
昭和 63年度 長崎県地学会 日曜地質巡検会記事

第137回 昭和63年 9月 25日

テーマ :長崎市茂木町南部海岸の地質

コース :茂木バス停―茂木植物化石産地 (天然記念物)一小立石一宮招一千々

(ち ぢ)

世話人 :鎌田泰彦 (長崎大)・ 勝 幸八 (長崎北高)

参加者 :西村 進 有永義光 勝 幸八 松本由一 石川直衛 鎌田泰彦

(高校生 1名) 7名

第 138回  昭和 63年 10月 16日

テーマ :多良岳西麓の滝めぐり

コース :大村駅―山田ノ滝一裏見ノ滝一野岳堤池一竜頭泉

世話人 :小柳孝夫 (大村高)0山 口修弘 (大村高)

参加者 :林礼次郎 小柳孝夫 永藤哲哉 鶴田勝也 阪口和則 高嶺忠彦

鴨川信行 渡辺博光 山口修弘 西村 進 小林 茂 原田米一

鎌田泰彦 川下敏雄 高原幸一 山本潤治

(一般 2名 ,小学生 1名) 19名

第 139回 平成元年 3月 21日 (春分の 日)

テーマ :長崎市「市民の森」の地質

コース :田上一唐八景一市民の森一小ヶ倉水源池

世話人 :鶴田勝也 (長崎南高)

参加者 :伊丹洋太郎 石川直衛 原田米一 白石成美 川下敏之 布袋 厚

鶴田勝也 山本典子 鎌田泰彦

(一般 6名 ,大学生 3名 ,小学生 3名 ) 21名
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