
長崎県地学会誌 第54号 14-18(1992)

長崎県地学会創立30周年記念大会

会長挨拶 長崎県地学会30年の回顧

昭和36年 9月 24日 に発足した長崎県地学会は

本年をもって創立30周 年の記念すべき年を迎え

ることができました。これも,ひ とえに延べ

500余 名に及ぶ会員の皆様方の,長い間に賜っ

た絶大なご支援 。ご協力によるもので,衷心よ

り深く感謝申し上げたいと存 じます。

本会の創立10周年の昭和46年の頃は,地学会

の行事もすっかり定着した上,高等学校におけ

る地学の履修が最も円熟 した時期であったと思

います。その成果として,10年間続けてきた日

曜地質巡検会記事を基にして,「長崎県の地学

一日曜巡検ガイ ドブック」を刊行するまでにな

りました。この本は,長崎県内50,県外 3ヶ 所

の地質案内をまとめたもので,高校地学の副読

本としても使用されたため,3,000部づつ 3回

にわたって合計9,000部を印刷するほどの売行

きでした。その後もたびたび再版の発行の話が

持ち上がりましたが,露頭の状態もすっかり変

わった所が多く,廃刊になりました。しかし,

一方では,地域開発や道路の整備などで露出す

る地質現象を記録として残そうと,昭和50年 に

は,会員有志で「長崎県の新露頭の研究」の共

同調査を,行ったこともありました。

年間 5～ 6回実施してきた「日曜地質巡検会」

は,創立当時からの本会の主要行事ですが,昭

和54年 には第100回記念の巡検会を七釜鍾乳洞

(国指定天然記念物)で実施 し,75名 の参加者

がありました。この年の 8月 には,初めての海

外研修旅行として大韓民国の 6日 間の地質巡検

を行い,21名 の会員が参加 しました。第 2回の

海外研修旅行としては,平成 3年 8月 にハワイ

鎌  田  泰  彦 (長崎大学名誉教授)

諸島の 6日 間の地質巡検を行いました。この時

は,年齢 5歳から78歳 までの31名の参加者があ

りました。この巡検のハイライ トは,ハ ワイ島

のマウナ・ケア (4,207m)の登頂でした。

総会・研究発表会・討論会などは,殆ど毎年

行われていますが,昭和43年からは,大学や研

究所の専門家を招いて特別講演をお願いして,

最新の地学情報に接する機会としております。

講師の中には,後に国立大学の学長になられた

高橋良平先生 (九州大学)。 早坂祥三先生 (鹿

児島大学)や,現在雲仙・普賢岳の噴火活動の

観測と災害防止の指導で,大変ご苦労されてお

られる太田一也・清水 洋両先生なども含まれ

ております。

本会の定期刊行物は「長崎県地学会誌」であ

り,平成 3年までに第53号 まで刊行しました。

内容は主に会員の投稿による研究報告ですが ,

特集号として,「海外研修旅行」(大韓民国・ハ

ワイ)や 「7.23長崎豪雨災害」を刊行したこ

ともあります。また,創刊号から第 7号までに,

地域別の「長崎県地学文献目録 (地質の部)」

を掲載しましたが,第 31号以降は地学文献を抄

録 し,「 NESA Abstract」 として連載 して,

第51号 までに100編 を収録することができまし

た。

会務報告や会員の消息などの記事を盛った情

報誌として,昭和46年 に「NESAそ くほう」

が創刊され,一貫 して石川直衛副会長を中心に

編集・発行が遂行され,今回第80号が発行され

た所です。
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長崎県地学会30年史 (年表)

鎌 田 泰 彦 編

昭和36年 (1961)                  藤田 光 (長崎南高):地理・地学の比

9月 26日 長崎県地学会創立 (発起人12名 )      較 (高校)一地形の部一

会長 :佐藤隆夫 ;副会長 :一瀬 亘       堀口承明 (長崎南高):地理・地学の比

10月 1日  第 1回 日曜地質巡検会(東長崎町      較 (高校)一気象の部―

矢上)                     藤田健一 (諫早高):物理と地学との境

昭和37年 (1962)                   界領域 (高校)

12月 10日  長崎県地学会誌第 1号創刊        丸山稜人 (長崎市西泊中):中学校にお

(会員数64名 )                  ける理科(地学)お よび社会科 (地理)

昭和38年 (1963)                   の共通点と相違点

6月 16日  昭和38年度総会          昭和43年 (1968)

〈名誉会員推薦〉              6月 23日 昭和43年度総会・講演会 (参加者

外山二郎 (長崎大学教授)         77名 )

野田光雄 (九州大学教授)         〈特別講演〉 松下久道 (九州大学理学部教
1        

松下久道 (九州大学教授)          授):長崎県西彼杵海底炭田
卜     〈討論会〉 長崎県における地学教育の諸問    〈討論会〉 長崎県のおける地学現象の特性

題 司会 :石井哲夫              司会 :鎌田泰彦・丸山稜人

昭和39年 (1964)               昭和44年 (1969)

8月 7月 8～ 10日               10月 4日  会 長 :一瀬 亘 ;

〈県外地質巡検〉 球磨川流域          副会長 :石井哲夫・鎌田泰彦

(参加者17名 )         昭和46年 (1971)

〉   昭和40年 (1965)                4月 12日 「NESAそ くほう」倉J立

4月 1日  会 長 :一瀬 亘 ;         (編 集 0印刷・発行人 :石川直衛)

副会長 :鎌田泰彦              11月 7日 創立10周年記念大会

昭和41年 (1966)                 (於 :諫早高校)(参加者56名 )

9月 18日  創立 5周年記念大会          〈特別講演〉 野田光雄(九州大学名誉教授)

(於 :大村高校)               :日 本最古の基盤岩を探る

|     〈特別講演〉                 〈海外報告〉 鎌田泰彦 (長崎大学)

外山二郎 (長崎大学教養部):鉱物教育     :ア メリカ西部地質の旅

よもやまばなし              く討論会〉 70年代後半の長崎県地学会はど

田中大三 (大村市教委):西ヨーロッパ     うあるべきか

の地理的考察の概況報告           司会 :荒木員壽男・田島俊彦

林 徳衛 (芦辺町田河小):欧米見学記     「長崎県の地学」一日曜巡検ガイ ドブッ

〈討論会〉 地学と地理学との境界          クー初版発行 (3,000部 )

司会 :小林 茂・堀口承明        昭和47年 (1972)

〈討議資料説明〉              4月 1日 「長崎県の地学」一日曜巡検ガイ

小林 茂 (佐世保北高):地学と地理学    ドブックー再版発行 (3,000部 )

との境界 (高校)           11月 30日 「倉1立 10周年記念号 (会誌第18号 )
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鎌 田 泰

発刊

昭和48年 (1973)

3月 1日 「長崎県の地学」一日曜巡検ガイ

ドブックー三版発行(3,000部 )

3月 31日 「一瀬 亘会長喜寿記念号」

(会誌第19号 )発刊

6月 17日  一瀬 亘会長喜寿祝賀記念会 (於

:長崎県教育センター)(参加者30名 )

〈記念講演〉 田畑七郎 (長崎海洋気象台測

候課):地震・気象からみた長崎県の特

性

〈祝賀懇親会〉 於 :梅 ヶ枝荘 (大村城址)

(参加者28名 )

7月 17日

〈レイメント博士特別講演会〉

於 :長崎ハイツホテル

Dro R.A.Reyment(ウ プサラ大学)

:南大西洋の開き始めの時期

日召ホロ49有三(1974)

12月 8日  金星日面通過観測100年記念講演

会 於 :金比羅山金星観測碑前広場 (参加

者18名 )

〈記念講演〉 佐藤隆夫 (長崎大学教授):

金比羅山の金星観測について

昭和50年 (19了 5)

1月 31日 「金星日面通過観測100年記念号」

(会誌第22号 )発刊

5月 10日 「長崎県下の新露頭の研究」特集

号 (会誌第23号 )発刊

6月 22日 昭和50年度総会 。講演会

〈特別講演〉 太田一也 (九州大学理学部

付属島原火山観測所):雲仙火山の温泉

会長 :一瀬 亘 ;副会長 :石井哲夫
0小林 茂・鎌田泰彦

昭和51年 (1976)

6月 19日 ～20日 創立15周年記念大会 於 :

九州地区国立大学共同研修センター)(参

加者45名 )

〈記念スピーチ〉

外山二郎 (長崎大学名誉教授)

野田光雄 (九州大学名誉教授)

松下久道 (九州大学名誉教授)

彦 (編 )

〈特別講演〉 波多江信廣 (鹿児島大学名誉

教授・応用地質事務所顧問):大村湾を

中心とする地域の地質構造発達史

〈座談会〉 (夜問集会)九州古第二紀層の

層序 〈集成復刻版〉刊行記念 「長尾 巧

先生の業績をしのぶ」 司会 :鎌 田泰彦

(参加者34名 )

〈名誉会員推挙〉 佐藤隆夫 (長崎大学名誉

教授)

昭和52年 (19了 7)

1月 25日 「創立15周年記念号」(会誌第26号 )

発刊

6月 19日  昭和52年度総会・講演会 (参加者

33名 )

〈特別講演〉 井上尚文 (水産庁西海区水産

研究所海洋部):東シナ海の海況特性

昭和53年 (1978)

6月 25日 昭和53年度総会・講演会

(参加者38名 )

〈特別講演〉 海外地質事情紹介

田回 満 (佐賀県教育センター)

:韓国の地質巡検

早坂祥三 (鹿児島大学理学部)

:台湾の地質について

7月 15日 「海外旅行特集号」(会誌第28号 )

発刊

12月 25日 「石井哲夫副会長追悼号」

(会誌29号)発刊

日召不口54書三(1979)

4月 1日  会 長 :小林 茂 ;

副会長 :西村 進・鎌田泰彦

4月 29日  日曜地質巡検会第100回記念特別

講演会(於 :七釜鍾乳洞観光センター)(参

会者75名 )

〈特別講演〉 石島 渉(立教大学名誉教授)

:石灰藻化石の分類・生態及び地質学的

意義

8月 11～ 16日  第 1回海外地質巡検会 (大韓

民国)(参加者21名 )現地指導 :元 鐘寛

教授 (建国大学校文理科大学地質学科)

9月 24日 韓国地質巡検報告会 (昭和54年度

室内研究会)(参加者58名 )
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長崎県地学会30年 史 (年表)

10月 21日  ノルデンショル ド茂木植物化石発     :イ ンドネシア・ジャワ島の生層序学的

見100年記念特別地質巡検会 於 :長崎市     研究

茂木町白岩海岸              昭和57年 (1982)

〈特別講演〉 田中敏朗 (高島高校):1879   6月 20日  昭和57年度総会・研究発表会・室

年10月 のノルデンショル ドの長崎来訪     内研究会 (参加者39名 )

10月 30日  第100回 日曜地質巡検会記念特集    〈研究発表〉 5題

号」(会誌第31号)発刊 抄録 (NESA    〈講座〉 荒生公雄 (長崎大・教育):黄砂

Abstract)開 始 (会誌第31号)         の気象学

口召禾口55奪三(1980)                        日召不口58奪三(1983)

3月 30日 「第 1回海外地質巡検(大韓民国)  6月 26日 昭和58年度総会・特別講演会・討

特集号」(会誌第32号 )発刊          論会 (参加者73名 )

6月 29日  昭和55年度総会・研究発表会 (参    〈特別講演〉 太田一也 (九州大学理学部附

加者52名 )                  属島原火山観測所):ハ ワイ 0ア イスラ

〈研究発表〉 9題                ンドの火山の旅

〈シンポジウム〉 学習指導要領改訂にとも   〈討論会〉 地学的に見た 7・ 23長崎大水害

なう地学教育上の諸問題           〈基調講演〉

司会 :荒木員壽男・藤田 光          1.鎌 田泰彦 (長崎大・教育):長崎大

〈基調講演〉                   水害の概要

堀□承明 (長崎県教育センター):新 し     2.荒 生公雄 (長崎大・教育):長崎豪

い教育課程                  雨の降水特性

吉岡一男 (長崎市横尾小):小学校の立     3。 松下繁雄 :1982年 7月 23日 長崎災害

場から                    に対する地学的見解 (プ リント配布)

鴨川信行 (長崎市式見中):中学校の立    〈海外報告〉 松本直弥 (藤永地建):1983.

場から                   6。 Hイ ンドネシア皆既日食観測に参加

小田忠昭 (長崎西高校):高等学校の立     して

場から                         日召和59奪三(1984)

昭和56年 (1981)                6月 24日 昭和59年度総会・研究発表会 (参

6月 28日 昭和56年度総会 0室内研究会      加者47名 )

〈討論会〉 倉J立20周年記念行事について/   〈研究発表〉 4題

今後の地学会に期待するもの         く特別講演〉 早坂祥三(鹿児島大学理学部)

司会 :堀口承明 (長崎県教育センター)     :フ ィリピン及びフィジーにおけるオウ

〈室内研究会〉 化石の取り扱い法         ムガイ 0屹
“
ιιιじs ροれριιι

“
sL。 )自 生

指導 :鎌田泰彦 (長崎大・教育)        海域の生態環境調査

会長 :鎌田泰彦 ;副会長 :西村 進・栄   6月 30日 「7・ 23長崎豪雨災害特集号」(会

岩吉郎 0石川直衛             誌第39・ 40号 )

9月 5日 「NESAそ くほう」第50号発行    8月 24～ 28日 津波見脊椎動物化石層発掘

11月 3日 創立20周年記念大会・研究発表会    (参 加者延194名 )

(参加者85名 )20年会員表彰 (21名 )    昭和60年 (1985)

〈研究発表〉 10題              6月 23日 昭和60年度総会・研究発表会 (参

〈特別講演〉 久保寺 章(阿蘇火山研究所)   加者62名 )

:長崎県の地震について           く研究発表〉 6題

〈海外報告〉 松岡敷充 (長崎大学教養部)    〈特別講演〉 高橋良平 (九州大学理学部)
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鎌 田 泰 彦 (編 )

:「石炭亡国論」の中で           10月 31日 「長崎県地学会誌」第50号発行

昭和61年 (1986)                H月 26日 平成元年度総会・研究発表会 研

11月 3日 創立25周年記念大会(参加者46名)   究発表 4題 (参加者43名 )

〈名誉会員推挙〉 高橋良平(九州大学学長)   〈研究発表〉 5題

〈記念講演〉                 〈特別講演〉 渡辺 潔 (佐賀大学農学部)

荒生公雄 (長崎大学教育部):夏のアラ     :有 明海湾奥部の干拓について

スカとオーロラ (ア ラスカ大学制作ビ   〈海外報告〉 迎 満康 (佐世保北高校):

デオ「オーロラ」放映)           キナバル山の自然―マレーシア,ボルネ

松尾秀邦 (愛媛大学理学部):対馬とイ     オ島,サバ州 (標高4101m)

チョウーイチョウの自生地は天目山地  平成 2年 (1990)

のみか?                7月 8日  平成 2年度総会・研究発表会 参

昭和62年 (1987)                 加者43名

6月 28日 昭和62年度総会・研究発表会 (参    〈研究発表〉 10題

加者77名 )                  〈特別講演〉 清水 洋 (九州大学島原地震

〈研究発表〉 9題                火山観測所):南極・エレバス火山の国

〈特別講演〉 尾池和夫 (京都大学防災研究     際共同観測

所):東アジアの地震活動        平成 3年 (1991)

〈海外報告〉 松岡敷充 (長崎大学教養部)   8月 17日 ～22日 第 2回海外地質巡検会 (ハ

:カ ナディアンロッキーと石油・恐竜の    ワイ)(参加者31名 )

街一カルガリーで過ごした一年       10月 20日 創立30周 年記念大会・平成 3年度

会長 :鎌田泰彦 ;副会長 :栄岩吉郎・石    総会 (参加者61名 )30年会員表彰(20名 )

川直衛                  〈海外報告〉 石川直衛・山口修弘 。高嶺忠

〈名誉理事推挙〉 月ヽ林 茂 。西村 進       彦・原田米一 :第 2回長崎県地学会研修

昭和63年 (1988)                  旅行「ハワイ地質巡検会」

6月 19日  昭和63年度総会・研究発表会 (参    〈特別講演〉 宮地六美 (九州大学教養部)

加者54名 )                   :火 砕流について

く研究発表〉 6題               〈討論会〉「私と長崎県地学会一今後の地

〈特別講演〉 坂上 務(九州大学名誉教授)    学会に望むもの」司会 :堀 口承明 (長崎

:地球から宇宙へ              県教育センター)0西村暉希 (猶興館高

〈海外報告〉 岩尾雄四郎 (佐賀大学理工学     校)

部):最近の東南アジアの応用地質学的    〈基調講演〉 (話題提供)荒木員壽男 (長

事情                    崎市)・ 阪口和則 (大村高校)。 長濱伸也

平成元年 (1989)                  (藤 永地建)
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長崎県地学会誌 第54号 19-21(1992)

討論会 私と長崎県地学会

長崎県地学会が創立される数年前のころから

ですが,私は長崎市内の小学校勤務のかたわら,

市立児童科学館の指導員を兼任しておりました。

当時,児童科学館は児童生徒を主対象として,

その直接参加活動を中心とした行事を数多く企

画し,総力を挙げてこれを推進 していたのでご

ざいます。

春の海浜生物観察会に始まって春夏秋の植物

・昆虫観察会,秋の地学・天体観察会等々,年
間を通 して開催され,多 くの保護者・先生方を

加えて誠に盛会でありました。

世の中全体が身近かな自然環境に対 して,科
学的な興味・関心を向けつつあった時期でもあ

り,科学館のこうした取り組みは一層,児童生

徒と児童科学館とのつながりを深めていったの

であります。

そういう状況の中で,私は県産鉱物の蒐集と

展示に取りかかりました。

当時,科学館に収蔵 している地学標本は,標

本製作会社から一括購入した岩石標本と鉱物標

本の 2セ ットだけでありました。

児童生徒の意欲や興味・関心が高まり,児童

科学館と子どもたちとのつながりが深まるにつ

け,私は何としても早く県産鉱物の蒐集・展示

をと急ぎました。

「児童科学館に行けば,いつでも県産鉱物が

見られる。名前が分かる」というように標本を

整備するのが夢でありました。

ちょうどそういう時に,岡本要八郎先生の“長

崎県鉱物誌"が県理科教育協会によって刊行さ

れました。この時のこの出版は本県の鉱物研究

にとって計り知れない大きな意義があったと思

います。

私にとりましても,誠にありがたい機会とな

りました。岡本先生にお話を伺い,又,外山三

話題提供 今後の地学会に望むもの (1)

荒 木 員壽男 (長崎市)

郎先生には度々お励ましを頂いたりしながら,

県下のあちこちを年がら年中採集して回った次

第でございます。

児童科学館の兼任指導員の方は,10年余りも

続いた末に終りましたが,それから後は指導員

OBと して,又,長崎県地学会員の一人として,

皆さんの為めにお役に立つという気持ちで標本

の蒐集・展示を続けて参りました。

そんなわけで,その年月がそのまま私にとっ

ての地学会の年月となるのでございまして,ほ
んとにアッという間で,そ れが30年 というわけ

でございます。蒐集した標本の方から見ますと,

たったあれだけか?と いうところでございまし

て,つ くづくと,あれこれ思い出させられるわ

けであります。

いずれにいたしましても,私にとりましての

長崎県地学会は,鎌田会長先生を始めとして ,

会員諸先生方からのご指導ご援助を頂くばかり

でありまして,会に対 しては何のお役にも立た

ず,申 し訳ない思いで一杯でございます。

そういう次第でございますから,本会に対し

て私はほんとうにありがたいと心から感謝して

いるところであり,特に何かの注文などという

ものは持ち合わせておりません。これまでの本

会の歩みの通りで十分ではないかと思っており,

創立の志は, この30年間,格ぎなく高く掲げ続

けられたと誇りにしているところでございます。

私個人として思って参りましたことは,多 く

の小中学校の子どもたちに,地学の世界を通 し

て, 自らが生きていくこの環境をより広 く,よ

り深 く知る楽しさを伝えられたらなあというこ

とでありました。こういうことを通 して,子ど

もたちのよりよい人間形成に役立つ地学会で

あったら,ま た,すばらしいなあと思っている

ところでございます。
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今後の地学会に望む もの (2)

今後の地学会に望むもの (2)

長崎県地学会創立30周 年,本当におめでとう

ございます。会員の一人として, この上ない喜

びです。

始めに、この地学会の運営に当たってこられ

ました鎌田会長を始め多くの運営委員の方々の

ご苦労と, ご努力に対して心から感謝の意を表

したいと思います。本当にありがとうございま

した。

勤務地の関係から, この会の運営に十分お手

伝いできないことが多いのですが,幸運にも長

崎南高等学校に勤務できた 6年 (昭和54～59年

度)の 間だけでしたがささやかながら直接運営

に努力させて頂きましたことを喜んでおります。

仕事は,石川先生の後を受けて 「NESAそ
くほう」の発行でした。当時はまだ,肉筆の時

代でしたので石川先生の達筆と違ってものすご

い悪筆で「NESAそ くほう」をお届けするこ

とになって耳いずかしい思いをしました。後には

ワープロが使えるようになって, この点は解消

しました。

この時期は先輩石川先生と親しくおつき合い

をさせていただき楽しい思い出がいっぱいです。

いつものように運営委員会,発送作業が終わる

のが午後 8時近 くになります。その後,近 くの

店で夕食をとることが多かったように思います。

時には,そ れから流れてカラオケの訓練に励ん

だことがあります。

始めは,鎌田会長の名調子,石川副会長のシ

ブイ節回しに聞きほれていました。時に会長か

ら「阪口さん, どうです一曲」と指名されるの

が恐怖で,緊張のために身体全体に尋麻疹が吹

き出してしまうほどで,石川先生から大笑いさ

れました。そうこうするうちに,だんだん人並

みに歌えるようになってしまいました。これも

地学会のお陰のひとつと感謝 しております。

その間,い ろいろ多くのことを学ばせていた

だきましたが,その後の転勤で再び直接の協力

阪  口 和 則 (大村高校)

ができなくなったことが残念です。

次に今後の地学会に望むことをいくつか述べ

ます。

1「運営委員会及び会の運営」

お互いに日々の仕事に追われながらの会の運

営であるために,ややもすると会長,副会長な

どの一部の人達に仕事が集中している感じを持

ち続けていました。

地学会の将来を考えたとき,運営委員を始め

会員全体がも少 し仕事を分担しながら積極的な

協力をすることが大切があるような気がします。

2「日曜地質巡検会」

計画がいつも直前になって知らされるので,

予定が立てにくかった。

年間計画を立てて,何月はどの地区と割当を

して地区の理事に任せてはどうだろうか。

それから, 日曜地質巡検会の案内に次回の予

定も入れるようにしておけば,さ らに良いので

はないかと思います。

この30年間に,離島を除いて県内はだいたい

見て回ったことになると思いますが,参加者の

顔ぶれも大分変わってきているので,同 じ地域

を新たな視点から見直すことや,問題点の検討

なども組み込んでいくことも大切なことではな

いかと思います。

それから,年間何回かは 1日 の大部分を歩き

ながらじっくり観察するという巡検会も計画す

ることも必要ではないでしょうか。

おわりに,最近佐賀県地学同好会も組織され

月 1回の巡検会も定着 しつつあります。多良岳

など県境での合同巡検会や,相互乗り入れなど

の巡検会も計画されてもよいのではないでしょ

うか。

3「長崎県地学会誌」

長崎県地学会誌は地学会活動のひとつの顔で

あると思っています。

現在まで,会誌の編集はすべて鎌田会長にお
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今後の地学会に望むもの (3)

願いしている状態です。この高いレベルの編集  ぞれの悩みや問題点をお持ちであろうと思いま

技術を習得することは非常に難しいことだろう  す。この多彩な構成メンバーという特徴をうま

と思われますが, この技術も会員が受け継がね  く生かしていけば,地学についての知識を始め

ばならないことです。それと,会誌が定期的に  地学の果たしている役割,地学のあり方など

発行されるためには,会員からの積極的ないろ  もっと豊かな情報が期待できるのではないで

んな方面からの投稿が必要ではないでしょうか。 しょうか。このことから,地学会のいろんな場

4「多彩な構成メンバー」          面でお互いの情報交換をもっと活発にすること

本会の会員の構成はほかの学会に比べると多  は大切なことではないでしょうか。

彩であるという特徴があります。それぞれのメ   長崎県地学会の今後のますますの発展を祈念

ンバーは仕事の内容,関心も違い,同時にそれ  して以上のことを提案します。

今後の地学会に望むもの G)

永 濱 伸 也 (藤永地建)

九大の卒論では松本達郎博士のご指導のもと, 望」を4つ挙げます。

福井県手取統の層序を勉強させて頂き,大学院   ①ローカルな集まりであるが,そ れだけに地

'   では物理探査学を研究することが出来ました。    域の人達がその存在を皆知っているような

)   私の場合,高校理科では地学の授業はありませ    特色を持ちたい。

んでしたから,物理学,化学,生物学の延長線   ②単に同好会にとどまることなく,会員の学

上に大学の地質学があったように感じます。     問的,技術的な資質のレベルアップを目指

その意味で,地質学は境界領域の学問と思わ    したい。

れます。また,“地質"を冠するいろいろな学   ③小 。中学生徒の地学教育や県民への啓蒙も
)   会に於いて,専門を異にする会員の方々が殊の    図りたい。

卜    ほか多い理由は,母なる地球の営みに時間と空   ④郷土の自然環境を守り改善したい。

間の大いなるロマンを感じ,魅かれるからで   そして,以上のような願望を実現するために,

|   しょうか。そして当学会についてもやはり同様  『今後の県地学会に望むもの』として次の4つ
|   な雰囲気があるような気がいたします。     の提案をいたします。

そこで主題ですが,ま ず「当学会の特色」に   ①専門部会を設けて活性化をはかる。

ついて感じたことを列挙してみます。        (例 :一般地質部会,応用地質部会,天文

l     ①会費が安い :(可能な限りこのままで)    部会,気象部会など)

②和気需々としている :(いつまでもこのま   ②地学イベントの研究,見学旅行を行なう。

まで)                    (例 :火山噴火,ダム,地すべりなど)

③会員の構成では地質コンサルタント関係の   ③長崎県の岩石図鑑,ガイドブックの編纂

人が多い :(その割に消極的)         (山 口県の例参照)

次に,当学会がこうあって欲しい,と 言う「願   ④関連他学会行事への会員派遣と報告

)
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