
長崎県地学会 第54号 27-29(1992)

日曜地質巡検会 (平成元～ 3年度)

平成元年度 長崎県地学会 日曜地質巡検会

第140回 平成元年 (1989)5月 21日 (第 3日 曜日)

テーマ :西彼杵層群の研究

コース :大瀬戸町役場―西彼杵高校―高帆山一大瀬戸町海岸

世話人 :寺井邦久 (西彼杵高)

参加者 :6名

[雨天につき再度実施予定]

第 141回  平成元年 (1989)10月 15日 (第 3日 曜 日)

テーマ :東彼杵郡虚空蔵山の地質

コース :川棚駅前一岩屋一虚空蔵山頂

世話人 :阪 口和則 (川棚高)・ 松尾 司 (長崎西高)

参加者 :15名 (正会員14,児童 1)

1     西村 進 小林 茂 山本典子 鶴田勝也 布袋 厚 原田米一 吉田利子 白石成美

白石忠道 光武恒人 武内浩一 阪回和則 松尾 司 高嶺忠彦 鎌田泰彦

[記事 :長崎県地学会誌 第50号 39-40,1989]

平成 2年度 長崎県地学会 日曜地質巡検会

第142回 平成 2年 (1990)5月 27日 (第 4日 曜日)

テーマ :金比羅山の地質と長崎金星観測碑見学

コース :長崎東高校―砲台跡―金星観測碑―金比羅山頂上

世話人 :白 石成美 (長崎東高校)

参加者 :13名 (正会員 9,一般 2,小学生 2)

近藤 寛 近藤 豊 近藤さとみ 原田米一 西村 進 堀口承明 石川直衛 白石成美

鶴田勝也 吉田利子 松本由一 平野里子 天野千佐子

第 143回  平成 2年 (1990)9月 30日 (第 5日 曜 日)

テーマ :吉井町佐々川流域の地質

コース :吉井町公民館一河川公園 (ポ ットホール)一御橋観音一平山・樽川内石切場

世話人 :鎌田泰彦 (長崎大・教育)・ 村川勝彦 (吉井北小学校)

参加者 :14名 (正会員10,一般 1,大学生 3)

小林 茂 鶴田勝也 寺井邦久 西村暉希 村川勝彦 松本由一 原田米一 原田喜恵

西村 進 高原幸一 鎌田泰彦 木下和弥 松下太郎 木村孝之
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日曜地質巡検会 (平 成元～ 3年度 )

第 144回  平成 2年 (1990)10月 21日 (第 3日 曜 日)

テーマ :伊王島層の層序と化石              |
コース :伊王島桟橋 (船津)一大明寺一伊王島灯台一千畳敷一船津

世話人 :鎌田泰彦 (長崎大・教育)・ 山川 続 (長崎市岩屋中)

参加者 :26名 (正会員H,一般 4,大学生 1,高校生 3,中学生 1,小学生 5,幼稚園児 1)

高原幸一 西村 進 松岡敷充 松岡さやか 松岡あきと 鶴田勝也 松下太郎 伊丹洋太郎

伊丹 縫 伊丹 洋 伊丹千里 原田米一 原田喜恵 堀□承明 堀口睦美 山川 続

山川 亮 武内浩一 鎌田泰彦 伊藤詔生 伊予屋健一 岩永卓也 中野 透 増渕春夫

増渕  明  Stan stancliffe(Canada)

第 145回  平成 3年 (1991)3月 24日 (第 4日 曜 日)

テーマ :雲仙岳の噴火活動の見学

コース :県営バス雲仙営業所一仁田峠一妙見岳一仁田峠

世話人 :田 島俊彦 (有明中学校)

参加者 :16名 (正会員13,一般 1,小学生 2)

吉田利子 吉田義忠 近藤 寛 松尾泰博 田島俊彦 声原君栄 川下敏雄 川下倫平

川下竜太 高嶺忠彦 堀口承明 小柳憲二 山本典子 浦川孝弘 大石達彦 小関幸子

平成 3年度 長崎県地学会 日曜地質巡検会

第146回 平成 3年 (1991)4月 28日 (第 4日 曜日)

テーマ :呼子ノ瀬戸断層と不整合

コース :大瀬戸町役場一多以良―高帆山西海岸

世話人 :寺井邦久 (島原高校)

参加者 :9名 (正会員 7,一般 2)

小田忠昭 鎌田泰彦 寺井邦久 寺井由紀子 白石成美 武内浩一 松本由一 原田米一

原田喜恵

第 147回  平成 3年 (1991)5月 26日 (第 4日 曜 日)

テーマ :東長崎 (矢上)の第二紀層と火山岩類

コース :番所橋一矢上小学校裏―平野 (現川右岸)

世話人 :近藤 功 (長崎大学附属中)。 松本由一 (長栄ボーリング)

参加者 :H名 (正会員 9,一般 1,児童 1)

原田米一 原田喜恵 白石成美 白石忠通 小田忠昭 宮田正英 松本由一 近藤 功

鎌田泰彦
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日曜地質巡検会 (平 成元～ 3年度 )

第 148回  平成 3年 (1991)9月 22日 (第 4日 曜 日)

テーマ :長崎市新戸町周辺の地質

コース :戸町中学校前一鹿尾川ダムー小ヶ倉

世話人 :小田忠昭 (長崎商業高)・ 布袋 厚 (大浦診療所)

参加者 :10名 (正会員 7,一般 1,高校生 2)

西村 進 小田忠昭 布袋 厚 本多琢磨 鎌田泰彦 原田米一 浅岡哲人 吉田利子

松尾理嘉 田中美由紀

第 149回  平成 3年 (1991)11月 17日 (第 3日 曜 日)

テーマ :鷲尾岳の地すべり防止対策工事現場見学

集 合 :江迎町猪調免丸尾 砂防地すべり技術センター鷲尾岳事務所 (守屋忠二所長)

世話人 :鎌田泰彦 (長崎大学名誉教授)・ 永濱伸也 (藤永地建)

参加者 :15名 (正会員15)

永濱伸也 山田好之助 西村 進 阪回和則 高嶺忠彦 川原和博 高原幸一 松尾 司

衛藤政浩 古江正敏 松本由一 田島芳雄 鎌田泰彦 草野正一 川下敏雄

第 150回  平成 4年 (1992)3月 22日 (第 4日 曜 日)

テーマ :長崎市式見の不整合と火山岩類

|     コース :長崎北高校―小江一柿泊一上浦一式見―滑石

世話人 :小田忠昭 (長崎市立商高)。 近藤 寛 (長崎大・教育)

参加者 :12名 (正会員 8,一般 2,高校生 1,児童 1)

近藤 寛 増田春夫 木原秀夫 高嶺忠彦 陶山一也 永藤哲哉 永藤美樹 永藤森哉

山本典子 小田忠昭 阪口和則 原田米一

|
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