誰 しも疑間に思 うことは,な ぜ ヨーロッパでや

らなくて日本でやったか といいます と, ヨーロッ

パはその時は夜であったわけです。らょうど昼 ,

金星が太陽の面を通るわけですから,夜通 っても

見えないわけでしよう。太陽が没 していますから

ですね。そこでみな,こ の東洋に乗つて来たわけ

ですね。

そこで, 日本 とか タイ国 とかインドとかォース

トラリアとかにいっぱい集ったわけなんです。こ

れ が 1874年 で,それから 8年 目の 1882年

に もあったわけです。その時は神様はらょうど都

合のょぃことをしたもんだ と思いますけど,そ の

時 に ヨーロッパの方が昼 だったわけです。

これは面白いことに 1回 はじまると8年後にお

こるという。ところが,そ の次は 100年 あま り

待たな くらゃな らない。それでこの次は 2004

年の 6月 なんです。それが終れ ば,ま た 8年たつ

とあります。ま あ循環比例みたぃな関係になって

いるわけ ですね。それ が非常に珍らしいことです。

これはまあ日食と同 じですが,月 は地球のまわ

りを回るんですからどうしても太陽を見ていると

右側か ら欠けてくるんです が,金星は太陽のまわ

りを回 るから左側か ら欠けてくるんです。そこで

黒点 と違 った,ま ん丸な黒点 となって通過す るわ

けです。

そこでこの人はですね,天体物理の大家ですか

ら,そ の外にですね,政府の注文通 りの観測 もし

たんでしようけれども,そ の外に も自分の専門と

してのコロナの触まで観沢Jし たわけです。太陽の

直径が 30分ですか ら,それに 1分 以上離れた と

ころにすでに金星がか くれてきて,金星の濃厚な

大気によってですね,それが光った ということを

らゃん とりっぱに観測 しておるんですから,そ の

当時 としてはものす ごぃ着眼点であったし,非常

に天才肌の人であった ということがで きる と思い

ます。

それで ,そ の当日の天候はですね。大体 日本で

は 11時 10分 ごろから欠けて, 3時 間 45分 も

かかっているんです。その点が日食などとらがう

わけで しよう3非常に長いわけですね。月に比べ

て金星の動 きが遅いわけですね。

その日の朝はですね,快晴であったそうで,第

1接触 と第 2接触は見えましたけれ ども,午後は

だんだん曇って来て,第 4番 目の接触は見えなか

った とぃ うことが書いてあ りますけれ ども,こ の

4番 目の欠けるのはたいして学問的には必要のな

いことで ,十 分な成果をあげた とい うことで,非

常に喜んで帰 ったわけです。それで 購ゃん と報告

などをしていますっ



そこで,ま あ逸話 として, これの準備のために

諏訪神社の御輿の当日の通るコースをその年だけ

変更した とい う風な,長崎市 としても非常な熱意

と好意を寄せた, ということが書いてありますねっ

それから明治 7年 とぃいます と2月 から 3月 に

は佐賀には伊藤新平の乱があり,それから4月 以

降年末までは台湾生蕃の鎮圧のために,長崎から

軍隊が出かけて行ったんですから長崎は軍港のよ

うな様相を呈 しておったわけでしょう。

そこで,そ うい う時には更にちょっと困ったこ

とに, 8月 21日 に猛烈な台風が長崎に襲来 しま

して,長 崎県庁が半分 ぐらい毀われた というふ う

な状況にあった年だそ うですけれ ども,それにも

かかわ らず長崎市 とい うものが非常な熱意を寄せ

て くれまして,大成功に終って喜んで帰 って行つ

たんです。

帰るときに,こ こに今ご覧になつている記念碑

を,山 田与四郎 とい う大工の棟梁 さんに頼まれて

造ったそ うで,そ れでそのお礼にブ ドー酒の入っ

たギャマン2瓶 をお 土産 に 山田 さん にくれて

行ったそ うです。この山田さんは明治 33年に 6

3歳で死んでいるんですが,孫娘 さんは昭和 33

年,今か ら 15年前には 52歳でまだ健在で,ギ

ャマンの空瓶を大切に家宝 として保存しておった

そ うです。

話があと先になり,昭和の新間の話にな ります

け ど,長崎市立商業高等学 校の教諭の糸岐勝氏が ,

東京に金石研究所をつ くって,こ うい うふうな記

念碑を研究 しておる本山桂川 とい う人などに働 き

かけていろいろ調査した結果を昭和 34年 8月 の

長崎新間に書ぃてぃます。それ をきつかけ としま

して, 35年 に長崎県の文イヒ財の史跡にすること

となったわけですね。

それでは神戸や横浜はどうであるか とい うとで

すが,そ れはあ とか ら建てた記念碑で ,そ の観測

の派遣隊長が建てたということにおいては, ここ

がただ一 つの重要なものであるわけなんです。

これの文献などについては田代庄三郎 とい う人

が書いたものがあります。この人は明治 24年か

ら 44年まで東京天文台に勤めておって,そ れか

ら一旦やめて,大正の末から昭和 11年までまた

東京天文台に勤めておった人です。 ょく日食の観

沢」に行った人で ,私 もちょっ と知 っておるんです

けれ ども,そ の間のブランク時代を,こ の長崎の

大浦報時所に勤めておった人なんです。その人が

大正の末に ,今から 50年位前ですね,こ んな調

査 をしたのを天文 月報 (8巻,3月 号,141頁 ,

1916)と ぃ う学術雑誌に載せておるんですね。

その人も碑文は書いてますけれ ども,こ のフラン

ス語の碑文の方は,すでに明治 10年に県庁の野

口 とい う事務官 がフランス人に依頼 して書取 らせ

た ものを使ってぃます 。これの完壁なる碑文はフ

ラ ンスの本国にらやん と保存してあるんですか ら

・…3そ れが今,配 ったこれなんです。 (第 1図 )

それですから, これがそっくりここに書いてあ

るわけじやないんで,こ れ も摩滅 してわからない

けれども,フ ランスではらゃんと,こ うい うふ う

に碑文がわかってい るけれ ども,日 本語の方はど

こを探 しても,こ の×印になっている部分が どう

して もわか らないんですね。それで,東京天文台

報に斉藤国治 という教授 一― もっとも今年定年で

やめましたけれども一― その人がぃろぃろ,横浜

神戸,長崎 と数年間にわたって調査 しています。

こうい うものはやは り,や る人がなければ自然 と

散逸 してしまってな くなるわけでしょう。まあ ,

そこでまっ先に長崎の県立図書館に行ったわけで

す。 ところがここは文化的に ものすごく保存が大

切にで きておるんですね。全 くびっ くりする位 ,

昔の新聞の「東洋 日の出新聞」 とか,長崎におる

居留民た らのための英語で書ぃた新聞とか,そ う

い うものが,も のす ごく完壁に保存されておるの

で,斉藤君 も僕 もちょっとびっくりして帰って来

たんですけれども,そ この石田さん とぃ う係長の

人が丁寧に見せて くれたわけです 。
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それは明治 7年の今の観測につぃての記事です

ね。参考のためにぃぃます と,そ の 2年 前の明治

5年 にも日食があったわけですねЭその音の日本

の日食の調査 もやろうとして,こ の斉藤君が来た

ことあります。まあ今日でいえば, 2年 前と今と

では出版界の事情はあま り変わ らないでしよう。

ところが明治 5年 と明治 7年では大違いなんです。

明治 5年のときは日食の記事を調べたんですけれ

ども,ま あ,新 聞の日付がところどころとんでお

って,丁 度まあ,運 が悪 くて日食のときの記事は

なくて,そ の日付の新聞 はな くて残念に思 って帰

ったわけです。それ以外は, この明治 7年の記事

はここに完壁に揃 っておるわけですね。東大に新

聞研究所とい うのがあって,明治時代からの新聞

をぜんぶ揃えてあるんですけれ ども,そ こにない

新聞で もここではらゃんと存在しておるとい う,

まあメト常に貴重 なもの となっておつてですね。ま

あ何ぶん古い もんですから新聞め くるに も, もう

ボロボロにならないように丁寧にめくらないと,

すみが らょっと切れた りするような状態です。ま

あ,貴重な文イヒ財ですから十分保存 しておく必要

があると思 うんですね。

そこで,最初話をまとめるつ もりでいましたけれ

ど非常に散慢になってしま うんですけれども,さ

み
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第 1図  金星観測記念碑の碑文 (斉藤国治 による )
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第 2図  ∴金 星観測記念碑 (史跡 )

っきの田代さんの調査によってですね。 ここの金

比羅山の頂上が 366%で , ここが天狗山とか鳥

帽子岳ですか といっておるのが, ここは 280%

だそうですね。 (第 2図 )

そ こに老松ですか,老いた松が一本立 ってその

脇にあるとぃいまして,私 も2,3年前ここに数回

登 ったんですけど,そ の松がなくておか しい と思

ったら,松の切 り株がす ぐ, ここの側に残ってお

りました。

そこから東, 15間 (約 27解 )の ところにレ

ンガの観測台 があったと記事に載ってお りますけ

れ ども,そ の辺の灌木や薮の中を探しま したけれ

ども, どこにもありませんでしたね。

それから,こ れが正面は真南に面しているとな

ってお りますね。それで クリノメーターを持 って

来 て測ったんです。長崎では げくらい地磁気の偏

角が傾いていますから,それを直すと大体 f位 の

正確 さをもつて真南に向いてお りますね。

日面経過の図面がまた非常に正確なんですね。

これがこういう石のところにただ漠然 と亥Jっ たと

い う感 じを受けますけれ ども,そ うじゃないんで

すね。

(第 1図 の頂点付近の○の黒点が日面経過中の

金星 )

これはものすごい正確な図をかいてあるんです。

そこで配っていただ きました正面のが,(第 1図

の南面 )こ こに金星の観測をした。 1874年 1

2月 9日 でフランス天文委員会ですね。コ ミッシ

ヨンの略で COMMONと 書いてあ りますね。 ジ

ャンサン,パ リ, チーフとぃ うのは委員長で しょ

うね。科学 アカデミー,それからチッセランド,

ビカード, アレンツ,この人は写真をやったんだ

そうですね。この派遣委員,そ れか ら北緯 ,パ リ

か ら東へ,こ こへ書いてないのは,ど うい うわけ

か とい うと, フランスヘ帰 ってよく調査 して,値

が決ったら書きこむ予定で残 してあるわけですね。

それがそのままになつてお りますけれども, こう

ぃ うふ うになつておると,ま あそ こで フランスの

は,こ の通 リフランス政府にょって実施された。

デュマ~ス ですね。これは委員長の名前ですね。

それから,こ ららの方の日本名の ジャンサン
,

チスラン, ビカール, アランッと書いがあるよう

ですけど,西側の方のがですね,西歴 1874年

…そのあとが いょつと読めないんです。

そ うい うふ うなことで, これは貴重な資料であ

るとい うことがわか りましたので,今か ら 15年

前位 , さっき言 ったように県の史跡保存ですか ,

貴重文イヒ財となつて……それで今日に至 ってお る

わけですね。

それで,ついでにダビッ ドソンの星取山の方は

ですね。記事は何せ,人伝てによってはレンガで

造 つた台座が残 っておったとい う昔 の人がおつた

んだそうです。それで調査に行 ったんですけれど

も,そ こには今日, レンガをくっつけたそ うで,

セメン トの付着 した レンガが数個見つかっただけ
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で,あ とは跡形 もな くなっているわけです。その

星取山の方は幾多の変遷をしま して,無線の中継

所になった り,戦時中は海軍の砲台を二つのせて

おったとぃう。そ うい うふうなことで道路 も舗装

されてすっか り変貌 しておりま して,今 日残って

いるのはここがたつた―つであると…。

そ こで,も う長崎は何 といっても文イヒの発祥地

ですか ら,無線中継はすでに梅香崎中学ですか,

そこに基地があってそこから上海とウラジォス ト

ックに無線の海咬ケーブルが通っていたというこ

とは確からしいですね。

それから,今の勝山」ヽ学校ですか,そ の辺を堀

ったところ,や は り無線を中継 した石が出て来た

とい うことで,そ れが県立図書館にも保存されて

います。 うい うことで, このような貴重な文イヒ

財はぜひ永久に保存 したぃ とぃ うことが痛 切に感

じるわけです。

ただ,さ っきぃぃましたようにですね,こ この

社務所が原爆で半分こわされてですね, 日記があ

つたそ うですね。それが雨 9風で紙がとけたり,

風で飛んだ りしてなにもなくなつているそ うです

ね。少な くとも原爆前に もっとよく調査しておっ

たら貴重な文献があったと思 うのです。

この石がどこか ら運んで来たか, らよっとぜん

ぜん記録がないそ うですね。これだけのものをで

すね。そこで自い苔や緑の苔がだんだん生えて来

ましてですね ,何石か私には分か りませんので,

あとで皆さんに聞いてみたぃと思っておるんです。

ただヒビ割れとか,こ う横にかすったような傷が

あるんですね。まあ,そ れもはじめ正面か南向い

てぃたのが ピくらぃま わゞったか。それから,あ の,

らょっと欠けてるようなものが一原爆のためか ,

それは想像の域を出ませんけれ ども,ま あなって

おるわけですね。

それで,一 昨年来た時は,柵 も同もなかったん

ですけれ ども,今日では立派 な柵をめぐらして ,

こうい うふうになつておるとい うことも非常に喜

ばしい ことであろうと思います。

あと何かお話しする予定で忘れたこともあるい

はあるかもしれませんが,一応ここで,は なはだ

散慢な話で中し訳ないんですけれ ども,思ぃ出し

たことがあればつけ加えますけれ ども,一応これ

で終 りたいと思います。

(拍 手……… )

<続 い て質 疑 応 答 … …>

問 (荒生 )ま ともに晴れておれば 3時間40分

欠け るとい うことですか。

答 (佐藤 )い やぃや,こ の場合これはほ とんど

中心 は通ってないで,こ の図にもあったように

上の方 1//3ぐ らいのところを通過するのが 3

時間 45分 もかかっておるわけですね。

問 (荒生 )そ れか ら神戸 とか横浜では晴れてい

たんですか。

答 (佐藤 )神 戸は快晴だったそ うです。神戸も

フランスがやってお りますね。そこは快晴だっ

たそ うですが, こういう記念碑は建てて行かな

かつたようです。神戸のは諏訪山と摩耶山です

ね。

神戸の諏訪山といいますと,た またま,長崎

にも諏訪神社がありますか らですね,こ れで私

も辞書引いたら,諏訪 とい うのは山の麓 とい う

意味があるんだそ うですね。そこで日本全国 ,

諏訪神社とい うのがたくさんあって,それは山

の麓にあるわけ なんですね。

それで,こ れは長崎の間違いかなと最初思っ

たんです。長崎の諏訪神社の後の山じゃないか

と……。 きっとこの諏訪神社の裏手の山に記念

碑があると…。考えればここもその諏訪神社の

続 きの後の山と考えてもよぃわけです。ですけ

れ ども,偶然b神戸では諏訪 山とい うところで

観■llし ているんですね。そ うい う点をちょっと

私も迷ったんです が000。 そ うぃ うちょっと面白

いことがあるんです。



記 念講演を聞き入る参加者

問 (荒生 )最近の記念碑 とい うのは,そ うする

と,例えば,神戸とか横浜市が建てたんですか。

答 (佐藤 )そ こは,そ う注意していませんけど,

何せ写真みると,神戸のは円筒形ですね。横浜

のは平 らな,普通の何とぃいますか,平 な長い

……・行って見て来たいなあと思っていますけ ど

ですね。

何せ,こ このは一番記念碑としては貴重なも

んだと思 うんですよ。その当時の図 面 も らゃ

んと書いていますし,観測隊員 も書ぃています

からね。神戸や横浜についても帰 った らあとで

文献を調べてご返事しますけど,こ こほど有名

ではない らしいですね。

問 (鎌田 )さ きほど話がありましたパリに置い

てあるという報告書ですね。それは長崎と神戸

と横浜のをぜんぶ集めてあるんですか。

答 (佐藤 )そ うです。横浜はメキシヨだからど

うか知 りませんけれども,少 くとも神戸 と長崎

のはですね。それは斉藤君 がパリの天文台に頼

んだりしてですね。やっばし外国はみな, 日本

もそ うでしょうけれども,外国は一見何気ない

ことに も熱心ですからね,す ぐ返事よこして厖

大な資料を送ってくれたそうです。

何せ米国の人は,朝 め

しはパンとコーヒーナごけ

で観測 して,と ても終 っ

たら腹ペコになり,長崎

の市内のホテルから最上

の料理を運ばせて食べた

とい うふ うな ,そ うい う

記事が載ってお りますね。

ここの フランスのは ,

ここの社務所に一 カ月以

上滞在 しておったそ うで

すょ。その当時,パ ンが

あったかどうか知 りませ

んけ ど,食事には相当困

却した とぃ う……。それか ら観測が終 ったら大

雨が降ったそ うです。 (笑 )そ れで,そ の夜は

ぐっす りやすんだとかい う逸話があるんですね。

上野彦馬とい う人が活躍したそ うですね。そ

れだか ら,神戸や横浜では,そ うい うふうな便

宣があったか どうか疑間ですね。ここには幸い

上野彦馬がおつたから…。その人は米国の方に

加っていますけど,大活躍 したというふ うな記

事が載ってお ります。

問 (荒生 )ど うい う観測器を持 って来ておるか

わかつていますか。

答 (佐藤 )そ れ は, 8イ ンチの赤道儀など持う

て来て,それからジャンサンの発明した回転 カ

メラですね。 どうい うカメラか,私 もよく知 り

ませんけれ どね。らゃんと立派な成果を上げて

帰って行ったとい うふうなことですね。

・/cれ で日本は海軍気象台ですか, あのころは

観象台といってましたけ どですね。その練習生

とか,そ うい う人たちが福済寺で観測 した とい

うふ うなことですね。

1882年 は 日本は夜だから,ぜんぜんだめ

でしたか らね,こ の次は2004年  ヽといえば

何年位になりますかね……。昭和では…… 購ょっ



とわか りませんけど, 30年 目にある予定には

なってお りますね。

問 (鎌田 ) 今後 も観測す る価値はあるんです

か っ

答 (佐藤 )結 局,機 会 もめったにない ことだし,

水星はしよっらゅうあるんです.こ の間…とい

いましても 10年以上になりますか。水星の方

は明け方とか 日没かで,あ ま り条件がょ くない

のであま りやつていないんですけど,金星の方

はですね。金星の大気の状態とか,地球と太陽

の距離を測定す るとかそ うい うことのために…。

司会 (丸山 )外に何かございませんか。今日は大

へん興味深い話を聞かせていただきまして,私

たらも何気なく金比羅 山に登っていたんですけ

れども,こ うい う佐藤先生の話を聞かせて頂け

ば,そ うい う記念碑があって,そ うい う時代も

あったんだなぁと思いながら,今後は金比羅山

に来たい ものだと思 っています。

どうもあ りがとうご

ざいました。

(1自藤 )ど ういたしま

して,こ れ く らいに

してお くのが,ち ょ う

どよぃと思 うんですね。

かえって自然のままで

あれを残して。これで

例えば話はちよっとこ

このことじゃなくなる

んですけど,あ の福岡

市の元寇防塁がありま

すですね。 40年位前

までは…9神社をつ く

金星観測 l

った り屋根をつくった り…。

あま りこれは宣伝 しす ぎると, ヒッかいたり,

落書きされた りすると困るので,こ れ位が丁度

よぃ と思 うんです。

これについては長崎市史ですか,市の歴史に

もかな り重要な文献が残っているそ うです。田

代とい う人と斉藤とい う人の報告で一応この調

査事業はケリがついた。一段落ですか,ついた

と思 うんです。

これはまた, 100年 とい うのがらょうどょ

いと思 うんですね。 50年 では近す ぎるし,200

年だと遠す ぎるし,そ のころになるとこれも摩

滅するだろうしです ね。人の興味もなくなるだ

ろ うしですね。

らょうど 100年にあたったわけです。われ

われはですね。そうい う点,非常に面白いと思

うんですね。

(拍  手 )

00年記念に集った長崎県地学会会員
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