
長崎県地学会50年史年表

長崎県地学会の歴史 (50年史)

昭和36年 (1961)

9月 24日 個)日 本地質学会西日本支部36回例会

ならびに長崎県地学会創立総会

発起人12名   参加者80名 うち会員25名

長崎大学学芸学部に事務局を設置

昭和36・ 37年度 (1961・ 1962)役員
会 長 :佐藤隆夫  副会長 :一瀬 亘

9月 25日  第 1回 日曜地質巡検会

長崎一矢上付近の古第二系および火山岩類

´案内者 :鎌田泰彦

参加者 :40名 うち会員 9名

日召禾日37奪三(1962)

会員数 :74名 (12月 現在)

12月 10日 長崎県地学会誌第 1号創刊

(編集 :鎌田泰彦)

昭和37年 12月 1日 現在

会員数 :正会員64名 ,学生会員10名

会費 :正会員200円 ,学生会員100円 ,

賛助会員一口2,000円 ,名誉会員徴収 しない

日召不日38年 (1963)

会員数 :85名 (6月 現在)

6月 16日  昭和38年度

創立 2周年記念大会 (於 長崎大学)

参加者46名

〈名誉会員推薦〉外山二郎 (長崎大学教授)

野田光雄 (九州大学教授)

松下久道 (九州大学教授)

〈討論会〉「長崎県における地学教育の諸問題」

司会 :石井哲夫

昭和38年度 (1963)

名誉会員 :外山二郎

会  長 :佐藤隆夫

副 会 長 :一瀬 亘

常任理事 :石井哲夫

役員
野田光雄 松下久道

橘

小柳孝夫

渡海 涼

林 徳衛

(職域)

監  事

(編集 :阪口和則 2007～ 2011)

荒木員壽男 田島俊彦  中山善寿
日隈四郎

:梅田倫平  高橋貞夫

昭和39年 (1964) 会員数 :142名 (9月 現在)

昭和39年度 (1964)役員
名誉会員 :外山二郎  野田光雄  松下久道

会  長 :佐藤隆夫

副 会 長 :一瀬 亘

常任理事 :石井哲夫  渡海 涼  鎌田泰彦
小柳孝夫  堀口承明  丸山稜人

理  事 :

(地域) 中山善寿  西村 進  小林 茂
榮岩吉郎  林 徳衛  上野弘道

(職域) 荒木員壽男 田島俊彦  藤田 光
家坂貞男

8月 8～ 10日

第 1回県外地質巡検 (球磨川流域)

参加者 :17名

理  事 :

(地域) 西村 進

上野弘道

日召不日40毎二(1965)

昭和40・ 41年度 (196501966)役 員
名誉会員 :外山二郎 、野田光雄  松下久道
顧  問 :佐藤隆夫  梅田倫平  高橋貞夫
会  長 :一瀬 亘

副 会 長 :鎌田泰彦
常任理事 :石井哲夫  山本寿一  堀口承明

丸山稜人
理  事 :

(地域) 榮岩吉郎  小柳孝夫  西村 進

林  茂  早田常盤  林 徳衛
上野弘道

(職域) 荒木員壽男 田島俊彦  藤田 光

家坂貞男
監  事 :渡海 涼  高橋 清
書  記 :西村暉希  深堀禎仁

昭和41年 (1966)

9月 18日

創立 5周年記念大会 (於 大村高等学校)

〈特別講演〉

外山二郎 (長崎大学教養部)

「鉱物教育よもやまばなし」

田中大三 (大村市教委)

「西ヨーロッパの地理的考察の概況報告」

林 徳衛 (芦辺町田河小)

鎌田泰彦
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「欧米見学記」

〈討論会〉「地学と地理学の境界」

司会 :小林 茂

話題提起者 :小林 茂・藤田 光

藤田健一・丸山稜人

・堀口承明

・堀回承明

昭和42年 (1967)会員数 :183名 (7月 現在)

昭和42043年 度 (1967・ 1968)役員

名誉会員 :外山二郎  野田光雄  松下久道

顧  間 :梅田倫平  佐藤隆夫  高橋貞夫

会  長 :一瀬 亘

副 会 長 :鎌田泰彦

常任理事 :石井哲夫  山本寿一  堀口承明

丸山稜人

理  事 :

(地域)榮 岩吉郎  小柳孝夫  西村 進

小林 茂  早田常盤  渡辺博光

林 徳衛  井関竹次

(職域) 荒木員壽男 田島俊彦  藤田 光

家坂貞男

監  事 :渡海 涼  高橋 清

書  記 :西村暉希  植村静子

昭和42年 7月 1日 現在

名誉会員 3名 ,賛助会員 3名 ,正会員167名

学生会員、6名 ,ク ラブ会員 4団体

会費 :正会員300円 ,学生会員150円 ,

賛助会員一口2,000円,名誉会員徴収 しない

日召禾日43年  (1968)

6月 23日

昭和43年度総会・講演会 (長崎大学)

参加者77名

‐〈特別講演〉 松下久道 (九州大学理学部教授)

「長崎県西彼杵の海底炭田」

〈討 論 会〉「長崎県における地学現象の特性」

司会 :鎌田泰彦・丸山稜人

昭和44年 (1969)会員数 :201名 (8月 現在)

昭和44045年 度 (1969。 1970)役員
名誉会員 :外山二郎  野田光雄  松下久道
会  長 :一瀬 亘
副 会 長 :石井哲夫
理  事 :石井哲夫

西村 進
藤田 光
丸山稜人

(地域)小 柳孝夫
小林 茂
早田常盤
井関竹次

鎌田泰彦
石川直衛  鎌田泰彦
西村暉希  榮岩吉郎
堀口承明  松本征夫

山本寿一  渡海 涼
阪口和則  塩□ 登
渡辺博光  林 徳衛

昭和45年 (1970)

3月  鎌田泰彦副会長が文部省在外研究員と

してアメリカ, ウッズホール海洋研究所

に留学 同研究所Guest lnvestigator

そのため事務局を長崎県立長崎西高等

学校に移す。事務局担当石川直衛

昭和46年 (1971)会員数 :205名 (9月 現在)

昭和46・ 47年度 (1971・ 1972)役員

名誉会員 :外山二郎  野田光雄  松下久道

会  長 :一瀬 亘

副 会 長 :石井哲夫
理  事 :荒木員壽男

田島俊彦
榮岩吉郎

丸山稜人

(地域) 小柳孝夫

小林 茂

早日常盤

井関竹次

鎌田泰彦
石川直衛  小田忠昭

西村暉希  西村 進

堀□承明  松本征夫

山本寿一  橋口文雄

阪口和則  塩□ 登

渡辺博光  林 徳衛

4月 12日 「NESAそ くほう第 1号」創刊

石川直衛 (編集・印刷・発行)

6月 20日  「スライ ド発表会」

発表者 :山 口修弘・西村暉希 0石井哲夫

高嶺忠彦・鎌田泰彦・石川直衛

参加者 :37名

11月 7日

創立10周年記念大会 (諫早高等学校物理室)

参加者 :56名

く特別講演〉

野田光雄「日本最古の基盤岩を探る」

(九州大学名誉教授)

〈海外報告〉

鎌田泰彦 「アメリカ西部地質の旅」

(長崎大学)

〈討論会〉

「70年代後半の長崎県地学会はどうあるべ

きか」

司会 :荒木員壽男 0田 島俊彦

11月 7日

長崎県の地学一日曜巡検ガイ ドブックー

ヽ 初版出版

長崎県地学会創立10周年記念出版 3000部

(編集委員)荒本員壽男,石川直衛,小田忠昭,

鎌田泰彦,西村暉希,堀口承明,

-17-



長崎県地学会50年史年表

丸山稜人,山本寿一

11月 15日  県内全高等学校校長 0教頭 0教務

主任 0理科主任宛に昭和48年度以降

の教育課程に於いて地学の存続と設

置について要望書を発送 した.

昭和46年 9月 1日 現在

名誉会員 3名 ,顧問 3名 ,賛助会員 2名 ,

正会員191名 ,学生会員 9名 ,

クラブ会員 5団体

会費 :正会員600円 ,学生会員300円 ,

賛助会員一口2,000円 ,名誉会員徴収 しない

日召牙口47毎二(1972)

1月 28日 より2月 2日 まで「世界の石展」が

長崎市玉屋デパー トで開催,長崎県地学同

好会が主催。 3月 31日 からは佐世保市でも

開かれた.

4月 1日  長崎県地学会事務局が長崎大学教

育学部地学教室に戻る

4月 1日 長崎県の地学一日曜巡検ガイドブッ

クー 再版出版  (3,000部 )

10月 29日  第 1回市民のための地学野外教室

(稲佐山)参加者20名

11月 30日  「創立10周年記念号 (会誌第18号 )」

発刊

昭和48年 (1973)会員数 三206名 (10月 現在)

昭和48049年 度 (1973・ 1974)役員
名誉会員 :外山二郎  野田光雄  松下久道
会  長 :一瀬 亘

副 会 長 :石井哲夫  鎌田泰彦
理  事 :荒木真壽男 石川直衛  小田忠昭

田島俊彦  西村暉希  榮岩吉郎
堀口承明  松本征夫  丸山稜人

`

鴨川信之  藤田 光

(地域) 小柳孝夫  山本寿一  橋口文雄
小林 茂  阪□和則  塩□ 登

早日常盤  井関竹次  大塚裕之
中村倫明  西村 進  原口孝昭
松井和典  冨呼島猛俊

3月 1日 長崎県の地学一日曜巡検ガイドブッ

クー 3版出版  (3,000部 )

3月 31日  「一瀬亘会長喜寿記念号 (会誌第

19号 )」 発刊

5月 20日  第 2回市民のための地学野外教室

(式見・手熊) (そ くほう14号 )

6月 17日  ―瀬 亘会長喜寿祝賀記念会 (長

崎県教育センター)

〈記念講演〉田畑七郎 (海洋気象台)

「地震 0気象から見た長崎県の特性」

参加者 :30名

7月 17日 〈特別講演会〉

Dr.R.A.Reyment(ウ プサラ大学)

「南太平洋の開き始めの時期」

(於長崎ハイツホテル)

11月 18日  第 3回市民のための地学野外教室

(大村市野岳) 参加者 :31名

日召禾口49毎二(1974)

11月 25日  松本征夫教授 南極観測第16次越

冬隊員 (～ 51年3月 )と して出発

12月 8日  金星日面経過観測100年記念講演

会 (第 77回 日曜巡検会)

金比羅山金星観測碑前広場  参加者18名

〈記念講演〉「金比羅山の金星観測について」

佐藤隆夫

(長崎大学教授・長崎県地学会顧問)

日召牙日50奪ユ(1975)

1月 31日  「金星 日面通過観測100周 年記念

号 (会誌22号 )」 発刊

5月 10日  「長崎県下の新露頭の研究」特集

号 (会誌23号)発刊

6月 22日  昭和50年度総会・講演会

〈特別講演〉「雲仙火山の温泉」

太田一也

昭和50・ 51年度 (1975・

名誉会員 :外山二郎
会  長 :一瀬 亘

副 会 長 :石井哲夫
理  事 :荒木員壽男

鴨川信之

榮岩吉郎
丸山稜人

(地域) 岡沢 昭
吉富 一

橋口文雄

井関竹次
原口孝昭
早坂祥三

1976)役員
野田光雄  松下久道

小林 茂  鎌田泰彦
石川直衛  小田忠昭
田島俊彦  西村暉希
藤田 光  堀口承明

塩口 登  西村 進
小柳孝夫  阪口和則
山本寿一  早田常盤
松尾 司  林 徳衛
家坂貞男  大塚裕之
大塚妙子 (学 )
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(九州大学理学部附属島原火山観測所)                参加者 :33名

10月 28日  「九州古第二紀層の層序」    、〈特別講演〉「東 シナ海の海況特性」

長尾巧博士著  集成復刻版 刊行       井上尚文 (水産庁西海区水産研究海洋部)

昭和51年 (1976)会員数 :243名 (6月 現在)  昭和53年 (1978)

6月 19～ 20日  創立 15周年記念大会 (九州地   6月 10日  運営委員会

区国立大学共同研修センター
)

〈記念講演〉

〈記念スピーチ〉

外山二郎,松下久道,野田光雄

〈座談会・夜問集会〉

昭和50年 10月 28日 発行 刊行記念

「長尾 巧先生の業績をしのぶ」

参加者34名

員1,000円 ,賛助会員一回6,000円 ,名誉会員

徴1又 しない

日召禾日52毎三(1977)

昭和52・ 53年度 (1977・ 1978)役員
名誉会員 :外山二郎  野田光雄  松下久道

佐藤隆夫
会  長 :一瀬 亘
副 会 長 :石井哲夫  鎌田泰彦  小林 茂
監  事 :赤木浦四郎 丸山稜人
理  事 :荒木員壽男 石川直衛  小田忠昭

鴨川信之  近藤 寛  田島俊彦
藤田 光  堀口承明  松本征夫

(地域) 榮岩吉郎  渡辺博光  岡沢 昭
塩口 登  西村 進  小柳孝夫
阪口和則  山口修弘  山本寿一
大田一也  西村暉希  林 徳衛
橋口文雄  家坂貞男  井上昌幸
大塚裕之  松井和典
松村昭彦 (学)

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 0講演会

「大村湾を中心とする地域の地質構造発達史」  2.長 崎県自然史博物館設立促進委員会を発

波多江信廣 (鹿児島大学名誉教授)      足させるため 西村 進 0榮岩吉郎・藤田

参加者45名     光・鴨川信行 0荒木員壽男 0鎌田泰彦 0

1。 ソ連科学アカデミーより文献交換依頼

会誌を発送する

近藤 寛を選出

6月 25日  昭和53年度総会 0講演会

参加者 三38名

田口 満 (佐賀県教育センター)

「台湾の地質について」

早坂祥三 (鹿児島大学理学部)

昭和54・ 55年度 (197901980)役 員
名誉会員 :外山二郎  野田光雄  松下久道

佐藤隆夫
会  長 :ノlヽ林 茂
副 会 長 :西村 進  鎌田泰彦
理  事 :荒木員壽男 小田忠昭  鴨川信之

近藤 寛  阪口和則  田島俊彦
西岡幸一  榮岩吉郎  藤田 光
山本愛三

(地域) 芦原君恵  塩口 登  吉富 一

上野弘道  副島猛俊  松尾俊彦
堀口承明  山口修弘  山本寿一

石川直衛  西村暉希  丸山稜人
江口真澄  田中敏朗  渡辺博光
岡沢 昭  中村倫明  加藤寿俊
早日常盤  林 徳衛  小柳孝夫
橋口文雄  大塚裕之  田□ 満
早坂祥三 松本征夫 山川 続 (学 )

会計監査 :榮岩吉郎 (兼務) 太田一也
運営委員会業務分担

総  務 :西村 進  榮岩吉郎  山本愛三

行  事 :藤田 光  副島猛俊  鴨川信行
阪口和則

会  計 :鴨川信行  近藤 寛
会  員 :田 島俊彦   そくほう:阪□和則
編  集 :荒木員壽男 小田忠昭  鎌田泰彦
事 務 局 :鎌田泰彦  近藤 寛  西岡幸一

長尾巧 :九州古第二紀層の層序(集成復刻版)  〈特別講演〉「韓国の地質巡検」

〈名誉会員推挙〉佐藤隆夫 (長崎大学名誉教授)  7月 15日 「海外旅行特集号 (会誌28号 )」 発刊

昭和51年6月 20日 現在 12月 25日「石井哲夫副会長追悼号 (会誌29号 )」

名誉会員 4名 ,賛助会員 3名 ,正会員220名     発刊

学生会員14名 , クラブ会員 3団体

会費 :正会員・ クラブ会員2,000円 ,学生会  昭和54年 (1979)会員数 :266名 (10月 現在)
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4月 29日 長崎県地学会第100回 日曜地質巡検

会記念

〈特別講演会〉

「石灰藻化石の分類・生態及び地質学的意義」

石島 渉 (立教大学名誉教授)

於 七釜鍾乳洞 参加者 :75名

5月 20日  「NESAそ くほう」第43～65号

阪□和則 担当

6月 〈名誉会員推挙〉一瀬 亘 (本会前会長)

8月 11～ 16日

第 1回海外研修旅行 大韓民国 地質巡検

現地指導 :元 鐘寛教授 (建国大学校文理

科大学地質学科)参加者 :21名

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

10月 16日 名誉会員 ―瀬 亘先生 ご逝去

10月 21日  ノルデンショル ド茂木植物化石発

見100年記念特別地質巡検会

(長崎市茂木白浜海岸)

〈特別講演〉田中敏朗 (高島高等学校教諭)

「1879年10月 のノルデンショル ドの長崎来訪」

10月 30日 「第100回 日曜地質巡検会特集号

(会誌第31号 )」 発刊

抄録 (NESA Abstract会誌第31号 より)

開始

会費 :正会員・ クラブ会員2,000円 ,学生会

員1,000円 ,賛助会員一口6,000円 ,名誉会員

徴収 しない

昭和55年 (1980)

1月 18日 「長崎県地学会誌」の学術刊行物指

定申請を行った.

3月 30日 「第 1回海外研修旅行 (大韓民国)

特集号 (会誌第32号)」 発刊

6月 3日「長崎県立自然系博物館設立へのお

願い」醸出金 :一 回1,000円

会長 :森田真一  事務局長 :鎌田泰彦

6月 29日  昭和55年度総会・研究発表会

参加者 :52名

〈研究発表〉 9題
《シンポジウム》「学習指導要領改訂にともな

う地学教育上の諸問題」

司会 :荒木員壽男 0藤 田 光

〈基調講演〉堀口承明・吉岡一男 0鴨川信行

小田忠昭

0正会員・ クラブ会員の会費値上げ

2,000円から3,000円 承認

9月 3日 名誉会員 松下久道

(九州大学名誉教授) ご逝去

昭和56年 (1981)

昭和56・ 57年度 (198101982)役 員

名誉会員 :外山二郎  野田光雄  佐藤隆夫

名誉理事 :小林 茂

会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :西村 進

監  査 :丸山稜人
理  事 :荒生公雄

小田忠昭
阪□和則

松岡敷充

(地域) 芦原君恵

副島猛俊

早田常盤

永野清経
丸山稜人

原口孝昭
山本寿一

田口 満

松本簾夫

榮岩吉郎  石川直衛
湊岡哲人

荒木員壽男 一瀬義典

鴨川信之  近藤 寛
田島俊彦  松尾 司
山本愛三
塩口 登  野村幸平
吉富 一  小柳孝夫

堀口承明  太田一也

西村暉希  藤田 光
渡辺博光  岡沢 昭
加藤寿俊  林 徳衛
大塚裕之  竹下 寿
早坂祥三  松井和典

6月 28日  昭和56年度総会 0室内研究会

参加者 :52名

〈討論会〉「創立20周年記念行事について一今

後の地学会に期待するもの一」

司会 :堀回承明 (長崎県教育センター)

〈室内研究会〉「化石の取 り扱い法」

指導 :鎌田泰彦 (長崎大 0教育)

会則改正により林 徳衛氏が特別会員第 1号

として誕生

・特別会員は,本会会員として20年を経過 し,

70歳 を超えるものとする.

(会則第5条 (会員)の 3)

9月 5日  NESAそ <ほう 第50号 発刊

11月 3日  創立20周年記念大会参加者 :85名

〈研究発表〉10題

〈特別講演〉「長崎県の地震について」

久保寺章 (京都大学教授)

〈海外報告〉

「インドネシア・ ジャヮ島の生層序学的研究」

長崎県地学会50年史年表
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長崎県地学会50年史年表

松岡敷充 (長崎大学教養部)

11月 長崎県地学会会員バ ッジ完成

デザイン :西村暉希 (島原高校)

昭和57年 (1982)

6月 20日  昭和57年度総会 0研究発表会

参加者 三39名

〈研究発表〉 5題
〈特別講演〉「黄砂の気象学」

荒生公雄 (長崎大学・教育)

長崎大水宝7月 23日

昭和58年 (1983)

昭和58・ 59年度 (1983・ 1984)役員
名誉会員 :外山二郎  野田光雄  佐藤隆夫

名誉理事 :小林 茂
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :西村 進  榮岩吉郎  石川直衛
監  査 :浅岡哲人  丸山稜人

書  記 :宮崎喜美子
理  事 :荒生公雄  小田忠昭  鴨川信之

近藤 寛  阪口和則  田島俊彦
松尾 司  松岡敷充  山本愛三

(地域) 芦原君恵  加藤寿俊  塩口 登
副島猛俊  山口修弘  小柳孝夫
早田常盤  堀口承明  太田一也
山本寿一  西村暉希  林  茂
井原義隆  荒木員壽男 原口孝昭
大塚裕之  田口 満  西山忠男
早坂祥三  松井和典  松本征夫

事務局会務分掌
総  務 :西村 進  荒尾公雄  山本愛三

庶  務 :石川直衛  丸山稜人  近藤 寛
会  計 :鴨川信行  近藤 寛
編  集 :鎌田泰彦  松岡数充
行  事 :小田忠昭  田島俊彦  松尾 司
そくほう三阪□和則・宮崎喜美子 (書記)

4月 佐藤隆夫 (元長崎県地学会会長)春の

叙勲で教育功労者賞勲二等旭日中綬賞を受

章

5月 20日  抄録委員の委嘱

荒生公雄0荒木員壽男0石川直衛0太田一也 0

大塚裕之・鎌田泰彦。近藤 寛・阪口和則・

田島俊彦。西村暉希・服部 仁・早坂祥三・

堀回承明・松井和典。松岡数充・松本征夫

6月 26日  昭和58年度総会・特別講演会・

討論会          参加者 :73名

〈特別講演〉

「ハヮイ 0ア イスランドの火山の旅」

太田一也

(九州大学理学部附属島原火山観測所)

〈討論会〉「地学的に見た 7023長崎大水害」

基調講演 :鎌田泰彦 0荒生公雄 0松下繁雄

〈海外報告〉「 1983.6.11 インドネシア皆既

日食観測に参力目して」

松本直弥 (藤永地建)

昭和59年 (1984)会員数 :273名 (3月 現在)

4月 16日  長崎県立自然系博物館設立促進委

員会発足

立山町,理科センター跡の一室確保

代表者 森田真一 (長崎大学名誉教授)

地学系実行委員会 :鎌田泰彦委員長・

西村進副委員長・荒木員壽男・石川直衛・

鴨川信行・近藤 寛・阪□和則・

堀口承明

6月 24日  昭和59年度総会 0研究発表会

参加者 :47名

〈研究発表〉 4題

〈特別講演〉早坂祥三 (鹿児島大学・理学部)

「 フィリピンおよびフィジーにおける

オウムガイ (Nαじιjι

“
s pο

“

ρjι
Jじ sL。 )

の自生海域の生態環境調査」

6月 24日  7.23長崎豪雨災害特集号

(長崎県地学会誌39040合併号)

8月 24～ 28日

長崎県自然系資料緊急収集活動による

「津波見哺乳動物化石層発掘」作業

参加者 :40名 (延べ194名 )

大塚裕之 (鹿児島大学助教授)の指導

9月 16日  津波見哺乳動物化石発掘資料の整

理 (昭和59年度室内研究会)

昭和60年 (1985)会員数 :274名 (3月 現在)

昭和60・ 61年度 (1985・

名誉会員 :外山二郎
名誉理事 :小林 茂
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :西村 進
監  事 :原田米一

書  記 :稲益雅代
理  事 :浅岡哲人

陣野信孝

1986)役員
野田光雄  佐藤隆夫

榮岩吉郎  石川直衛
浅岡哲人 (村川寿郎)

駒井利恵子
荒生公雄  近藤
田島俊彦  藤田

寛

光
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松尾 司
(地域) 塩口 登

山口修弘
西村暉希
鴨川信之

橋口文雄
川原和博
大塚裕之

早坂祥三

荒木員壽男
運営委員会業務分担

総  務 :西村 進

庶  務 :近藤 寛
会  計 :注岡哲人

行  事 :小田忠昭

陣野信孝
編  集 :鎌田泰彦

松岡数充
そくほう:石川直衛
発  送 :松尾 司

丸山稜人

副島猛俊
阪口和則
白石成美
小田忠昭
高田光昌
井上昌幸
西山忠男
松本征夫

藤田 光

(松尾泰博)

近藤 寛
田島俊彦

西村暉希

駒井利恵子

6月 12日 「NESAそ くほう」第6ぴ号 から

石川直衛 復帰

6月 23日  昭和60年度総会 0研究発表会

参加者 :62名

〈研究発表〉 6題

〈特別講演〉「石炭亡国論の中で」

高橋良平 (九州大学理学部)

8月 23日  長崎県教育長伊藤昭六氏より長崎

県地学会に対 して「昭和60年度自然系資料

収集について (依頼)」 があった

昭和60061年度 長崎県自然系資料緊急収集

(地学関係)

3月 27日  琴海町村松の紅簾片岩・マンガン ´

鉱 松が追鉱山跡  9名参加

9月 6日  野母崎町の変はんれい岩 網掛岩

付近  数名

10月 26027日 「沖ノ島層化石群 (伊王島町)

標本発掘」作業  延べ32名 の参加

鎌田泰彦 (長崎大学教授)の指導

昭和60年 12月 1日 現在

名誉会員 3名 ,特別会員 5名 ,賛助会員 2

社,正会員 0学生会員270名 , クラブ会員

3団体

会費 :正会員・ クラブ会員3,000円 ,学生

会員1,500円 ,賛助会員一回5,000円 ,名誉

会員・特Ell会員は徴収しない

昭和61年 (1986)会員数 :283名 (3月 現在)

9月 8日 名誉会員 外山二郎 (長崎大学名

誉教授)ご逝去

11月 3日  創立25周年記念大会 (於 長崎大

学教育工学実験室)参加者46名

〈記念講演〉

I「夏のアラスカとオーロラ」

荒生公雄 (長崎大学教育)

Ⅱ「対馬とイチョウーイチョウの自生地は

天目山地のみか ?一」

松尾秀邦 (愛媛大学理学部)

昭和60・ 61年度

長崎県自然系資料緊急収集 (地学関係)

0高島 0崎戸植物化石群標本43点金沢大学よ

り県文化課に寄贈

(愛媛大学松尾秀邦教授コレクション)

08月 29～ 31日 奈留島産日本式水晶標本採集

参加者 :鎌田,石川,宮崎 (県文化課)

〈名誉会員推挙〉高橋良平 (九州大学学長)

昭和62年 (1987)会員数 :278名 (3月 現在)

昭和62063年度(1987・ 1988)役員
名誉会員 :野田光雄  佐藤隆夫  高橋良平
名誉理事 :小林 茂  西村 進
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :榮岩吉郎
監  事 :原田米一

理  事 :浅岡哲人

稲益雅代
陣野信孝
藤田 光
松岡敷充

(地域) 芦原君恵
副島猛俊
西村暉希
鴨川信之

寺井邦久
川原和博
西山忠男
松本征夫

運営委員会業務分担
総  務 :西村 進
庶  務 :陣野信孝
会  計 :湊岡哲人

会  員 :勝 幸八

行  事 :小田忠昭
編  集 :鎌田泰彦
そくほう:石川直衛
発  送 :松尾 司
書  記 :稲益雅代

石川直衛
近藤 功
荒生公雄 荒木員壽男
勝 幸八  近藤 寛
田島俊彦  _鶴 田勝也
松尾 司  松尾泰博
丸山稜人
迎 満康  坂田輝行
山口修弘  阪□和則
太田一也  白石成美
堀口承明  小田忠昭
山内正志  高田光昌
大塚裕之  久保寺章
早坂祥三  松井和典
松本直弥

荒木員壽男 藤田 光
鎌田泰彦  石川直衛
丸山稜人
鶴田勝也
勝 幸八  鶴田勝也
荒生公雄  松岡敷充
鶴田勝也
白石成美
駒井利恵子 松尾絵美

松岡敷充
迎 満康
小柳孝夫
太田一也

堀口承明
山本愛三

林  茂
久保寺章
松井和典
野村幸平

榮岩吉郎
石川直衛

丸山稜人

松尾 司

(勝幸八)

荒生公雄

阪口和則
稲益雅代
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6月 28日  昭和62年度総会 0研究発表会

参加者 三77名

〈研究発表〉 9題

〈特別講演〉「東アジアの地震活動」

尾池和夫 (京都大学防災研究所)

〈海外報告〉「カナディアンロッキーと石油・

恐竜の町―カルガリーで過 ごした一年」

松岡敷充 (長崎大学教養)

〈名誉理事推薦〉 小林 茂 0西村 進

昭和63年 (1988)会員数 :275名 (3月 現在)

1月 28日  松岡敷充 (長崎大学教養部教授)

日本古生物学会 論文賞受賞

4月   石井泰義先生 叙勲
1    

勲二等旭日中綬賞

黒瀬正行氏 叙勲   黄綬褒章

5月   近藤 寛 (長崎大学教育学部)

1年間内地留学 東京都立大学

6月 19日  昭和63年度総会・研究発表会

参加者 :54名

〈研究発表〉 6題

〈特別講演〉「地球から宇宙へ」

坂上 努 (九州大学名誉教授)

〈海外報告〉「最近の東南アジアの応用地質学

的事情」岩尾雄四郎 (佐賀大学理工学部)

平成元年 (1989)会員数 :276名 (3月 現在)

平成元年 02年度 (1989・ 1990)役員
名誉会員 :野田光雄  佐藤隆夫  高橋良平
名誉理事 :小林 茂  西村 進
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :榮岩吉郎
監  事 :湊岡哲人
理  事 :荒生公雄

勝 幸八

陣野信孝
藤田 光
丸山稜人

(地域) 芦原君恵
坂田輝行
阪口和則
寺井邦久
川原和博
尾池和夫
西山忠男
松本征夫

運営委員会業務分担
総  務 :西村 進  荒木員壽男

石川直衛  白石成美
丸山稜人  陣野信孝
藤田 光  陣野信孝
白石成美 荒木員壽男
山川 続  山本典子

石川直衛  鶴田勝也

松岡数充

4月  西村 進先生 叙勲  勲四等瑞宝章

田中大三先生 叙勲  勲五等瑞宝章

10月 31日  長崎県地学会誌 第50号 発刊

11月 26日  平成元年度総会 0研究発表会

参加者 :43名

〈研究発表〉 5題

〈特別講演〉「有明海湾央部の干拓について」

渡辺 潔 (佐賀大学農学部)

〈海外報告〉迎 満康 (佐世保北高)

「キナバル山 (標高4101m)の 自然一マレー

シア,ボルネオ島,サバ州」

平成 2年 (1990)会員数 :278名 (3月 現在)

7月 8日 平成 2年度総会・研究発表会

参加者 :43名

〈研究発表〉10題

〈特別講演〉「南極・ エレバス火山の国際共同

観測」

清水 洋 (九州大学附属島原地震火山観測所)

11月 17日  九十九島・地獄跡両火□水蒸気噴火

(雲仙・普賢岳噴火活動)

平成 2年 11月 20日 現在

名誉会員 3名 ,特別会員 7名 ,賛助会員 6社 ,

正会員・学生会員257名 ,ク ラブ会員 3団体

平成 3年 (1991)会員数 :275名 (3月 現在)
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石川直衛
原田米一
荒木員壽男 小田忠昭
近藤 寛  白石成美
鶴田勝也  西村暉希
松尾 司  松岡敷充

松本直弥  迎 満康
副島猛俊  小柳孝夫
太田一也  田島俊彦
鴨川信之  堀口承明
山内正志  吉村政嗣
大塚裕之  久保寺章
早坂祥三  松井和典

平成 3・ 4年度(1991

名誉会員 :野田光雄
名誉理事 :小林 茂
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :榮岩吉郎
監  事 :湊岡哲人
書  記 :稲益雅代
理  事 :荒生公雄

勝 幸八

白石成美
松岡敷充

(地域) 芦原君恵

・1992)役員
佐藤隆夫  高橋良平
西村 進

石川直衛
原田米一

山本典子  平湯政敏
荒木員壽男 小田忠昭
川原和博  近藤 寛
田島俊彦  藤田 光
丸山稜人  山川 続
松本直弥  迎 満康

公雄生

田

-23-



長崎県地学会50年史年表

4月 6日  創立30周年記念出版物として「長

崎県の地学」改訂版を計画

5月 20日  地獄跡火□から溶岩 ドーム出現
|   (雲

仙・普賢岳噴火活動)

6月 3日 大火砕流発生,北上木場を襲う

(雲仙・普賢岳噴火活動)

8月 17～ 22日 第 2回海外研修旅行 (ハ ワイ)

参加者 :31名

10月 20日  創立30周年記念大会・

平成 3年度総会 参加者 :61名

(於 長崎大学教育学部11番教室)

〈海外報告〉第 2回長崎県地学会研修旅行

「ハワイ地質巡検会」

石川直衛 0山 口修弘 0高嶺忠彦 0原田米一

〈特別講演〉「火砕流について」

宮地六美 (九州大学教養部)

〈討論会〉 「私と長崎県地学会一今後の地学

会に望むもの一」

司会 三堀回承明 (長崎県教育センター)・

西村暉希 (猶興館高校)

基調講演 :荒木員壽男 0阪 口和則・長濱伸也

平成 4年 (1992)度

6月  長崎県の天然記念物 (地質 0鉱物)の

現状と将来 (資料) 鎌田泰彦

1.天然記念物 (地質・鉱物)の指定基準

2。 長崎県内の天然記念物 (地質 0鉱物)

の内容別分類

3.長崎県新天然記念物 (地質・鉱物)候
補一覧

6月 28日  平成 4年度総会・研究発表会

参加者 :59名

〈研究発表〉10題

〈特別講演〉「北西部九州の西南日本地体構造

上の諸問題」

唐本田芳文 (西南大学教授)

10月 30日  長崎県地学会30年史 (年表)

鎌田泰彦編

長崎県地学会誌 第54号 14-18

平成 5年 (1993)度会員数 :270名 (3月 現在)

平成 506年度(1993・ 1994)役員
名誉会員 :野田光雄  佐藤隆夫
名誉理事 :小林 茂  西村 進
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :榮岩吉郎
監  事 :原田米一

書  記 :稲益雅代
理  事 :荒生公雄

川原和博
田島俊彦
松岡数充

(地域) 芦原君恵
坂田輝行
阪口和則
松尾 司
岡沢 昭
鶴田勝也
尾池和夫
西山忠男
松本征夫

石川直衛
溌岡哲人

山本典子
小田忠昭
近藤 寛
西村暉希

松本直弥
堀口承明
太田一也
丸山稜人
渕山和昭
入江英一

大塚裕之

早坂祥三

高橋良平

平湯政敏
勝 幸八

白石成美
藤田 光

迎 満康
小柳孝夫
寺井邦久
山川 続
中村倫明
魚占ツミ 7閏

唐本田芳文
松井和典

3月 16日  運営委員会で会費 (3,000円 )の

値上げの検討

5月「雲仙岳溶岩流出の予知に関する観測研究」

代表太田一也 九州大学理学部教授

「火山と岩石の探求」

松本征夫 山口大学名誉教授

が寄員曽されました。

6月 27日  平成 5年度総会 0研究発表会

参加者 :56名

〈研究発表〉 8題

〈特別講演〉「古環境解析と東層序学一層序学

の新 しい概念とその適用一」

岡田博有 (九州大学理学部教授)

賛助会員会費  5,000円 を10,000円 に改訂

11月  「小 ヶ倉の櫂曲地層」の除草作業

長崎県文化課と共同

坂田輝行
堀口承明
松尾 司
鶴田勝也
魚占沢  7閏

西山忠男
運営委員会の業務分担
総  務 :西村 進
庶  務 :近藤 寛
会  計 :松尾 司
会  員 :勝 幸八

行  事 :小田忠昭
編  集 :鎌田泰彦

西村暉希
そくほう:石川直衛

林田輝雄  阪口和則
大田一也  寺井邦久
岡沢 昭  西村暉希
入江英一  副島猛俊
大塚裕之  久保寺章
早坂祥三  松本征夫

荒木員壽男 丸山稜人
松岡数充  山川 続
近藤 寛
田島俊彦
白石成美  川原和博
荒生公雄  藤田 光

川原和博
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長崎県地学会50年史年表

平成 6年 (1994)度会員数 :262名 (3月 現在)

3月 1日  長崎県天然記念物の指定

1.「脇岬のビーチロック」

(西彼杵郡野母崎町脇岬)

2。 「野母崎の変はんれい岩露出地」

(西彼杵郡野母崎町)

3月 6日  運営委員会で「雲仙火山観測協力

隊 (仮称)」 結成を検討する.

6月 26日  平成 6年度総会・研究発表会

参加者 :58名

〈研究発表〉 5題

〈特別講演〉「普賢岳におけるマグマの挙動と

溶岩 ドームの成長一これまでにわかったこ

と一」中田節也 (九州大学理学部地球惑星

科学教室)

8月 17～ 19日

第 2回県外 (山 □県)地質巡検会 (創立33周

年記念行事) 参加者 :25名

・鎌田泰彦 (長崎大学名誉教授)

平成 5年 11月 5日  文化財愛護活動功労者

として 文化庁長官より感謝状

・大田一也 (九州大学教授)

平成 5年 11月 3日 第52回西日本文化賞受賞

0岡田博有 (九州大学理学部教授)

平成 5年度日本地質学会賞受賞

0鎌田泰彦 (長崎大学名誉教授)

平成 6年 11月 29日 長崎新聞文化賞受賞

5月 25日  火山活動ほぼ停止

(雲仙・普賢岳噴火活動)

6月 25日  平成 7年度総会 0研究発表会

参加者 :55名

〈研究発表〉10題

〈特別講演〉

「兵庫県南部地震と九州の直下型地震」

清水 洋

(九州大学理学部附属島原地震火山観測所

教授)

平成 8年 (1996)度 会員数 :256名 (3月 現在)

6月 23日  平成 8年度総会 0研究発表会

参加者 :59名

〈研究発表〉10題

〈特別講演〉「衝突山脈 ヒマラヤーその形成プ

ロセスと地球環境に与えた影響一」

酒井治孝

(九州大学大学院比較社会文化研究科地球

自然環境教室助教授)

8月 25～ 30日  長崎県地学会

第 3回海外研修旅行 台湾 地質巡検

(創立35周年記念行事) 参加者18名

11月 3日 平成 8年度長崎県県民表彰

鎌田泰彦「教育文化部門表彰」受賞

太田一也「特別賞」受賞

平成 9年 (1997)度 会員数 :259名 (3月 現在)

平成 9・ 10年度(19970

名誉会員 :野田光雄
名誉理事 :小林 茂
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :榮岩吉郎
監  事 :原田米一

書  記 :稲益雅代
理  事 :荒生公雄

川原和博
鶴田勝也

松岡敷充
(地域)原 口孝昭

坂田輝行
白石成美
松尾 司
渕山和昭
松尾泰博
大塚裕之

早坂祥三

運営委員会業務分担

1998)役員
佐藤隆夫
西村 進

石川直衛
洩岡哲人

小田忠昭
近藤 寛
長岡信治
丸山稜人
松本直弥
堀口承明
太田一也
山川 続
陶山一也

鮎沢 潤
尾池和夫
松本征夫

高橋良平

西村暉希

勝 幸八
田島俊彦
永藤哲哉
湊浩一郎
迎 満康
阪口和則
渡辺博光
落水保紀
平湯政敏

岩尾雄四郎
西山忠男

平成 7年 (1995)度 会員数 :257名 (3月 現在)

平成 7・ 8年度(199501996)役 員
名誉会員 :野田光雄  佐藤隆夫  高橋良平
名誉理事 :小林 茂  西村 進
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :榮岩吉郎  石川直衛
監  事 :原田米一  湊岡哲人
書  記 :稲益雅代  湊浩一郎
理  事 :荒木員壽男 荒生公雄  小田忠昭

勝 幸八  川原和博  近藤 寛
白石成美  田島俊彦  長岡信治
藤田 光  松岡数充  丸山稜人

(地域) 加藤寿俊  松本直弥  迎 満康
坂田輝行  堀口承明  阪口和則
原口孝昭  太田一也  寺井邦久
松尾 司  山川 続  岡沢 昭
渕山和昭  西村暉希  平湯政敏
鶴田勝也  鮎沢 潤 岩尾雄四郎
大塚裕之  岡田博有  西山忠男
早坂祥三  松本征夫  宮地六美
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務 :西村 進
松尾 司

局 :近藤 寛
務 :長岡信治

員 :勝 幸八

事 :小田忠昭
会 :川原和博
検 :田 島俊彦
版 :石川直衛
誌 :鎌田泰彦
報 :鶴田勝也

荒生公雄  松岡敷充

丸山稜人

小田忠昭
永藤哲哉

西村暉希
山川 続  湊浩一郎

5月 9日  運営委員会で特別会員規定の検討

070歳以上を80歳以上とする

。会員資格を20年以上から30年以上とする

・会費を半額にする   などの案を検討

5月 14日 「NESA そ<ほう」100号 終刊号

石川直衛担当

6月 15日  高橋良平名誉会員 (元九州大学学

長)ご逝去

6月 22日  平成 9年度総会・研究発表会

参加者 :41名

〈研究発表〉 2題

〈特別講演〉「火山と災害」

渡辺一徳 (熊本大学教育学部教授)

平成10年 (1998)度 会員数 :251名 (3月 現在)

2月  「長崎県地質・地下資源調査報告」

長崎県商工部鉱工課資料 (複刻版)刊行

3月 1日 「NESA ニュースレター」創刊号

鶴田勝也担当

6月 22日  平成10年度総会・研究発表会

参加者 :49名

〈研究発表〉10題

〈特別講演〉「地球科学のありかた一インドネ

シア派遣で考えたこと一」

相原安津夫 (九州大学名誉教授)

10月 11日  野田光雄名誉会員 (九州大学名誉

教授)ご逝去

名誉会員 :佐藤隆夫
名誉理事 :小林 茂  西村 進

会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :榮岩吉郎  石川直衛  西村暉希
監  事 :原田米一  湊岡哲人

書  記 :稲益雅代  山本太郎

理  事 :荒生公雄  小田忠昭
川原和博  近藤 寛
鶴田勝也  長岡信治
松岡敷充  丸山稜人

(地域)加 藤寿俊  田口康博
迎 満康  堀□承明
阪口和則  寺井邦久
清水 洋  山川 続
原口孝昭  洪J山和昭
平湯政敏  松尾泰博
岩尾雄四郎 大塚裕之

西山忠男  松本征夫

勝 幸八
田島俊彦
永藤哲哉

松本直弥
吉村政嗣
太田一也
伊丹 縫
陶山一也
鮎沢 潤
河野隆重

宮田雄一郎

4月 24日 長崎県地学会総会「特別講演一覧」

1968～ 1998 鎌田泰彦

(ニ ュースレター No.15)

6月 27日  平成11年度総会 0研究発表会

参加者 :44名

〈研究発表〉 9題

〈特別講演〉「底生有孔虫と地球環境復元」

秋元和賞 (熊本大学理学部講師)

7月  日本地質学会News Vol.2 No.7

July1999 に「長崎県地学会紹介記事」

鎌田泰彦会長執筆

8月 21022日  第 3回 県外地質巡検会 (大

分県)

臼杵―八代構造線沿いの地質 参加者 :25名

平成12年 (2000)度 会員数 :262名 (3月 現在)

4月  「長崎県自然史博物館設立運動」長崎

県生物学会より共同の申し入れ

顧問・相談役として鎌田泰彦・丸山稜人 ,

運動委員として石川直衛・西村暉希・ 田島

俊彦・阪口和則・寺井邦久を推薦

7月 2日  平成12年度総会 0研究発表会

参加者 :41名

〈研究発表〉 9題

〈特別講演〉「古人類学,考古学を支える地質

学―エチオピア・ タイ・ 日本の化石・考古

遺跡の発掘現場から―」長岡信治 (長崎大

学教育学部助教授)

平成12年 6月 30日

名誉会員 1名,特別会員23名,賛助会員 4社 ,

正会員232名 ,学生会員 2名 , クラブ会員 2

団体

務事
庶
会
行
集
巡
出
会
速

長崎県地学会50年史年表

平成11年 (1999)度 会員数 :252名 (3月 現在)
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長崎県地学会50年史年表

平成13年 (2001)度 会員数 :264名 (3月 現在)   I「 雲仙火山を見つめて30年」

平成13・ 14年度(2001:2002)役 員

名誉会員 :佐藤隆夫  原田米一

名誉理事 :小林 茂  西村 進

会  長 :鎌田泰彦

副 会 長 :榮岩吉郎  石川直衛  西村暉希
*本来ならばすぐに選挙に入る時期だが,役員
選挙についての改正案が提示されたため,今後

小委員会を結成 し,検討していき,運営委員会
を経て,総会にかけることにする。そのため

,

今回の役員選挙は総会後とする。なお,改選さ

れるまでの業務は平成12年度の役員で継続 して
いく。(NESAニ ュースレター No.8)
運営委員会業務分担

事 務 局 :近藤 寛  長岡信治  荒生公雄

会員担当 :浦川孝弘
田島俊彦(会員データ処理)

企画担当 :山川 続  布袋 厚(HPの立案)

巡検行事部:布袋 厚  山川 続  川原和博
永藤哲哉  寺井邦久

会誌編集部:鎌田泰彦  阪口和則  西村暉希

会員広報部:鶴田勝也  田口康博  石川直衛
落水保紀

経 理 部 :丸山稜人  小田忠昭

書  記 :稲益雅代  落水保紀

6月 24日  平成13年度総会・研究発表会

参加者 :48名

〈研究発表〉 7題

〈特別講演〉「太陽はひとつだけか ?太陽系外

に惑星を探す」

尾崎洋二 (長崎大学教育学部教授)

0資料 :長崎県地学会創立総会の歴史 (創立

30周年記念大会まで)鎌 田泰彦

0会則改正にともない特別会員制を廃止,特

別会員を正会員に戻す。

・平成11年度会計報告は平成13年度総会で承

認 してもらう.

0長崎県地学会会誌編集

鎌田泰彦 0阪 口和則

太田一也  (九州大学名誉教授)

Ⅱ「私の地学遍歴」

松本征夫  (山口大学名誉教授)

平成15年 2月 21日  名誉会員原日米― (原田

医院長)ご逝去

会費 :正会員・ クラブ会員3,000円 ,

学生会員1,500円 ,賛助会員10,000円 ,

名誉会員徴収 しない

平成15年 (2003)度 会員数 :249名 (3月 現在)

平成14～ 16年度(2002～ 2004)役員
名誉会員 :佐藤隆夫
名誉理事 :小林 茂
会  長 :鎌田泰彦
副 会 長 :石川直衛
監  事 :漢岡哲人
書  記 :稲益雅代
理  事 :荒生公雄

近藤 寛
鶴田勝也

(地域) 白石成美
吉村政嗣
陶山一也

武内浩一

迎 満康
大塚裕之

宮田雄一郎
(会長指名運営委員)布袋 厚  山川 続

浦川孝弘  永藤哲哉

西村 進

西村暉希  榮岩吉郎
杉山和人
落水保紀
小田忠昭  川原和博
阪□和則  田島俊彦
長岡信治  丸山稜人

寺井邦久  堀口承明
坂田輝行  清水 洋
山本太郎  田口康博
原口孝昭  松本直弥
鮎沢 潤 岩尾雄四郎
河野隆重  西山忠男

6月 6日 佐藤隆夫名誉会員 (元長崎大学教

授)ご逝去

6月 22日  平成15年度総会 0研究発表会

参加者 :51名

〈研究発表〉 9題

〈特別講演〉「変成岩研究の最近の進展」

西山忠男 (熊本大学理学部教授)

平成14年 (2002)度 会員数 :257名 (3月 現在) 平成16年 (2004)度 会員数 :240名 (3月 現在)

4月 15日 長崎県立自然史博物館設立運動    6月 27日  平成16年度総会 0研究発表会

《代表者 中西弘樹 (長崎大学教授)》 へ                 参加者 :51名

の対応,長崎県生物学会からの要請に応 じ  〈研究発表〉 8題

て 5人の委員を候補者として推薦      〈特別講演〉「堆積物の有機地球化学」

6月 23日  平成14年度総会・研究発表会         近藤 寛 (長崎大学教育学部教授)

創立40周年記念大会 参加者 :44名      会長・副会長が退任の意思を表明

〈研究発表)な し

く記念講演〉
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平成17年 (2005)度 会員数 :229名 (3月 現在)

平成17～ 19年度(2005～ 2007)役員
名誉会長 :鎌田泰彦
名誉理事 :荒木員壽夫

西村 進

松尾 司
会  長 :清水 洋
副 会 長 :田 島俊彦
監  事 :湊岡哲人
理  事 :湊岡哲彦

川原和博
鶴田勝也
丸山稜人

(地域) 白石成美
山口修弘
山田スミコ

近藤孝司
渕山和昭
鮎沢 潤
河野隆重

宮田雄一郎
運営委員会業務分担
事 務 局 :近藤 寛
会 員 部 :竹友暢和
企 画 部 :り |1原不日1専

巡検イ予事部:布袋 厚
田島俊彦

会誌編集部:阪口和則
経 理 部 :丸山稜人
広 報 部 :松本直弥

石川直衛  西村暉希
榮岩吉郎  藤田 光

阪□和則
杉山和人
浦川孝弘  小田忠昭
近藤 寛  竹友暢和
長岡信治  布袋 厚
山川 続
田嶋幸一  寺井邦久
江越美香  坂田輝行
陶山一也  近藤 功

武内浩一  日口康博
松本直弥  迎 満康
岩尾雄四郎 大塚裕之

西山忠男  松井和典

田島俊彦
鶴田勝也

山川 続  小田忠昭

寺井邦久
浦川孝弘
山口修弘  白石成美

6月 26日  平成17年度総会 0研究発表会

参加者 :51名

〈研究発表〉 9題

〈特別講演〉「九州 0琉球の後期新生代地史に

おけるロノ津層群の意義」

大塚裕之 (鹿児島大学理学部教授)

〈名誉会長推薦〉 鎌田泰彦

8月 27日  「NESA ニュースレター」 14号

から 松本直弥担当

・長崎県地学会会誌編集

阪□和則・寺井邦久

平成18年 (2006)度 会員数 :228名 (3月 現在)

5月 11日 鎌田泰彦名誉会長「瑞宝中綬章」

受賞

5月 20日 ～ 6月 19日 「石の記憶」展 (東京

大学総合研究博物館主催)を後援

ボランティアとして会場警備と説明に当たっ

た.協力者 :15名

6月 25日  平成18年度総会・研究発表会

創立45周年記念大会  参加者 :34名

〈研究発表〉 6題

〈記念講演〉「海底調査による過去の地震活動

の復元と将来の活動予測」

岡村 員 (高知大学教授)

会費 :名誉会長,名誉会員は徴収 しない

8月 27日  第 4回市民のための地学野外教室

(長崎市松山・浦上)

「街のなかで岩石探検 !」 長崎さるく博'06

参加者 :13名

5月 7日 小林茂元長崎県地学会会長ご逝去

平成19年 (2007)度 会員数 :194名 (3月 現在)

6月 24日  平成19年度総会・研究発表会

参加者 :25名

〈研究発表〉 9題

〈特別講演〉「長崎の空39 1968～ 2007」

荒生公雄 (長崎大学名誉教授)

0理事選挙に関する選挙法の改訂

〈名誉会員推挙〉松本征夫 (山口大学名誉教授)

太田一也 (九州大学名誉教授)

7月 23日

印刷会社入札  6社参加

川回印刷株式会社 落札

7月 31日  茂木地区振興協会から長崎県地学

会に対 して「県立南商業高校跡地活用に係

わる相互協力について (依頼)」 前向きに

協力することを伝える

8月 8日  茂木地区振興協議会から長崎南商

業高等学校跡地活用について長崎県地学会

に協力要請

11月 19日 ～23日  火山都市国際会議島原大会

(長崎県地学会後援)長崎県地学会関係で

は 川原和博・長崎西高等学校地学部,寺

井邦久,清水 洋,長岡信治氏などによる

回頭発表あるいはポスター発表があった。

3月 8日  2008年度～2010年度 役員選挙

平成20年 (2008)度 会員数 :169名 (3月 現在)

平成20～ 22年度(2008～ 2010)役員
名誉会員 :松本征夫  太田一也

名誉会長 :鎌田泰彦
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川原和博  近藤 寛
布袋 厚  小田忠昭
鶴田勝也  浦川孝弘
阪口和則  寺井邦久
清水 洋  山口修弘(武内浩一)

松本直弥  古江正敏
勝 幸八  (今西誠司)

西山忠男  鮎沢 潤
大塚裕之  河野隆重
宮田雄一郎

運営委員 :

会 員 部 :陶山一也

経 理 部 :浦川孝弘
企 画 部 :チ |1原 和博
巡検行事部:布袋 厚

会誌編集部:阪口和則

広 報 部 :松本直弥
山口修弘 (川原和博兼務)

創立50周年行事係 (統括 :長岡信治)

記念大会 :阪 口和則  近藤 寛  鶴田勝也
山口修弘  小田忠昭

記念出版 :川原和博  寺井邦久  武内浩一

松本直弥  田口康博  布袋 厚
記念巡検 :長岡信治  山川 続  永藤哲哉

陶山一也  近藤孝司

(   )は 平成21年度変更

6月 22日  平成20年度総会 0研究発表会

参加者 :28名

〈研究発表〉 9題

〈特別講演〉「大村湾一超閉鎖性海域「琴の海」

の自然と環境一」

松岡数充 (長崎大学環東 シナ海海洋環境資

源研究センター教授・長崎大学副学長)

7月 ～平成21年 4月  特別会計帳簿棚卸 し作

業 (浅岡哲人 0阪 口和則)

11月 29日 特別会計帳簿棚卸 じ (第一次報告)

(浅岡哲人・阪回和則)

平成21年 1月 13日  名誉会長 鎌田泰彦先生

ご逝去

平成21年 (2009)度 会員数 :166名 (3月 現在)

平成21年度総会 0研究発表会6月 21日

参加者 :39名

〈研究発表〉 7題

〈特別講演〉「タービダイ トと火砕流」

宮田雄一郎 (山 口大学大学院 理工学研究

科教授)

事務局長交代 近藤寛から長岡信治 (副会長

兼務)へ

平成21年 7月 ～平成22年 4月  特別会計帳簿

棚卸 し作業  (浅岡哲人・阪回和則)

平成21年 6月 21日 現在 名誉会員 2名 ,正会

員163名 ,学生会員 2名, クラブ会員 1団体

平成21年 8月 22日  島原半島ジオパークが世

界ジオパークネットワークヘの加盟が認定

平成22年 (2010)度 会員数 :165名 (3月 現在)

4月 23日 付け 長崎県地学会誌が「学術出版

物」として指定される.

6月 20日  平成22年度総会 。研究発表会

参加者 :36名

理事選挙 :県外理事を廃止する,全県一区制

とする.

〈研究発表〉10題

〈特別講演〉「地球環境変動と大気組成」

長濱智生 (名古屋大学太陽地球環境研究所

准教授)

事務局長交代 長岡信治 (教育学部,副会長

兼務)か ら馬越孝道 (環境科学部)へ

平成23年 3月 ,「平成23～ 25年度 (2011～ 20

13)理事」選挙

県外理事と地域制とを廃止 じ一区制を採る

平成23年 3月 30日  名誉会員 松本径夫先生

ご逝去

平成23年 (2011)度  (創立50周年)

会員数 :157名 (3月 現在)

3月 11日 東日本大震災 死者行方不明者は

2万人を超える

6月 25日  平成23年度総会・創立50周年記念

講演会

〈記念講演〉

I「長崎の恐竜」

宮田和周 (福井県立恐竜博物館主任研究

員)

Ⅱ 「長崎県の地震」

清水 洋 (九州大学理学研究院附属地震

名誉理事 :石川直衛
会  長 :清水 洋

榮岩吉郎

監  事 :湊岡哲人  杉山和人

副 会 長 :長岡信治(事務局兼務)

事務局長 :近藤 寛
理  事 :

(県南地域)

(県央地域)

(県北地域)

(県外地域)

藤田 光

阪口和則

近藤孝司
大町 淳
鶴田勝也  小田忠昭
山川 続  永藤哲哉
寺井邦久

-29-一



長崎県地学会50年史年表

火山観測センター長)           8月 25日  長崎県教育委員会訪問「地学教育

主催 :長崎県地学会 0長崎市科学館       についての決議文」の手渡 じと要請を行っ

(総会参加者 :38名             た.

記念講演会参加者 :110名 )

「地学教育についての決議文」採択      編集に使つた資料

50周年記念講演会案内チラシを3,000作成 し,   0長 崎県地学会誌 1～ 74号

次のとおり配布 した.長崎県教育委員会,長崎   ・NESAそ くほう 1～ 100号

市教育委員会,佐世保市教育委員会,諌早市教   ・NESAニ ュースレター 1～ 36号

育委員会,島原市教育委員会,大村市教育委員   0庶 務記録ノー ト (鎌田泰彦)

会,長崎市・佐世保市 0諫早市・島原市・大村   ・庶務記録ノー ト (阪 口和則)

市各小中学校,長崎大学附属小中学校にそれぞ

れ10枚ずつ配布                鯖己載 もれや記載のまちがいがありましたら

理事選挙                   編集者までご連絡 ください。)

地域別理事 0県外理事を廃止 し,全会員の中

から選出する。(改訂)

平成23γ 25年度 (2011～ 2013)役員
名誉会員 :太田一也        (敬 称略)

名誉理事 :石川直衛  榮岩吉郎
会  長 :清水 洋
監  事 :荒本博之  白石成美(杉 山和一)

副 会 長 :長岡信治  阪口和則(事務局兼務)

事務局長 :馬越孝道
理事(定数16名 )

阪口和則  清水 洋  寺井邦久
川原和博  山川 続  布袋 厚
松本直弥  浦川孝弘  近藤孝司
鶴田勝也  長岡信治  小田忠昭
永藤哲哉  武内浩一  陶山一也
大町 淳

運営委員会組織
清水 洋会長,

長岡信治・阪口和則副会長,

馬越孝道事務局長
会 員 部 :近藤孝司  陶山一也

経 理 部 :浦川孝弘  大町 淳
企 画 部 :川原和博  武内浩一  長岡信治

巡好テ事部:布袋 厚  圧〃′1 続  永藤哲哉
小田忠昭

会誌編集部:阪口和則  寺井邦久  鶴田勝也
広 報 部 :松本直弥  川原和博  布袋 厚
創立50周年記念行事係
統  括 :長岡信治
A.記念大会○阪口和則 鶴田勝也

小田忠昭 大町 淳
B.記念出版○川原和博 寺井邦久

武内浩一 松本直弥
田口康博 布袋 厚

C.記念巡検○長岡信治 山川 続
永藤哲哉 陶山一也
近藤孝司

(○印は係長,順不同)
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