
長崎県地学会誌 第61号 (1997)

長崎県地学会会長  鎌田 泰彦

長崎県地学会では、定例の「日曜地質巡検会」を年間に 5回程度を開催 し、平成 8

年度末までに172回 実施 しました。これらの地質巡検会は、ほとんどが長崎県の本土

地域で行われたものです。

初めての海外の地質巡検会は、昭和54年 8月 11～ 16日 に大韓民国で実施 し、江原道

を訪れました。日本では経験できないPre_Cambrianの 片麻岩、Cambro― Ordovicianの

三葉虫や筆石化石の採集など、貴重な体験ができました。参加者は21名 でした。

第 2回 目は、平成 3年 8月 17～ 22日 にハワイを訪れ、「ハワイ式火山活動」の地質

巡検を実施 しました。参加者は、会員とその家族の31名 でした。ハワイ島ではキラウ

エア火口や黒砂海岸の視察、マウナ 0ケ ア (4,206m)の登頂、マウイ島ではハレア

カラの火山地形の見学、オアフ島ではダイアモンドヘッドの登頂などを体験 しました。

今回の台湾地質巡検会は、平成 8年 12月 25～ 30日 の 5泊 6日 の日程で行われました。

参加者は17名 で、家族同伴は4組でした。台湾の研修旅行の計画を進める際には、宮

城教育大学の増田孝一郎名誉教授 より、終始ご指導を賜 りました。増田教授は、新生

代のイタヤガイ科の貝化石の研究者として、内外に知られた古生物学者です。宮城教

育大学を退官後には、台湾大学に招聘されて客員教授 となられ、台北で研究活動をし

ておられました。とくに、見学地の選定にあたっては、貴重な情報と提案をお示 し下

され、実行委員会は大船に乗った気持で計画を進めることができました。ここに、紙

面を借 りて、改めて先生に御礼申し上げますcま た、筑波大学地球科学系の小笠原憲

四郎教授のご指導によって作成された「台湾地質巡検ガイドブック」の提供も受け、

非常に参考になったことにも感謝 してお ります。

本海外研修を実施するにあたり、計画段階から実施段階まで、直接お世話をして頂

いた実行委員会の石川直衛副会長と小田忠昭理事 (代表)や、東急観光長崎支店添乗

員の西山喜久男さんには厚 く御礼申し上げます。また、現地では、日邦旅行社有限公

司ガイドの呉鴻裕さんには、連日、懇切丁寧なお世話をして頂 くとともに、台湾の歴

史や現状についても、流暢な日本語で詳 しく解説 して頂 き、その真摯な態度には、終

始頭の下がる思いで一杯でした。ここに、併せて深 く感謝致す次第です。

最後になりましたが、資料を作成されながら、都合で参加できなかった松尾司会員

と、本会事務局で御連絡をとって下さつた近藤寛事務局長に厚 く御礼申し上げます。

頭  言巻
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台湾地質巡検会日程表 (予定)  二二冴彎
――――→汽 車

日次 月 日 程 表行 ,白宿

12

/
25
(/10

福岡空港集合,福岡空港発 EL-2101便 ――――――→

10三 〇〇       11 :40

中正国際空港着、専用バスにて台北市へ=→〉忠烈祠観光 ,

13:00            14:00              15:00

国立故宮博物院にて中華芸術国宝巡 り
17:00

萬里長城 レス トランにて夕食 (バ ーベキュー)=⇒ 台北泊
18三 30

子〕ゴヒ
美麗華大飯店
TAIPEI

NIIRAMAR
(民 権東路三段 2

号 )

TEL02-5053456

12

/
26
(利

ホテルにて朝食,台北ホテル発=⇒苗栗,貝化石採集=→〉

7 :00         8 :00            10:00

中国石油地質展示場見学=⇒鵜家荘 レス トランにて昼食
11 三30          12三 〇〇

=⇒〉国姓・中新統見学=→〉日月渾,ホ テル着
16三 〇〇    17三 〇〇         17三 30

日月1軍

涵碧楼大飯店
エヴァグリーン

ホテル

(中 興路142号 )

TEL049-855311

12

/
27
(金

ホテルにて朝食,日 月渾ホテル発
―

日月渾
―7 :00          9 :00            10:00

九族文化村見学

―

哺里木生昆虫館見学  ~―
10:35  11 三 10         11 :30     12三 10

九族文化村 レス トランにて昼食

谷関,谷関付近植生地形見学=⇒ホテル着
15:00              16:00     16:30

谷関

龍谷大飯店
(東 関 路 一 段 138

号 )

TEL04-5951325

4

12

/
28
1■

_)

東西横断公路経由
ホテルにて朝食,ホ テル発

7 :30       8 三〇〇

―
梨山===⇒ 天祥===→ 〉大魯閣峡谷見学

―9 :30      14三 〇〇       16:00  16:30

大理石工場見学
―

花蓮・ホテル着
17:00  17:30          18:00

花蓮

海濱大飯店
TEL038-224621

12

/
29
(日 )

7 :40 8 :02
ホテルにて朝食,ホ テル発

7 :00

特急 (自 強号#1064)列 車

花蓮駅着,発

八堵駅着,八堵駅発===⇒
10:36

基隆
―

野柳岬見学 美観園レス トランにて昼食=⇒
ll :30     12三  10

大屯山,火山見学
―

台北市観光,線統府,龍山寺=⇒
14:00    14三 30

東楽 レス トランにて夕食
―

台北泊美麗華大飯店
19:30

tゴゴヒ

美麗華大飯店

TAIPEI

MIRAMAR
TEL02-5053456

12

/
30
(月 )

ホテルにて朝食,ホ テル発=⇒台北,中正空港着,発 一
7 :00       7 :30     8 :30        10:20

-一一一→福岡空港着,発=⇒長崎着
13三 30  14三 30
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