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大  田 一  也

この度,長崎県地学会は, 日出度 く創立50周年を迎えた。ご同慶の至りである.こ の間,戦後の混

乱期に,長崎大学を中核に希望と夢を持って創立に当られた先達はもとより,後継会員諸氏のご尽力

により,長崎県の地質や気象,地震,火山に関する知見は各段に増加 し,地域に根ざした地学の発展

に大きく寄与 した.そ の最大の原動力は,故鎌田泰彦長崎大学名誉教授と,先生のご薫陶を受けられ

た諸氏により連綿と続けられてきた毎年の研究発表会と,高頻度で開催されていた「日曜地質巡検会 0

長崎 ジオツアー」にあったであろう.ま た,天文分野でも,神秘的な天体の紹介や野外観察会,新星

の発見など,そ の活躍には目覚 しいものがある.そ れらの成果は,長崎県地学会誌に掲載され,学校

教育の場は勿論のこと,社会的にも,そ れぞれの時代の要請に応 じて活用され,多大な貢献をしてき

た.それらを主導されてきた歴代学会幹部の方々の並々ならぬご尽力に,深い敬意と謝意を表 したい.

本学会誌の最初の10年間を振 り返ってみると,地質学分野では,石炭県を反映 してか古第二紀層に

関するものが多かった.さ らに,創刊号には,高等学校理科に地学必須化が決定 し,そ の対応が論 じ

られている.高校地学教諭の増員は,本学会の活性化に大きく寄与 した.半世紀を経た今日,炭鉱が

消滅 し雲仙岳噴火が影響 したのか,替わって火山に関するもの, ことに火砕流堆積物に関するものが

目立 ってきたように思えるのは,か って炭鉱と火山観測に携わっていた者の欲目だろうか。他方,大
学受験策の影響か,高等学校での地学の採用校は10%に激減 しているという.幸いにして,今なお

OBの活躍も目覚 しいが,会員の減少が,学会活動へ負の影響を与えないか懸念される.

さて,先般の雲仙普賢岳噴火は,火山学的には衝撃的な新知見をもたらした.ま た,雲仙火山を含

む島原半島の地質については,そ れ以前から多 くの貴重な研究がなされていたが,噴火を契機に,県
内外の多 くの研究者から関心が寄せたれ,さ らなる調査研究や噴火に関する古記録の発見が爆発的に

進展 した.

それらの研究成果によると,雲仙火山は,数多 くの Only oneを 備えた活きた野外博物館である.

火山体を引き裂きつつ横断する雲仙地溝は,ア イスランドを除いては見当たらない.1792年の眉山大

崩壊は,誘発 した津波とあいまって,わが国最大の火山災害をもたらしたが,そ の馬蹄型の大崩壊跡

や前面に散在する流山,さ らには,新たに出現 した湧水は,間近に見 られる地学現象そのもので,山
体崩壊の標本である.ま た, これらを埋め尽 くすように市街地が発達 している風景は,他では見 られ

ない火山と社会の融合でもある.

平成噴火では,半流動性の溶岩ローブが積み重なった外成的溶岩 ドームや,固 まった溶岩塊から成

り立った破砕溶岩丘の生成過程が観察されたが,そ れらの局部的崩落による火砕流の発生が目撃され

たのも,わ が国では初めてのことであった.さ らに,小浜・ 雲仙・ 島原温泉群は,そ れぞれ泉質が違

うが,火山性温泉の生成機構を学習できる最適の火山でもある.雲仙火山には, このように活きた火

山としての魅力的な教材が数多 く備わっており,自慢すべき本学会の学習・教育活動の場である.地

学の魅力の一つとして,大いに楽 しみ活用 して頂きたい.

最近, 自然災害が続発 している.中には数百年,数千年振 りの大災害 もあった.そ れらの元凶の多

くは,単純な地球の営みであり地学的自然現象である.災害の発生は,人類が自然との共存のあり方

を理解 し,十分な対応を取 っていないことにある。これまでに知 られた地学の知識を駆使すれば,減
災や防災はかなりの程度達成できる.要は,国民への地学的知識の普及と防災意識の高揚を図ること

にあろう.そ のためにも,高等学校に地学を取 り入れ,減災や防災にも配慮 した教育を行 うことが必

要であろう.

昨今の科学技術の進歩には, 日覚 しいものがある.地学の調査 。研究手法にも恩恵を受け,更なる

発展が期待される.最近アジア航測によって開発された「赤色立体地図」 もその一っで,立体模型や
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デジタル 3次元地形図でも表現出来ない,樹木を取り払った火山微地形が描き出されている。火山で

は,小 さな火孔や溶岩流のしわ:侵食の強弱などが巧妙に浮き彫りにされていて,見るだけでも楽し

い。こういったものをいち早く教育現場に導入し,魅力ある地学教育を推進して欲 しい
.

確かめるすべは無いが, これから50年先,どのような災害が発生 し,地学教育の成果が,減災にど

の程度役立てるようになっていようか。長崎県地学会誌には,どのようなものが投稿されていようか。

時代とともに長崎県地学会の更なる発展を祈念したい.

(名誉会員)
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我が長崎県地学会との接点

いKゝ Lab バヽ 川   誠

昭和36年,長崎県地学会創立の機運が高まり,長崎大学地学教室では産 0学・官を集めて運営方針

の打ち合わせが行われていた。当時,私 は長崎県農林部耕地課に勤務 していたことから招集を受け,

地学教室で何度か打ち合わせに参加 した.因みに,私の会員番号は11番である.

折 りしも, 日本地質学会西日本支部例会が長崎大学で開催されることとなり,発会式は例会当日に

合わせて行われ,懇親会で私は「島原の子守歌」を歌 った.翌 日の地質巡検では鎌田先生のご案内で

諌早層群の代表的な分布地域を回った。

昭和37年夏, 3年半勤めた県を辞めて, 日本グラウトエ業lal(後 に日本基礎技術閉に改称)に転職

し,初めての現場は農林省発注の長崎千拓の地質調査であった.すなわち,農林省から貸与された雲

仙丸と多良丸の 2隻のボーリング船を使って,西郷一小長井間約10kmの 堤防予定線上の海上ボーリン

グによる地質調査であった◆長崎干拓はこれまで,い ろいろと目的変更をされた挙げ句,場所 も変わ

り,現在は諫早千拓として規模が1/3に 縮小され,干拓地 として完成 しているが,当時はその後の社

会情勢の変化など予想だにせず,ただ千拓堤防の地質調査に精進 していた。 しか し今にして思えば,

当時の私の成果は一体何だったのかとさえ思 う.

その後は主としてダムの地質調査を担当し,住居も福岡市に移ったため,長崎県地学会の行事には

疎遠になったが,何度か思い出したように研究発表会や日曜地質巡検に参加 していた。

時には嬉 しいことに長崎県地学会の海外巡検旅行にもお供させて頂いた。

平成 9年冬の台湾地質巡検は,中央山脈を横断する東西横貫公路の照明のない素掘 りの トンネルを

ぶっ飛ばす恐怖のバス旅行であったが,太魯閣峡谷は石灰岩の絶壁に トンネルが掘 られて昼なお暗く,

横穴から司見いた気岸にtま燕子口の名が付いた燕の巣と思われるノ
lヽ さい穴が並んで見えた.し か し,石

灰岩地域にしては鍾乳洞がないので,鎌田先生にお尋ねすると,塊状岩盤で亀裂が少ないために地下

水の流路がないからではないかと教えて頂いた.

平成12年 の秋に福岡市能古博物館主催の「写真コンクール」があり,島の風景を撮影 して運良 く入

賞 した.表彰式の場で地質博物館を作ってはと提案 した所,先ずは季刊「能古博物館だより」に何か

投稿 して下さいと言われたのが発端で,思いつくままに「地質博物館・能古島」の題で小文を書き,

12年秋～15年春にかけて連載された.

能古島の地質は,古生層の三郡変成岩,自亜紀の花商岩,福岡炭田の始まりとも言える古第二紀層 ,

更にこれらを覆う第四紀の玄武岩溶岩から成 り,多種多様な地質構成から正に地質博物館と言える.

そこで,私はこの豊かな能古島の地質について解説文を提供 していた.

この小文は鎌田先生にもお送 りしていたが,先生 も能古島に興味を持たれたのか,地質巡検第200

回記念事業として能古島の巡検を計画されることとなり,先輩の西南大学名誉教授,唐本田芳文先生

と共にその案内役を依頼されることとなった.そ こで,解説書「能古島の地質」の作成を唐木田先生

にお願いし,私は付録の写真の撮影に走り回った.

巡検当日は生憎の小雨模様であったが,港から北へと東海岸を回って古第二紀層,変成岩,花商岩 ,

ランプロファイヤー岩脈の順に見て港に戻ったが,最後に能古博物館に行き,私の提案で設置された

「天然記念物長垂産 リシア雲母」の見学をして巡査は無事終わった.

この巡検案内は私にとって,長崎県地学会に捧げたささやかなお礼奉公であったと言える.

創立50周年,継続は力であるが,その主体は鎌田先生の強い指導力と長崎県を愛する多 くの会員の

方々のたゆみない努力に支えられたものと思 う.長崎県地学会の今後益々の発展を祈 って止まない次

第である.
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「長崎県地学会と私」

榮 岩 吉 郎

今から50年以上前,高等学校理科の教育課程の中に地学 (2単位)が必修科目として採り入れられ,

自然科学教育の振興が盛んに叫ばれていた時期があつた.当時多 くの理科担当教師は,自分の専門科

目とは別に地学内容についての研究と研修に励みながら,生徒達に自然のありのままの姿に興味を持

たせつつ理解させようと努力 していた。

その頃の1963年秋,佐世保南高等学校で物理 0数学を教えていた私に,佐世保北高等学校で地学を

教えられておられた故小林茂氏から「長崎大学の鎌田教授が長崎県地学会を設立 し,毎月地質巡検を

会員と共にされているが参加 しないか」と誘われ,地学会に入会 したのが鎌田前会長をはじめとする

会員の皆様との出会いの縁の始まりであった.終戦直後の学生時代,何回か地質・鉱物の講義を受け

た記憶はあったが,宇宙物理専攻の私にとって地学会による地質巡検会での鎌田会長の指導は新鮮で

内容の深さに驚きとともに多 くのことを学ぶことができた。

その後,1965年の春に設立されたばかりの長崎県理科教育センター地学教室指導主事となり,長崎

県教育センターヘの移行後と県学校教育課指導主事時代までの10年間,鎌田前会長をはじめとする多

くの地学会会員の皆様に助けられその任を果たすことができたことを心から今もって感謝 している.

かつて,わ が国の小・中・高・大学における科学教育の研究は,文部省科学研究費による特定研究

費という組織で1968年から1976年までの 9年間にわたって研究が続けられていた.し かもその調査研

究組織は学校種別に分けないで物理・化学・生物・地学のグループは中 0高 0大学での教材教具の開

発をまとめて担当 し,初等教育グループで小学校全般を担当した,各 グループとも大学 0高校 0中学

教育関係者の混成チームであったが故に, この研究の中で,ま たはこの研究に関連 して新 しく開発さ

れたり改良された教材教具は,物理 0化学・生物・地学の各分野にわたって相当な数におよんでいた

と聞いている.こ の特定研究組織に縁あって1968年当初から中・高の地学教育とその教材教具開発の

研究グループの一員として加わることができたとき,研究する上での授業現場を持たない私に対 し地

学会会員が数多 く勤務 してこられた県立長崎南高等学校と市立茂木中学校が研究実践校として,私が

考えた指導教材教具を実際に授業に採り入れ,問題点の指摘と修正にともに智慧を絞 り続け中央での

研究発表の素案づ くりに協力 していただいたおかげで無事 9年間の研究を終えいくつかのレポー トを

完成させることができた.そ して, この特定研究組織に関わった研究者186名 の全研究成果をとりま

とめ,文部省が『文部省特定研究科学教育実験観察教材教具』として昭和53年春に刊行 した.こ の研

究を鎌田前会長をはじめすでに多 くの方々が故人となられてはいるが,お世話になったすべての皆様

に心からの感謝の意をこめてささげたい。

(こ の研究の一部 【天気図の立体モデルー地上天気図の上に,高層天気図を高さに比例 して重ね合わ

せ,立体構造を持つ天気モデルをつ くる―】が,添えられていたが紙面の関係から省略させていただ

いた。詳 しい内容は『文部省特定研究科学教育実験観察教材教具』をご覧 ください。)
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大 塚 裕 之

『光陰矢の如 じ』。長崎県地学会が創立50周年迎えたとのこと, もう既に半世紀 も経過 したのです

ね.学生時代に入会 したのが,つ い先頃だったような気がいたします。

昭和37年だったように記憶 していますが,鎌田泰彦先生から地学会への入会を薦められました.ず
いぶん昔の話なのですが,当時のことは記憶 しています。あの時は入会することの意味が良 く分から

ないままに,級友と一緒に学生会員になり,そ の後,卒業と同時に昭和38年に正会員となりました.

その後,無我夢中で50年ちかくを過ごしてまいりましたが,本稿を執筆するにあたり,本会が創立さ

れて間もない頃の事をいろいろと思い出し,感慨深いです.

地学会創立の発起人代表をなさった鎌田先生は昭和28年に東北大学から着任され,昭和35年に『第

二紀常磐炭田の軟体動物化石群の研究』で理学博士の学位を取得されましたが,同時に, この頃,先
生は御専門の第二紀層研究の一環として,矢上炭田の層序学的研究を精力的にまとめておられました.

長崎県地学会が創立された昭和36年 9月 は,長崎県下の第二紀層の研究に専念されていたその時期に

一致 します.こ の頃,私 も学友 らと一緒に,先生の情熱に引きずられるように,わずか 2年間で,長
崎県や佐賀県下の諸炭田さらに北九州の第二系を隈無 く回りました.ま た昭和36年の夏,橘行一教授

引率のもとに,『理科』の同期生と共に,『地学実習』の一環として,三菱高島鉱にあった深さ400m?
に達する竪坑の『採炭切羽』まで地中深 く降りたったのですが,当時は,ま だ石炭産業が華やかりし

頃でした。県下の火山岩類の研究が研究者の緒に就いたのも,長崎県地学会の創立期の頃ではと思い

ます.

長崎県地学会の50年の活動の歴史を振 り返 りますと,そ の活動の原点は,50年前の創立期からほと

んど揺るぎなく,長崎県内の地質巡検を中心にしっかりと繰 り広げられて来たように思います。日本

にはいくつかの県で『地学会』相当の組織がありましたが,私が知る限り,そ の多 くは,現在,活動

が衰退 したり,組織そのものが無 くなったりしています.長崎県地学会は創立50周年を迎え, この間,

地質巡検を始めとする諸活動ならびに出版活動を途切れることがなく続けられており,国内の地学会

としては,極めて稀なケースだ と思います。それしま,ひ とえに,故鎌田泰彦先生がこの会にお寄せに

なった情熱と本会を世話なさった事務局ならびに会員各位の熱意に依るところが大きく,深 く敬意を

表 します。一方, 日本の高等学校の理科では,『地学』を教科として開講 している学校はほとんど無

くなって久 しく,『地球科学』の教育基盤は極めて詭弱なものになっています。

この 3月 の東日本大震災では多 くの尊い生命と財産が失われるという未曾有の大惨事となりました

が, この大惨事が,プ レー ト変動によって引き起こされた海溝型地震および大津波であったことを,

震災後のマスコミ等による諸解説によって,初めて知 った人々も多かったことでしょう。この大惨事

を目の当たりにして, 日本列島はプレー ト変動による活発な地震 0火山活動の場であり,常に自然災

害の危険に直面 していることを,高等学校の教科『地学』で正課として,日 頃からきちんと教えるこ

との必要性を痛感いたします.

このような教科『地学』の状況下,長崎県地学会の50年にわたる弛みない活動には,一層意義深い

ものを感 じます。本地学会がこれからも益々発展 し, さらに創立100周 年をお祝い出来る日が来ます

よう祈念いたします。

平成23年 4月 27日
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｀
長崎県地学会の37年間

〃

浅 岡 哲 人

長崎県地学会50周年,お祝い申し上げます .

私が本会に入会させて頂いたのは,昭和48年の秋で した.入会の切っ掛けは,建築屋の私が,あ る

日突然に土木関係の工事監査をするようになったことでした.地学の履修はもとより,素養もなかっ

た私は,土木工事の主要資材である「安山岩」の「あ」の字すら知 らなかったのです。

入会 してみると,会員の殆どが教職関係の方で したが,「一般の人でも,地学に興味のある方なら,

入会を拒みません。」との,鎌田先生の暖かいお言葉を頂き,安堵 したものでした.

そして, 日曜巡検会で,岩石や地層に関する「耳学問」を,多 くの先生方に授かりました.そ の事

を仕事に応用させて頂き,工事監査に応用出来たのは,地学会のお陰であると,心から感謝 している

ところです.私 も,現在は高齢者 となり,巡検会 も平成14年 5月 の第198回「長与沖の二島の玄武岩

類の観察」を最後に,そ の後参加することもなく,専 ら会費要員 (?)と 監事として,会員の末席を

汚 している状況です。

本会の在籍37年間を振返って見ると,地学界を取 り巻 く環境は急変致 しました。昭和60年度の地学

会総会の特別講演において,九州大学の高橋良平先生は「石炭亡国論の中で」との演題にて「長崎県

の炭坑は,強粘結 0高 カロリーの原料炭を産するので,生き残れる.」 旨の講演をされたと記憶 して

いますが,そ れから一年半後に「高島炭坑」が閉山したのです.

我が国の地下資源の利用が下火に成るに連れ,理科学界での地学分野 も後退を余儀なくされてか,

長崎大学での地学専攻の研究生 も減少 し,本会の事務局であった教育学部 0地学教室 も平成19年度を

もって閉鎖されると云う,厳 しい現実に直面 しました.

昔話になりますが,鎌田先生 ご在任中は,土曜日の午後などは,事務局に立ち寄って,事務の手伝

いをしたり,石川,堀 口,田島,阪回.小田の諸先生方の地学話 しを拝聴 したり,ま た,研究室の学

生と交流をしたりしたもので した.鎌田先生が退官されてからの地学研究室は留守が多 く,私も自然

と立ち寄 らなくなりました。

現在の事務局長ポス トについては,「国立大学 も学校法人となり,教官 も社会的な活動が評価され

る時代になったので,事務局長を正規のポス トヘ位置付けて欲 しい.」 との要望から,平成 13年度か

ら正規のポス トとなったのですが,そ れが十分に機能を果たさず,阪口副会長を始め,運営委員,経
理担当理事の方々は大変に苦労されました.漸 くにして,平成21年度から新事務局長を迎える事が出

来,本会のスムーズな運営が期待されるところでづ.

今後の長崎県地学会には,地学教育上の研究のみならず,環境や防災面などの,幅広い分野での活

躍が期待されると思います.こ れに対応するためには,本会の性格 も「任意団体」のままでよいのか。

との論議が起きるのは必定であると思料するところです.「権利能力ある社団」を運営 して行 くには,

事務局の存在が今まで以上に重要となります。新事務局長のご活躍を期待するとともに,事務局長を

補佐する体制を整備する必要がある.と 思料する次第です.

最後になりましたが,長崎県地学会のますますの発展を祈念 して,拙文を締め括 らせて頂きます.
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長崎県地学会創立50周 年に寄せて

長崎県地学会50周年を振り返って

同河野技術調査 河  野  隆  重

長崎県地学会創立50周年おめでとうございます。

これほど長 く続いた伝統のある学会も,故鎌田泰彦先生をはじめ会員皆様の努力の賜物と考えていま

す。さらに,長崎県地学会の会員であることに誇 りを感 じています.

私が始めて鎌田先生との出会いがあったのは,約 20年前長男の小学校の夏休みの宿題に化石採取を

選んだ時のことです.化石に少 し関心がある程度の我が家が,無謀にも化石を「ひろって」「名前が

判 らん」「員の化石だ」の怖いもの知 らずで,鎌田先生のご自宅で夜遅 くまで専門的分類と基礎学問

の必要性をご指導戴きました。

このことがきっかけで,以来古生物の基礎について直接ご指導を受けることができましたeそ の後 ,

鎌田先生・会員の皆様の暖かい御指導のもと,家族連れで佐賀からの巡検会への参加が続きました.

その後,先生が留学されたウッズホール海洋研究所を訪れる機会があリハーバー ド大学の地質標本

も見てくるよう指導され,毎 日午前中大学に通い地質標本を見る機会を与えられ素晴らしい経験をし

ました。さらに,雲仙普賢岳 0台湾巡検と続き,野島層群の新たな分布域として佐賀県の堆積層の調

査を続けました.

鎌田先生・唐本田先生と 3人で 1泊 2日 の地質巡検の機会を得ることができ,現地で堆積層序につ

いて説明させて戴いたことは,私にとって終生の宝です e

技術士試験に合格 し自然災害に向き合うようになり, このときの地質学の基礎を学ぶ機会を得たこ

とは,な にものにも変え難い経験であったと確信 しています.

地質学はフィール ド学であり後継者育成のためにも小中学生から時間をかけた養成が必要であると

考えます。

鎌田泰彦先生のご冥福をお祈 り申し上げますとともに,長崎県地学会の今後の発展を願っています.

島根県出雲市島根半島牛切層の約10mの岩盤層すベリ
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長崎県地学会創立50周 年に寄せて

私にとっての長崎県地学会

田  口1  満

創立50周年おめでとうございます。私にとってはほんの先日のような気がしますが,そ の間会長さ

んはじめ役員の方々のご苦労は大変だったと思います.ご苦労様でした.

遮ゝ り返ってみて今日の私があるのは鎌田先生と長崎県地学会の皆様のおかげだと感謝 しています .

昭和31年卒業論文の指導を鎌田先生にお願いしました。当時,小学校課程には専修制度などなく,

小学校課程で理科を選んだのは私が初めてだったと思います。鎌田先生が受け入れてくださったおか

げで地学の道を歩き始められたわけでした。

昭和33年大島小学校 (現在西海町立)に赴任 し,大島の化石などを少 しずつ調べたりし,分からな    ヽ

いことや資料などについて夏休みなど大学の地学教室に通い,鎌田先生や井上先生・堀回先生,当時

学生だった鹿児島大学の大塚先生などに教えていただいたものでした.そ のようなときに地学会創立

の話があり早速入会させてもらったわけで した。

昭和37年高島小学校 (長崎市)に転勤 し,高島町の岩石教材について県教育論文に入選 しました.

鎌田先生の指導で文部省の研究補助を得て赤崎層の重鉱物分析で時代区分に取り組みましたが,は っ

きりした成果は上げられませんで した。

昭和39年佐賀県に転勤 し,北山湖のれき層などを調べたりしたものでした。また,佐賀県教育セン

ターの地学担当を 5年間務めましたが,佐賀県の高校講座に鎌田先生にきていただいたり,長崎県教

育センターの堀口・阪口先生などにもいろいろと教えていただいたものでした。

上峰小学校の校長を最後に退職 してからは,佐賀県地学同好会の事務局を引き受けて佐賀県地学同

好会と長崎県地学会との多良岳 トンネル合同巡検会や,佐賀県地学同好会の夏期巡検の島原巡検など

では,阪口・田島先生など大変お世話になったものでした.

このように遮ゝり返 ってみると私が些かでも小学校の地学教育に貢献できたかなと思いますが, これ

も長崎県地学会の先生方のご指導ご援助を受けてこられたことが大きかったと思います。

最近は,腰を痛め巡検など遠慮 していますが,皆様の活躍の様子など拝見 し,感心 したり,当時を

思い起 こしたり懐か しく思っています。

今後の長崎県地学会の発展をお祈 りし,皆様のご多幸を願っています.今後ともよろしくお願いい

たします。                             ｀

いろいろと多 くのことが思い出され,会員の皆様には参考にもならないことを書きましたがお許 し

ください.

(2011。 4.6)
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長崎県地学会創立50周 年に寄せて

長崎県地学会創立50周年に寄せて

河 野 重 範 (島根県立三瓶自然食官)

長崎県地学会の創立50周年を心よりお慶び申し上げます。私は島根大学進学を機に島根県へ来て千

支ひと回り,12年の歳月が経ちました.振 り返れば,高校入学に併せて長崎県地学会へ入会させてい

ただき,先輩会員の諸先生方には多 くのご指導を賜 りました。はじめの頃,参加 した巡検会や発表会

などでの説明は,何の話をされているのかさっぱり理解ができませんで したが,大学で少 しずつ基礎

を学んでいくうち,「鳴呼,あ れはこういうことだったのか」と点の情報が線でつながり,そ して面

の知識へと変わっていったことを覚えています.

学部 4年の研究室配属にあたっては,何か長崎に関係するテーマで研究を行いたいと思いました。

そこで,卒業研究は松浦市東部の自比水道周辺における下部中新統野島層群の層序を,さ らに修士研

究は島原半島南部の更新統口之津層群北有馬層の微化石群集を用いた層位古生物学的検討を行いまし

た.現在,博士研究として近現代における大村湾の環境変動および対馬浅茅湾奥部における万関瀬戸

開削 0拡幅との関連について,微化石群集解析と化学分析を組み合わせた手法により解析を進めてい

るところです。研究対象と研究手法がその時々で全 く異なることから,そ の都度ゼロからの出発にな

り大変なことも多かったのですが,多角的に物事を視る眼を養えた貴重な経験となりました.

数年前,島根県東部の美保関地域の下部中新統古浦層から, ワニ類の足跡化石を発見 しました。さ

らに周辺の地層を詳 しく調べたところ,カ メ類をはじめとした複数のタクサ (分類群)の骨化石が多

数含まれていることが判明 したため,各方面の研究者と共同で定期的に集中発掘調査を行っています。

なお, この発掘調査の成果の一部は,河野ほか (2010,化 石研究会誌)や Nishioka θι αι。(2011,

Pαιθοんιοιοgjcαι rθ sθαrcん)で公表されています.古浦層に相当する長崎の地層は野島層群ですが, こ

れらは何れも日本海形成直前の大陸縁辺地域で堆積 した地層です。今後は古浦層や野島層群から産出

する動物化石を手がかりに,当時の大陸縁辺地域の動物相がより詳細に明らかになってくるでしょう。

現在勤務 している博物館では,小中高生向けに三瓶火山の火山灰堆積物の地層観察を行うています.

観察を行 うときには,な るべく子どもたちに土や石を手に取 らせてその感覚を肌で感 じさせるように

心がけています。地学教育が学校現場から姿を消 して久 しくなりますから,今 こそ授業以外での地道

な課外活動や地域の地学会における草の根的な活動が必要なのではないで しょうか.私 はこのような

視点を忘れずに, これからも地域に根ざした研究活動を行っていきたいと思っています。最後になり

ましたが,長崎県地学会の益々のご発展を祈念いたします。

一-10-一
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長崎県地学会創立50周 年に寄せて

創立50周年と私
一想い出と提案一

阪 口 和 則

長崎県地学会が創立されて間もない頃,鎌田泰彦先生から「長崎県地学会は,長崎大学学芸学部地

学教室の同窓会ではないことを肝に銘 じておくように」というお言葉を頂いた.鎌田先生の構想の中

には最初からもっと間回の広い開かれた地学の同好の士の集まりとしての長崎県地学会の姿があった

のだろうと思われる。その精神は今後とも大事にしていくことが大切であろう.こ れは他県の地学会

あるいは同好会とは違った長崎県地学会の一つの特徴となっている.

昭和54年 4月 から昭和60年 3月 まで長崎南高等学校に勤務することになった,そ れまでは長崎地区

以外の勤務地であったために長崎県地学会の運営には直接関わることはなかった。それを機会に運営

委員会の行事係として参加することになった。その当時の運営委員会はウィークデイの放課後長崎大

学の地学実験室で開催されていた.そ のときの会議の運びかたが非常にゆったりしたというか, もた

もたしていたという印象が強かった,そ の理由の一つに会議の途中で議長が資料を探 しに中座 したり,

話題が中心から外れてしまうことなど,そ の間運営委員は待たされることが多かった.い つも6時頃

から始まった会議 も9時 くらいまでかかった.腹 ごしらえに卵入 りの「はやしうどん」が出された.

会議のあとは副会長の石川直衛氏とよく浜回町まで出かけて痛飲 した。想い出の一つである.

石川氏が国見高校に転勤になられたことか ら,そ くほう係を兼務 し,「NESAそ くほう」の編集 0

印刷などを担当することになった.「NESAそ くほう」43号 (昭和54年 5月 20日 発行)か ら65号 (昭

和60年)ま で担当 した.昭和54年 5月 20日 第43号までガリ版印刷,昭和54年 7月 5日 第44号から昭和

58年 7月 9日 第59号まで手書き,マ スター製版印刷,昭和59年 3月 20日 第60号から昭和59年 5月 7日

第61号まで一部ワープロ印刷貼 り付け,マ スター製版印刷,昭和59年 10月 1日 第62号から昭和60年 7

月20日 第65号まで全面ワープロ印刷貼り付け,マ スター製版印刷を行った.こ の短い間に印刷技術が

ガリ版印刷→手書き,マ スター製版印刷→全面ワープロ印刷へと大きくはげしく変わった時期であっ

た。石川氏が復帰するまで 6年間担当した.昭和60年に再び長崎地区からはずれて川棚高等学校に転

勤になり,川棚高等学校から「NESAそ くほう」63・ 64065号 を発行 し,66号から石川氏にバ トンタッ

チした。

長崎県地学会の財政状況が必ず しも余裕があるといえる状態ではないなか,ま た会員の平均年齢の

高齢化が徐々に進行するなかで昭和56年度につ くられた特別会員制 (本会会員として20年を経過 し,

70歳を超える者は会費を徴収 しない)に対 して疑義が示され,平成11年 には資格者の年齢制限を70歳

からを80歳に引き上げ,会費を半額にすると変更されたが,つ いにこの特別会員制は平成13年度に廃

止されることとなった.そ のような経済的な理由で,名誉理事という称号が永年長崎県地学会の運営

に大きく功労された方々に贈 られたが,特に会費の面での優遇措置はなく名誉理事という称号だけで

終わった.

長崎県地学会誌の発行が平成12年 (2000)64号から3年 ほど停滞 し,合併号でも良いから早 く長崎

県地学会誌を発行するようにという意見など会員からは多くの不満が出された.ま たこの時期は事務

局の仕事 も停滞 し,総会での決算報告がなされない年があった。

事務局長の大学での仕事が多忙になり長崎県地学会の運営に渋滞が目立 ってきた.平成 15・ 16年度

は事務局からの印刷資料の提出が遅れそのままでは総会がもてない状態におちいり,直前になって,

田島俊彦氏,故丸山稜人氏,小田忠昭氏などと事務局長をまじえて夜遅 くまでプログラムや総会資料

の印刷製本などの準備をし,や っと総会に間に合わせたこともあった.多 くの仕事を事務局任せにし

ていたことが最大の原因であった。このような会の運営は仕事を分担 してそれぞれの係で責任持 って

やることが大事で,他人任せではうまく行かない。
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長崎県地学会創立50周 年に寄せて

そのようななかで行われた平成17年度の役員選挙では,会長として清水洋氏が推薦され,私は田島

俊彦氏とともに副会長を委嘱された.

「長崎県地学会誌」の編集を平成13年度から鎌田先生の副として担当 した, 平成13年度から平成

17年度までは鎌田先生のご自宅 (女の都)に伺って編集作業を行いその間,編集や校正などについて

懇切なご指導をうけた。この折,鎌田先生からは「会誌編集には,全面で統一性が大事」ということ

を力説された。その頃から先生の視力が極端に衰え平成17年度からは編集部長として現在に至ってい

る.

体力の衰えが見え始めた鎌田先生から「若い感覚で,長崎県地学会を運営 して欲 しいJ,「事務局は,

長崎大学から動かさないように」というご指導を受けていた.

今後の長崎県地学会の在 り方と問題点

1.長崎県地学会の活動をどのようにしたら活性化できるか.

総会 0研究発表会への出席者の数の減少, 日曜地質巡検会 (長崎ジオツアー)への参加者の少人

数化と固定化,長崎県地学会誌 0ニ ュースレターヘの積極的な投稿の不足などある意味では活動が

低迷 している感がある.以前長崎県地学会誌54号でも指摘 したことがあるが,長崎県地学会の構成

員の多様性を生かした会員相互の研修活動がもっと活発にできないだろうか.

まずは,長崎県地学会の行事 (総会・研究発表会,長崎県地学会誌,NESAニ ュースレター,長
崎ジオツアーなど)に より多 くの会員の皆様が努力 して参加することが長崎県地学会の活性化につ

ながるものと考えている。

2.高等学校での地学教育の低迷に対する方策や,一般市民により地学に関心を持っていただけるよ

うな啓蒙活動をも少 し働きかけることができないか。

余計なことのようであるが,長崎県地学会が今何をしているのか,今後どうしようとしているの

か一般の方々に訴えていない.こ れに踏み込 もうとすれば今以上に忙 しくなるが,他団体との連携

も考えながら積極的な運動が必要であろうと思 う.

3.高等学校 も小中学校 も先生方が最近は忙 しすぎて, じっくり地学 (地球科学)そ のもの研究 0研

修や地学 (理科)教育に集中できないような教育界の状況であるのがさびしい.大学 も多忙さが増

し,余裕がなさそうである。

4.事務局の仕事の組織化

創立50周年を迎え棚卸 しを行った結果,50年分の地学会の財産 (特別会計に関わる文献ダンボー

ル11箱分,交換文献ダンボール10箱分),地学会の庶務関係の記録ダンボール 4箱分のが集約され

た.こ れらをどのように管理 0保管するかが現在の問題である.事務局をお願いしている長崎大学

でもそれを保管 0管理する余裕はなさそうである.ま た,庶務関係の資料やバックナンバーが未整

理のまま遺されている.こ れらの整理・保管を今後どうするかの問題 も残っている.従来のように,

事務局の仕事を大学の先生方にお願いすることはほとんど不可能に近いし,問題 も多い。できるだ

け仕事を会員が分担 し責任持ってそれぞれが責務を果たすようにすることが大切である.そ のため

には会員 (役員)の機能的な組織化が求められる.
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