
卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼がががが魏魏魏魏にににに送送送送ったったったった「「「「神聖神聖神聖神聖なななな赤赤赤赤 丹丹丹丹」」」」はははは「「「「阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ののののベンガラベンガラベンガラベンガラ」」」」とのとのとのとの説説説説があるがあるがあるがある
阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ののののベンガラベンガラベンガラベンガラはははは かつてかつてかつてかつて火口湖火口湖火口湖火口湖のののの時代時代時代時代にににに形成形成形成形成されたされたされたされた大量大量大量大量にににに鉄分鉄分鉄分鉄分をををを含含含含むむむむ「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」とよばれるとよばれるとよばれるとよばれる渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱

このこのこのこのベンガラベンガラベンガラベンガラのののの郷郷郷郷 阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷にににに弥生弥生弥生弥生のののの後期後期後期後期 大量大量大量大量にににに鉄鉄鉄鉄をををを集積集積集積集積したしたしたした集落集落集落集落がががが幾幾幾幾つもつもつもつも出現出現出現出現したしたしたした
日本日本日本日本でのでのでのでの製鉄開始製鉄開始製鉄開始製鉄開始にこのにこのにこのにこの阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土がががが役割役割役割役割をををを演演演演じたのではないかじたのではないかじたのではないかじたのではないか・・・・・・・・・・・・

まだまだまだまだ そのそのそのその証拠証拠証拠証拠はないがはないがはないがはないが 日本誕生日本誕生日本誕生日本誕生ののののロマンロマンロマンロマンをををを秘秘秘秘めためためためた「「「「 鉄鉄鉄鉄のふるさとのふるさとのふるさとのふるさと 阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 」」」」であるであるであるである

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ににににベンガラベンガラベンガラベンガラのののの原料原料原料原料「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねましたねましたねましたねました阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ににににベンガラベンガラベンガラベンガラのののの原料原料原料原料「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねましたねましたねましたねました
またまたまたまた、、、、帰帰帰帰りにりにりにりに日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしい姿姿姿姿ダムダムダムダムまたまたまたまた、、、、帰帰帰帰りにりにりにりに日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしい姿姿姿姿ダムダムダムダム 豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田 白水白水白水白水ダムダムダムダムへもへもへもへも白水白水白水白水ダムダムダムダムへもへもへもへも
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私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」 2012.11.1.2012.11.1.&11.2.&11.2. by by MutsuMutsu NakanishiNakanishi

中西睦夫
スタンプ



私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷にににに大量大量大量大量にににに埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵されているされているされているされている渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱ベンガラベンガラベンガラベンガラ原料原料原料原料のののの「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」 これがこれがこれがこれが日本日本日本日本でのでのでのでの製鉄製鉄製鉄製鉄のののの開始開始開始開始とととと関係関係関係関係していないかしていないかしていないかしていないか・・・・・・・・・・・・・・・・

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷にににに出現出現出現出現したしたしたした大量大量大量大量のののの鉄鉄鉄鉄をををを保有保有保有保有するするするする村村村村のののの出現出現出現出現はははは証拠証拠証拠証拠こそないがこそないがこそないがこそないが、、、、それをそれをそれをそれを示示示示すのではすのではすのではすのでは・・・・・・・・・・・・

是非是非是非是非 一度阿蘇谷一度阿蘇谷一度阿蘇谷一度阿蘇谷にににに行行行行ってってってって 「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」にににに出会出会出会出会いたいといたいといたいといたいと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

弥生時代後期 卑弥呼の時代の前夜 先進材料であった鉄器を大量に集積した

集落が山深い阿蘇谷に出現し、古墳時代が始まると忽然と消えていった。

同時期 淡路島にも大鍛冶工房集落五斗長垣内遺跡が出現し、同じように古墳

時代が始まると忽然と消えてゆく。

謎の鍛冶工房村の盛衰??   実用鉄器が広く使われ始める幕開の時代である。
日本でも小規模ながら製鉄が始まったのではないか・・・と推察する研究者もいる。

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷にににに大量大量大量大量にににに埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵されているされているされているされている「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」はははは鉄分鉄分鉄分鉄分をををを70%近近近近くくくく含含含含むむむむ「「「「渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱」」」」

神聖神聖神聖神聖なななな「「「「赤赤赤赤」」」」ベンガラベンガラベンガラベンガラのののの原料原料原料原料であるばかりでなくであるばかりでなくであるばかりでなくであるばかりでなく、、、、鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石・・・・砂鉄砂鉄砂鉄砂鉄とならぶとならぶとならぶとならぶ製鉄原料製鉄原料製鉄原料製鉄原料

日本各地日本各地日本各地日本各地にこのにこのにこのにこの渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱のののの伝承伝承伝承伝承がががが残残残残るるるる。。。。

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷にににに出現出現出現出現したしたしたした大量大量大量大量のののの鉄鉄鉄鉄をををを保有保有保有保有するするするする村村村村のののの出現出現出現出現はははは証拠証拠証拠証拠こそないがこそないがこそないがこそないが、、、、阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷でのでのでのでの

製鉄製鉄製鉄製鉄のののの可能性可能性可能性可能性をををを示示示示すのではすのではすのではすのでは・・・・・・・・・・・・

是非是非是非是非 一度阿蘇谷一度阿蘇谷一度阿蘇谷一度阿蘇谷にににに行行行行ってってってって 「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」にににに出会出会出会出会いたいといたいといたいといたいと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２０１１．１０月 愛媛大学東アジア古鉄文化センター歴史講演会「弥生時代の小さき製鉄か工具たち 阿蘇・下扇原遺

跡の出土品から」で熊本県教育委員会 宮崎敬士氏から阿蘇谷 下扇原遺跡&小野原A遺跡の発掘調査の話を聞き、
鍛冶工房を含む数多くの住居・鉄器・鉄滓が出土し、住居の床敷きやあちこちに大量にベンガラがあったと。 愛媛大

村上恭通教授の話では1000℃を越える高温で焼かれたと考えられる謎の鉄滓も出土していると。

でも 炉跡からは粒状の鉄など製鉄が行われたという証拠は何一つ見つかっていないとお聞きした。

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷にににに大量大量大量大量にににに埋埋埋埋まっていてまっていてまっていてまっていて 今今今今もももも採掘採掘採掘採掘がががが行行行行われているとわれているとわれているとわれていると聞聞聞聞くくくく渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」

このこのこのこの黄土黄土黄土黄土をををを焼焼焼焼けばけばけばけば 簡単簡単簡単簡単にににに真真真真っっっっ赤赤赤赤なななな「「「「ベンガラベンガラベンガラベンガラ」」」」がががが得得得得られるといいられるといいられるといいられるといい、、、、

比較的低温度比較的低温度比較的低温度比較的低温度のののの900℃℃℃℃程度以上程度以上程度以上程度以上でででで、、、、溶溶溶溶けけけけ始始始始めめめめ、、、、凝集凝集凝集凝集がががが起起起起こるとこるとこるとこると聞聞聞聞くくくく。。。。

是非是非是非是非ともともともとも一度一度一度一度 現物現物現物現物をををを見見見見てててて 弥生弥生弥生弥生のののの鉄鉄鉄鉄にににに思思思思いをはせたいといをはせたいといをはせたいといをはせたいと・・・・・・・・・・・・・・・・・



私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi

http://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/2010iron/10iron11.pdf



2010.11.5. 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道10Iron11.pdf よりよりよりより http://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/2010iron/10iron11.pdf

私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi



熊本 肥後阿蘇・菊池郡

私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi



私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi



下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡&小野原小野原小野原小野原A遺跡遺跡遺跡遺跡

私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi

弥生後期鉄器を集積した阿蘇谷の集落遺跡



下扇原遺跡

小野原遺跡

私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi



菊池川は、阿蘇外輪山北西部の菊池渓谷に源を発し、菊池、山鹿、玉名を通っ

て、有明海に注ぐ。

かつて、この菊池地方は奥の阿蘇と同様大きな湖の底（阿蘇谷は火口湖 菊池

は火山噴火による大きな堰止湖といわれる）にあり、水が抜けた弥生時代には

肥沃な穀倉地となり、九州の東西交通や南北交通の十字路として大いに栄え、

特に古墳時代には大和とも交流があり、数多くの古墳が築かれ、大いに繁栄した。

大陸交流を示すといわれる装飾古墳群は特に有名である。

阿蘇谷の入口で繁栄した菊池川地域から阿蘇谷に入り、豊後へ抜けました



九州自動車道菊水ICから菊池渓谷を抜けて
阿蘇の外輪山 大観峰へ 2012.11.1.







山鹿市八千代座山鹿市八千代座山鹿市八千代座山鹿市八千代座 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



山鹿から菊池の町へ入る手前で 2012.11.1.



日田方面日田方面日田方面日田方面とととと菊池渓谷菊池渓谷菊池渓谷菊池渓谷からからからから阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇へのへのへのへの道道道道のののの分岐分岐分岐分岐 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.

菊池温泉菊池温泉菊池温泉菊池温泉のののの町並町並町並町並みすりみすりみすりみすり抜抜抜抜けてけてけてけて阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇へへへへ



菊池渓谷菊池渓谷菊池渓谷菊池渓谷からからからから阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇へのへのへのへの道道道道 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



菊池渓谷菊池渓谷菊池渓谷菊池渓谷からからからから阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇へのへのへのへの道道道道 菊池阿蘇菊池阿蘇菊池阿蘇菊池阿蘇スカイラインスカイラインスカイラインスカイライン 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



スカイラインスカイラインスカイラインスカイラインをををを外輪山外輪山外輪山外輪山のののの上上上上にににに登登登登ってってってって 日田日田日田日田からのからのからのからの道道道道のののの合流点北山周辺合流点北山周辺合流点北山周辺合流点北山周辺 2012.11.2.



北山展望所周辺北山展望所周辺北山展望所周辺北山展望所周辺よりよりよりより 阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの向向向向こうにこうにこうにこうに阿蘇五岳展望阿蘇五岳展望阿蘇五岳展望阿蘇五岳展望 2012.11.2.



北山展望所周辺北山展望所周辺北山展望所周辺北山展望所周辺よりよりよりより 反対反対反対反対のののの北側北側北側北側 雲雲雲雲のののの中中中中にににに久住連峰展望久住連峰展望久住連峰展望久住連峰展望 2012.11.2.



外輪山外輪山外輪山外輪山のののの上上上上ををををぐるっとぐるっとぐるっとぐるっと東東東東へへへへ回回回回ってゆくってゆくってゆくってゆく 阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇がこんなにがこんなにがこんなにがこんなにススキススキススキススキのののの原原原原とはとはとはとは??  雲雲雲雲のののの中中中中にににに久住連山久住連山久住連山久住連山











大観峰大観峰大観峰大観峰 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.大観峰大観峰大観峰大観峰 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.







大観峰大観峰大観峰大観峰よりよりよりより阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの向向向向こうにこうにこうにこうに阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.

阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳がががが涅槃涅槃涅槃涅槃のののの姿姿姿姿でででで阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの中央中央中央中央にににに横横横横たわっているたわっているたわっているたわっている





大観峰大観峰大観峰大観峰よりよりよりより阿蘇谷西側阿蘇谷西側阿蘇谷西側阿蘇谷西側 象象象象のののの鼻鼻鼻鼻のののの下下下下にににに広広広広がるがるがるがる黒川黒川黒川黒川・・・・狩尾方面狩尾方面狩尾方面狩尾方面 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



大観峰大観峰大観峰大観峰よりよりよりより 阿蘇谷南東側阿蘇谷南東側阿蘇谷南東側阿蘇谷南東側のののの展望展望展望展望 2012.11.1.



大観峰大観峰大観峰大観峰よりよりよりより 阿蘇谷正面阿蘇谷正面阿蘇谷正面阿蘇谷正面のののの展望展望展望展望 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 赤水赤水赤水赤水・・・・狩尾狩尾狩尾狩尾・・・・黒川黒川黒川黒川阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 一宮一宮一宮一宮



大観望大観望大観望大観望よりよりよりより内牧内牧内牧内牧・・・・狩尾狩尾狩尾狩尾のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ををををバックバックバックバックにににに 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.





そのままそのままそのままそのまま降降降降ればればればれば阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの中央中央中央中央 牧内温泉牧内温泉牧内温泉牧内温泉なのですがなのですがなのですがなのですが、、、、そのままそのままそのままそのまま外輪山外輪山外輪山外輪山のののの上上上上をををを東端東端東端東端 一宮一宮一宮一宮のののの街街街街へへへへ下下下下りりりり、、、、
仏仏仏仏のののの顔顔顔顔のののの部分部分部分部分 根子岳根子岳根子岳根子岳をををを越越越越えてえてえてえて高森高森高森高森へへへへ 息子息子息子息子がががが教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた高森田楽高森田楽高森田楽高森田楽のののの昼食昼食昼食昼食へへへへ 楽楽楽楽しみですしみですしみですしみです

2012.11.1.





やまなみやまなみやまなみやまなみハイウェイハイウェイハイウェイハイウェイ城山展望所城山展望所城山展望所城山展望所よりよりよりより 阿蘇谷一宮阿蘇谷一宮阿蘇谷一宮阿蘇谷一宮・・・・阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳のののの展望展望展望展望 2012.11.1.



一宮一宮一宮一宮のののの街街街街をををを抜抜抜抜けけけけ、、、、正面正面正面正面にににに見見見見えるえるえるえる根子岳根子岳根子岳根子岳のののの向向向向こうのこうのこうのこうの高森高森高森高森へへへへ向向向向かうかうかうかう 2012.11.1.





本年本年本年本年7777月月月月のののの集中豪雨集中豪雨集中豪雨集中豪雨のののの傷跡傷跡傷跡傷跡がががが生生生生々々々々しいしいしいしい外輪山外輪山外輪山外輪山とととと根子岳根子岳根子岳根子岳がががが接接接接するするするする箱石峠箱石峠箱石峠箱石峠をををを南南南南へへへへ越越越越えるえるえるえる
2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



大戸大戸大戸大戸のののの口口口口をををを下下下下ってまたってまたってまたってまた外輪山外輪山外輪山外輪山のののの中中中中 おおおお奨奨奨奨めのめのめのめの高森高森高森高森 大村集落大村集落大村集落大村集落 高森田楽保存会高森田楽保存会高森田楽保存会高森田楽保存会へへへへ



息子息子息子息子がががが教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた 高森高森高森高森のののの郷土料理郷土料理郷土料理郷土料理 高森田楽高森田楽高森田楽高森田楽のののの昼食昼食昼食昼食 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



おおおお店店店店のののの縁側縁側縁側縁側からはごつごつしたからはごつごつしたからはごつごつしたからはごつごつした根子岳根子岳根子岳根子岳がががが杉林越杉林越杉林越杉林越しにみられたしにみられたしにみられたしにみられた 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.











家内家内家内家内はははは銀杏銀杏銀杏銀杏をををを見見見見つけてつけてつけてつけて、、、、拾拾拾拾うのにうのにうのにうのに夢中夢中夢中夢中 ごごごご満悦満悦満悦満悦でしたでしたでしたでした 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



高森高森高森高森 らくらくらくらくだだだだ山公園山公園山公園山公園からからからから眺眺眺眺めるめるめるめる阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.

高森高森高森高森からからからから白水水源白水水源白水水源白水水源にににに出出出出てててて 南南南南からからからから北北北北へへへへ阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇ハイウェイハイウェイハイウェイハイウェイをををを阿蘇山阿蘇山阿蘇山阿蘇山からからからから阿蘇市阿蘇市阿蘇市阿蘇市にににに戻戻戻戻りりりり
阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土のののの露天掘露天掘露天掘露天掘りりりり・・・・弥生時代後期鉄器弥生時代後期鉄器弥生時代後期鉄器弥生時代後期鉄器をををを溜溜溜溜めめめめ込込込込んだんだんだんだ阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの集落遺跡集落遺跡集落遺跡集落遺跡をををを見見見見にににに行行行行くくくく









県道県道県道県道111111111111 阿蘇山阿蘇山阿蘇山阿蘇山ドライブウェイドライブウェイドライブウェイドライブウェイ南側南側南側南側 白水登白水登白水登白水登りりりり口口口口 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.





阿蘇中岳噴火口壁阿蘇中岳噴火口壁阿蘇中岳噴火口壁阿蘇中岳噴火口壁 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.





















草千里

草千里草千里草千里草千里をををを経経経経てててて阿蘇町阿蘇町阿蘇町阿蘇町へへへへ下下下下るるるる 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



阿蘇草千里阿蘇草千里阿蘇草千里阿蘇草千里 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.





草千里草千里草千里草千里からからからから眺眺眺眺めためためためた阿蘇中岳阿蘇中岳阿蘇中岳阿蘇中岳 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



阿蘇山阿蘇山阿蘇山阿蘇山ハイウェイハイウェイハイウェイハイウェイからからからから北側北側北側北側のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷・・・・外輪山外輪山外輪山外輪山をををを眺眺眺眺めるめるめるめる 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



阿蘇山阿蘇山阿蘇山阿蘇山ハイウェイハイウェイハイウェイハイウェイからからからから北側北側北側北側のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの中央部中央部中央部中央部 阿蘇町阿蘇町阿蘇町阿蘇町をををを眺眺眺眺めるめるめるめる 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.

このこのこのこの阿蘇谷阿蘇町阿蘇谷阿蘇町阿蘇谷阿蘇町阿蘇谷阿蘇町のののの中央左側中央左側中央左側中央左側 三久保三久保三久保三久保からからからから狩尾狩尾狩尾狩尾のののの田園表土田園表土田園表土田園表土をめくるをめくるをめくるをめくる
とそのとそのとそのとその下下下下にはにはにはには阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土（（（（渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱））））がががが層層層層をををを成成成成しているというしているというしているというしているという







米塚周辺で

頭の部分がぽっかりへこんでいる

2012.11.1.





阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇からからからから阿蘇谷北部阿蘇谷北部阿蘇谷北部阿蘇谷北部へへへへ降降降降るるるるハイウェイハイウェイハイウェイハイウェイでででで

2012.11.1.



狩尾地区





阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇ハイウェイハイウェイハイウェイハイウェイをををを下下下下りてりてりてりて正面阿蘇駅正面阿蘇駅正面阿蘇駅正面阿蘇駅 国道国道国道国道57575757号号号号がががが阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの中中中中をををを東西東西東西東西にににに結結結結ぶぶぶぶ 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



阿蘇駅阿蘇駅阿蘇駅阿蘇駅からまっすぐからまっすぐからまっすぐからまっすぐ北北北北のののの外輪山外輪山外輪山外輪山のののの麓麓麓麓 内牧内牧内牧内牧へへへへ向向向向かうかうかうかう

今回今回今回今回のののの一番一番一番一番のののの目的目的目的目的 「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを見見見見にににに行行行行くくくく 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



田園地帯田園地帯田園地帯田園地帯をををを北北北北のののの大観峰大観峰大観峰大観峰へへへへ向向向向かうかうかうかう国道国道国道国道212212212212号線号線号線号線をををを内牧内牧内牧内牧へへへへ
このこのこのこの田園田園田園田園のののの表土表土表土表土のののの下下下下にはにはにはには阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土がびっしりがびっしりがびっしりがびっしり層層層層をなしているというをなしているというをなしているというをなしているという
かつてかつてかつてかつて このこのこのこの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷がががが大大大大きなきなきなきな火口湖火口湖火口湖火口湖になったになったになったになった時代時代時代時代がががが゛゙゙゙ありありありあり、、、、マグママグママグママグマとととと共共共共にににに
植物植物植物植物などなどなどなど様様様様々々々々なななな有機物有機物有機物有機物がががが蓄積蓄積蓄積蓄積されされされされ水中水中水中水中でででで分離分解分離分解分離分解分離分解されされされされ、、、、このこのこのこの鉄分鉄分鉄分鉄分をををを大量大量大量大量にににに
含含含含むむむむ阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土（（（（渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱））））がががが出来上出来上出来上出来上がったというがったというがったというがったという
古古古古くはくはくはくは卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼のののの時代時代時代時代からからからから 神聖神聖神聖神聖なななな「「「「赤赤赤赤」」」」 このこのこのこの黄土黄土黄土黄土をををを原料原料原料原料としたとしたとしたとしたベンガラベンガラベンガラベンガラのののの
産地産地産地産地となったとなったとなったとなった



内牧内牧内牧内牧からからからから西西西西へへへへ曲曲曲曲がってがってがってがって大観峰大観峰大観峰大観峰のすぐのすぐのすぐのすぐ下下下下 阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの北崖北崖北崖北崖 山裾山裾山裾山裾をををを三久保三久保三久保三久保・・・・狩尾地区狩尾地区狩尾地区狩尾地区へへへへ向向向向かうかうかうかう 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡&小野原小野原小野原小野原A遺跡遺跡遺跡遺跡

私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi

弥生後期鉄器を集積した阿蘇谷の集落遺跡





阿蘇市狩尾地区阿蘇市狩尾地区阿蘇市狩尾地区阿蘇市狩尾地区にににに入入入入ってってってって「「「「田園田園田園田園のののの真真真真んんんん中中中中でででで阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土をををを露天掘露天掘露天掘露天掘りしているりしているりしているりしている」」」」
とととと聞聞聞聞くくくく日本日本日本日本リモナイトリモナイトリモナイトリモナイトのののの工場工場工場工場をををを探探探探すすすす



狩尾地区狩尾地区狩尾地区狩尾地区のののの田園田園田園田園ののののまっまっまっまっ真真真真んんんん中中中中 阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土をををを露天掘露天掘露天掘露天掘りしているりしているりしているりしている日本日本日本日本リモナイリモナイリモナイリモナイ工場工場工場工場をををを西側西側西側西側よりよりよりより眺眺眺眺めるめるめるめる 2012.11.1.



日本日本日本日本リモナイトリモナイトリモナイトリモナイトのののの工場敷地工場敷地工場敷地工場敷地にはこのにはこのにはこのにはこの周辺地下周辺地下周辺地下周辺地下にににに眠眠眠眠るるるる「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」のののの案内板案内板案内板案内板がありましたがありましたがありましたがありました



表土表土表土表土をををを除去除去除去除去してしてしてして掘掘掘掘りりりり出出出出されたされたされたされた「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1. 阿蘇市狩尾阿蘇市狩尾阿蘇市狩尾阿蘇市狩尾 日本日本日本日本リモナイトリモナイトリモナイトリモナイトでででで







露天掘露天掘露天掘露天掘りでりでりでりで採取採取採取採取されるされるされるされる「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1. 阿蘇市狩尾阿蘇市狩尾阿蘇市狩尾阿蘇市狩尾 日本日本日本日本リモナイトリモナイトリモナイトリモナイトでででで

阿蘇谷内阿蘇谷内阿蘇谷内阿蘇谷内のののの北部北部北部北部 狩尾地区狩尾地区狩尾地区狩尾地区のののの田園広範田園広範田園広範田園広範にににに眠眠眠眠るるるる阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土 南南南南にはにはにはには阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳阿蘇五岳がががが阿蘇谷中央阿蘇谷中央阿蘇谷中央阿蘇谷中央にどっしりとにどっしりとにどっしりとにどっしりと座座座座しているしているしているしている



阿蘇黄土層阿蘇黄土層阿蘇黄土層阿蘇黄土層をををを通通通通ってきたってきたってきたってきた水水水水「「「「赤水赤水赤水赤水」」」」（（（（鉄分鉄分鉄分鉄分をををを含含含含むむむむ透明水透明水透明水透明水））））におにおにおにお茶茶茶茶をををを注注注注ぐとぐとぐとぐと真真真真っっっっ黒黒黒黒にににに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本リモナイトの敷地に湧き出る水を使って 工場の栗林さんが実験を見せてくれました。
この地方に湧き出す鉄分の多い透明な「赤水」 お茶の中に含まれるタンニンと結びついて 真っ黒にする
また、この「赤水」 空気に触れると含まれる鉄分が酸化して水酸化鉄を析出し、茶褐色になり、水酸化鉄を沈殿
させる。 関西では「有馬の湯」がこれである。



もらってもらってもらってもらって帰帰帰帰ったったったった「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを 火火火火にかけるとにかけるとにかけるとにかけると いともいともいともいとも簡単簡単簡単簡単にににに「「「「ベンガラベンガラベンガラベンガラ」」」」にににに

持持持持ちちちち帰帰帰帰ったったったった「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」ををををガスガスガスガスでででで焼焼焼焼いていていていてベンガラベンガラベンガラベンガラにににに 2012.11.8.2012.11.8.2012.11.8.2012.11.8.



日本モンサント湧出の「赤水」 移し変えたり、車で揺られたり、

帰り着いたときには 鉄分が酸

化析出して褐色に

帰り着いて2日 静置する
と鉄分が沈殿して透明水に

このこのこのこの水水水水におにおにおにお茶茶茶茶をををを注注注注ぐとやっぱりおぐとやっぱりおぐとやっぱりおぐとやっぱりお茶茶茶茶

ののののタンニンタンニンタンニンタンニンとととと反応反応反応反応してしてしてして真真真真っっっっ黒黒黒黒にににに

有馬のお湯も つけたタオルが空気酸化で赤くなる。

一度金水・銀水をもらってきて お茶をいれてみよう。

また、鉄瓶で入れたお茶もおなじになるのだろうか??

お茶をたらした水道水

お茶をたらした阿蘇「赤水」

持持持持ちちちち帰帰帰帰ったったったった阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇「「「「赤水赤水赤水赤水」」」」でおでおでおでお茶茶茶茶をををを入入入入れるれるれるれる実験実験実験実験 2012.11.3.2012.11.3.2012.11.3.2012.11.3.

◎◎◎◎ 残残残残るはるはるはるは黄土黄土黄土黄土がががが「「「「古代製鉄原料古代製鉄原料古代製鉄原料古代製鉄原料としてとしてとしてとして機能機能機能機能したのかしたのかしたのかしたのか?」」」」
これをこれをこれをこれを確確確確かめたいかめたいかめたいかめたい

都市部都市部都市部都市部ではではではでは簡単簡単簡単簡単にににに野焼野焼野焼野焼きもきもきもきも出来出来出来出来ないがないがないがないが、、、、

900℃℃℃℃程度程度程度程度のののの還元炎還元炎還元炎還元炎でででで焼焼焼焼くくくくトライトライトライトライをしたいのですがをしたいのですがをしたいのですがをしたいのですが・・・・・・・・・・・・・・・・



阿蘇黄土・リモナイト

阿蘇黄土・リモナイトを焼くと容易にベンガラが出来る。このベンガラを産する阿蘇谷の集落で弥生終末期

大量に鉄を集積する集落が現われる。 阿蘇黄土は鉄を約70%含む渇鉄鉱で、製鉄原料になりうる。

日本で本格的なたたら製鉄が始まるのは5世紀後半。 このたたら製鉄に先立って 入手が容易な渇鉄鉱

を原料に製鉄が始まったのではないか・・・ そんな痕跡がこの阿蘇谷にもあるのではないか・・・・と。

現在 この阿蘇谷にその痕跡は見られないが、弥生の末期 この阿蘇谷に鉄を大量に保有する集落が幾

つも出現した。 これは何を意味するのか 不思議である。





弥生時代後期大量弥生時代後期大量弥生時代後期大量弥生時代後期大量のののの鉄器鉄器鉄器鉄器をををを集積集積集積集積したしたしたした阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの集落遺跡集落遺跡集落遺跡集落遺跡

狩尾遺跡群 下扇原遺跡・小野原遺跡

日本リモナイトの工場の北西側の黒川の遊水池が 下扇原遺跡だと教えてもらう

下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡

小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡

黒黒黒黒

川川川川

下扇原・小野原遺跡



阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの中中中中 北壁北壁北壁北壁のののの山裾山裾山裾山裾をををを東東東東からからからから西西西西へへへへ流流流流れれれれ下下下下りりりり、、、、白川白川白川白川にににに注注注注ぐぐぐぐ黒川黒川黒川黒川のののの北岸土手北岸土手北岸土手北岸土手 右側遊水地右側遊水地右側遊水地右側遊水地がががが小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡



下扇原下扇原下扇原下扇原・・・・小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡のののの縁縁縁縁をををを東西東西東西東西にににに流流流流れるれるれるれる黒川黒川黒川黒川 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.

小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡をををを南東側南東側南東側南東側からからからから眺眺眺眺めるめるめるめる



黒川 小野原遺跡 旧河川の土手?? 下扇原遺跡

小野原遺跡

下扇原遺跡

黒川黒川黒川黒川のののの旧河川旧河川旧河川旧河川をををを改修改修改修改修してしてしてして出来出来出来出来たたたた遊水地遊水地遊水地遊水地 下扇原下扇原下扇原下扇原・・・・小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ水路水路水路水路 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



下扇原遺跡

小野原遺跡

私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 2012.11.1. by Mutsu Nakanishi
旧河川の土手?



小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡のののの遊水地遊水地遊水地遊水地のののの南端側南端側南端側南端側 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



下扇原下扇原下扇原下扇原・・・・小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡がががが出土出土出土出土したしたしたした遊水地遊水地遊水地遊水地をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ黒川黒川黒川黒川のののの旧河川水路旧河川水路旧河川水路旧河川水路 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.

正面中央正面中央正面中央正面中央がががが旧河川旧河川旧河川旧河川のののの土手土手土手土手とととと推察推察推察推察されるされるされるされる



小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡 南東端南東端南東端南東端よりよりよりより 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



黒川黒川黒川黒川のののの旧河川旧河川旧河川旧河川をををを改修改修改修改修 旧土手旧土手旧土手旧土手をををを掘削掘削掘削掘削してしてしてして水路水路水路水路をををを作作作作りりりり 東西両側東西両側東西両側東西両側にににに出来出来出来出来たたたた遊水地遊水地遊水地遊水地のののの水路水路水路水路
中央中央中央中央がががが旧土手旧土手旧土手旧土手 左側左側左側左側がががが西遊水地西遊水地西遊水地西遊水地（（（（小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡）））） 右側右側右側右側がががが東遊水地東遊水地東遊水地東遊水地（（（（下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡））））2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.

後後後後にににに阿蘇外輪山阿蘇外輪山阿蘇外輪山阿蘇外輪山 兜岩兜岩兜岩兜岩がががが眺眺眺眺められるめられるめられるめられる



遊水地遊水地遊水地遊水地をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ水路東側水路東側水路東側水路東側のののの奥奥奥奥にににに 下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡下扇原遺跡 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



狩尾狩尾狩尾狩尾 黒川沿黒川沿黒川沿黒川沿いのこのいのこのいのこのいのこの周辺周辺周辺周辺もももも弥生弥生弥生弥生のののの集落遺跡集落遺跡集落遺跡集落遺跡だとだとだとだと土地土地土地土地のののの人人人人がががが教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた 2012.11.1.



狩尾狩尾狩尾狩尾 黒川沿黒川沿黒川沿黒川沿いのこのいのこのいのこのいのこの周辺周辺周辺周辺もももも弥生弥生弥生弥生のののの集落遺跡集落遺跡集落遺跡集落遺跡だとだとだとだと土地土地土地土地のののの人人人人がががが教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた 2012.11.1.



夕暮夕暮夕暮夕暮れれれれ近近近近くくくく 明日朝明日朝明日朝明日朝 もうもうもうもう一度狩尾地区一度狩尾地区一度狩尾地区一度狩尾地区をををを通通通通ってってってって 中通古墳群中通古墳群中通古墳群中通古墳群からからからから阿蘇神社阿蘇神社阿蘇神社阿蘇神社のあるのあるのあるのある一宮一宮一宮一宮へへへへ行行行行
くことにしてくことにしてくことにしてくことにして 赤水赤水赤水赤水ののののホテルホテルホテルホテルへへへへ向向向向かうかうかうかう 2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.2012.11.1.



阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇リゾートグランヴィリオホテルリゾートグランヴィリオホテルリゾートグランヴィリオホテルリゾートグランヴィリオホテル おおおお湯湯湯湯はははは鉄分鉄分鉄分鉄分をををを含含含含んだんだんだんだ「「「「赤湯赤湯赤湯赤湯」」」」





さすがにさすがにさすがにさすがに山中山中山中山中 気温気温気温気温2222℃℃℃℃ もうもうもうもう一度狩尾一度狩尾一度狩尾一度狩尾のののの里里里里へへへへ向向向向かうかうかうかう 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.



阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土のののの層層層層がががが地下地下地下地下にににに眠眠眠眠るるるる狩尾狩尾狩尾狩尾のののの田園地帯田園地帯田園地帯田園地帯 向向向向こうにこうにこうにこうに日本日本日本日本リモナイトリモナイトリモナイトリモナイトのののの工場工場工場工場がががが見見見見えるえるえるえる 2012.11.2.朝朝朝朝



外輪山外輪山外輪山外輪山のののの山裾山裾山裾山裾をををを黒川黒川黒川黒川がががが流流流流れるれるれるれる狩尾狩尾狩尾狩尾のののの田園地帯田園地帯田園地帯田園地帯 右手森右手森右手森右手森のののの向向向向こうにこうにこうにこうに下扇原下扇原下扇原下扇原・・・・小野原小野原小野原小野原のののの遺跡遺跡遺跡遺跡があるがあるがあるがある



外輪山外輪山外輪山外輪山のののの山裾山裾山裾山裾をををを黒川黒川黒川黒川がががが流流流流れるれるれるれる狩尾狩尾狩尾狩尾のののの田園地帯田園地帯田園地帯田園地帯 左手手森左手手森左手手森左手手森のののの向向向向こうにこうにこうにこうに下扇原下扇原下扇原下扇原・・・・小野原小野原小野原小野原のののの遺跡遺跡遺跡遺跡があるがあるがあるがある



2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2. 東側東側東側東側からからからから 下扇原下扇原下扇原下扇原・・・・小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡小野原遺跡へへへへ 遊水地遊水地遊水地遊水地のののの堰堰堰堰のののの塔塔塔塔がががが見見見見えるえるえるえる





遺跡遺跡遺跡遺跡のののの縁縁縁縁をををを西西西西へへへへ流流流流れれれれ下下下下るるるる黒川黒川黒川黒川 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.



遺跡遺跡遺跡遺跡のののの縁縁縁縁をををを東東東東からからからから西西西西へへへへ流流流流れれれれ下下下下るるるる黒川黒川黒川黒川 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.



小野原遺跡 東側から眺める

小野原遺跡 西南側から眺める

下扇原遺跡を南東側から眺める



川の岸のよどみには褐色

の鉄分が堆積している





阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの東北部東北部東北部東北部 象象象象ケケケケ鼻鼻鼻鼻のののの麓麓麓麓にににに広広広広がるがるがるがる

古墳時代古墳時代古墳時代古墳時代 5555・・・・6666世紀世紀世紀世紀のののの古墳群古墳群古墳群古墳群 中通古墳群中通古墳群中通古墳群中通古墳群 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.

「阿蘇の君」として、大和と結んで国造となり、 古墳時代、熊本県東部一帯に

勢力をおよぼしていた豪族たちの古墳群がある。 その勢力の源は「ベンガラ」か?



北北北北のののの外輪山外輪山外輪山外輪山のののの麓麓麓麓 外輪山外輪山外輪山外輪山のののの崖崖崖崖からからからから内内内内にににに突突突突きききき出出出出たたたた象象象象ケケケケ鼻鼻鼻鼻のののの先端部小嵐山先端部小嵐山先端部小嵐山先端部小嵐山のののの手前手前手前手前にににに

車塚車塚車塚車塚1号墳号墳号墳号墳 ・・・・ 勝負塚古墳勝負塚古墳勝負塚古墳勝負塚古墳（（（（背後背後背後背後））））をををを眺眺眺眺めるめるめるめる 2012.11.2.



中通古墳群中通古墳群中通古墳群中通古墳群 車塚車塚車塚車塚1111号墳号墳号墳号墳 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.







車塚車塚車塚車塚1号墳号墳号墳号墳のののの上上上上よりよりよりより 車塚車塚車塚車塚2号墳号墳号墳号墳 奥道奥道奥道奥道のののの右手右手右手右手 勝負塚古墳勝負塚古墳勝負塚古墳勝負塚古墳をををを眺眺眺眺めるめるめるめる 2012.11.2.









北側北側北側北側からからからから眺眺眺眺めためためためた車塚車塚車塚車塚1111号墳号墳号墳号墳 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.

南東側南東側南東側南東側からからからから眺眺眺眺めためためためた車塚車塚車塚車塚1111号墳号墳号墳号墳 バックバックバックバックにににに大観峰大観峰大観峰大観峰がががが見見見見えているえているえているえている 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.









（（（（白水白水白水白水のののの溜池堰堤溜池堰堤溜池堰堤溜池堰堤））））

帰路帰路帰路帰路はははは東東東東のののの大分側大分側大分側大分側にににに下下下下ってってってって
日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしい白水白水白水白水ダムダムダムダムからからからから
竹田竹田竹田竹田・・・・大分大分大分大分・・・・別府別府別府別府へへへへ

2012.11.2.



「日本一美しいダム 白水溜池堰堤」

高速道路のSAでもらったMapに素晴らしい堰堤の写真
その美しさに家内と二人 帰りに是非立寄りたいと。

場所は豊後竹田 阿蘇からの帰りに行ける

地図を見ると 場所は記されているが、道がない。

ナビに名前を入れるが出てこない。 住所は2つ 右岸・左岸の

両方が記載されていて、道が細いので 運転に注意とある。

ナビに住所を入れると道のない祖母山塊の山中に旗が立つ。

大きな地図帳の大野川の川筋に白水ダム・白水溜池溜池堰堤

の名がある。

案内が掲載されているのだから行けるはず。

豊後竹田へ向いて走って、途中で道を聞こう。

阿蘇から国道57号線を走って 途中 一番近そうな JR豊肥線の駅があ
る豊後荻町駅に立寄ればはっきり出来る。

是非立寄ろうといつになく二人の意見が一致。

阿蘇神社の参拝を済ませ、阿蘇谷の予定を全部済ませたのが、朝10時。
「時間はたっぷりある」と予定通り、白水溜池堰堤へ向かって 阿蘇を後

にする。

全く土地感のない場所ですが、流れ落ちる水の美しさに 気持ちはもう阿

蘇から白水堰堤に向いている。

国の重要文化財ということも全く知りませんでしたが、 途中 教えてもら

いながら、ナビ併用で行き着きました。

掛け値なしに素晴らしい 水の流れ落ちる姿の美しさは やっぱり日本一

ダムサイトの左岸・右岸どちらにも 道はok なのですが、反対側へ行く
にはダムサイトの下を通り、堰堤の端の手すりのない急な狭い石段をよ

じ登らねばならず、要注意。（近くに橋はない）





九州高速道路地図帳九州高速道路地図帳九州高速道路地図帳九州高速道路地図帳のののの名所名所名所名所にににに掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている「「「「白水白水白水白水ダムダムダムダム」」」」 位置位置位置位置

がががががががが記載記載記載記載されているのですがされているのですがされているのですがされているのですが道道道道がないがないがないがない。。。。 どどどどないしてないしてないしてないしてゆくのゆくのゆくのゆくの???

ナビナビナビナビにににに入入入入れるとれるとれるとれると道道道道のないのないのないのない所所所所にににに旗旗旗旗 行行行行けばけばけばけば何何何何とかなるだろうととかなるだろうととかなるだろうととかなるだろうと阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇とととと

豊後豊後豊後豊後をををを結結結結ぶぶぶぶ豊肥本線豊肥本線豊肥本線豊肥本線のののの最近接駅最近接駅最近接駅最近接駅「「「「豊後荻町駅豊後荻町駅豊後荻町駅豊後荻町駅」」」」へへへへ 正解正解正解正解でしたでしたでしたでした



白水ダムの写真の美しい姿に どうしても観たくて 阿蘇から豊後へ
白水ダムは期待どおり 道はまだもうひとつ でも素晴らしい



案内板案内板案内板案内板があるがあるがあるがある旧道旧道旧道旧道

白水白水白水白水ダムダムダムダムへのへのへのへの新道新道新道新道

豊後荻町駅



阿蘇谷を後にして、宮地駅前から

国道57号線豊後竹田方面へ外輪
山を越えて行く

2012.11.2.







荻町駅荻町駅荻町駅荻町駅へへへへ向向向向かうかうかうかう道道道道でででで「「「「白水白水白水白水ダムダムダムダム」」」」のののの標識標識標識標識をををを見見見見つけてつけてつけてつけて ほっとするほっとするほっとするほっとする 2012.11.2.
またまたまたまた、、、、知知知知らなかったのですがらなかったのですがらなかったのですがらなかったのですが、、、、荻町荻町荻町荻町ははははトマトトマトトマトトマトのののの名産地名産地名産地名産地 おいしいおいしいおいしいおいしいトマトトマトトマトトマトがががが箱箱箱箱でででで買買買買えましたえましたえましたえました





白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤
（（（（白水白水白水白水ダムダムダムダム））））

白水白水白水白水ダムダムダムダムへのへのへのへの道道道道がこのがこのがこのがこのマップマップマップマップにもかかれていないがにもかかれていないがにもかかれていないがにもかかれていないが、、、、
新道新道新道新道もももも作作作作られられられられ、、、、標識標識標識標識をたどってゆけばをたどってゆけばをたどってゆけばをたどってゆけば、、、、このこのこのこの荻町荻町荻町荻町からからからから
直接行直接行直接行直接行けるけるけるける。。。。 全全全全くくくく心配心配心配心配なしなしなしなし ダムダムダムダムのののの横横横横にににに駐車場駐車場駐車場駐車場もあもあもあもあ
るとるとるとると案内所案内所案内所案内所でででで教教教教えてもらったえてもらったえてもらったえてもらった



荻町荻町荻町荻町グランドグランドグランドグランドでででで 明日明日明日明日ののののトマトフェスティバルトマトフェスティバルトマトフェスティバルトマトフェスティバルののののイベントイベントイベントイベント
かぼちゃのかぼちゃのかぼちゃのかぼちゃの大大大大きさきさきさきさ競争競争競争競争のののの計測計測計測計測がががが行行行行われていましたわれていましたわれていましたわれていました 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.





教教教教えてもらってえてもらってえてもらってえてもらってトマトトマトトマトトマトをををを買買買買いいいい、、、、再度再度再度再度 白水白水白水白水ダムダムダムダムへのへのへのへの道道道道をををを確認確認確認確認するするするする
標識標識標識標識もあるしもあるしもあるしもあるし、、、、ナビナビナビナビにににに任任任任せてせてせてせて 白水白水白水白水ダムダムダムダムへへへへ



駅駅駅駅のののの案内所案内所案内所案内所とはとはとはとは違違違違うううう道道道道とととと思思思思いつつもいつつもいつつもいつつも しっかりしたしっかりしたしっかりしたしっかりした案内標識案内標識案内標識案内標識があるのでがあるのでがあるのでがあるので安心安心安心安心ですがですがですがですが、、、、 谷谷谷谷をををを幾幾幾幾つもつもつもつも越越越越
えてゆくえてゆくえてゆくえてゆく細細細細いいいい道道道道 やっぱりすごいなあとどんどんやっぱりすごいなあとどんどんやっぱりすごいなあとどんどんやっぱりすごいなあとどんどん山山山山のののの中中中中へへへへ入入入入ってゆくってゆくってゆくってゆく。。。。途中谷途中谷途中谷途中谷をををを越越越越えるとえるとえるとえると小小小小さなさなさなさな集落集落集落集落もあもあもあもあ
りりりり、、、、これこれこれこれ別別別別にににに道道道道がありそうとがありそうとがありそうとがありそうと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ でもでもでもでも 荻町荻町荻町荻町からからからから30分足分足分足分足らずでらずでらずでらずで山深山深山深山深いいいい白水白水白水白水ダムダムダムダムののののダムサイトダムサイトダムサイトダムサイトへへへへ

帰帰帰帰りにりにりにりに判判判判ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、標識標識標識標識があるのはがあるのはがあるのはがあるのは旧道旧道旧道旧道 ダムダムダムダムのののの上流側上流側上流側上流側にににに行行行行けばけばけばけば、、、、集落集落集落集落（（（（舞次舞次舞次舞次））））のあるのあるのあるのある広広広広いいいい道道道道があっがあっがあっがあっ
てててて スムーズスムーズスムーズスムーズにににに荻町荻町荻町荻町にににに帰帰帰帰りりりり着着着着きましたきましたきましたきました。。。。



案内板案内板案内板案内板があるがあるがあるがある旧道旧道旧道旧道

白水白水白水白水ダムダムダムダムへのへのへのへの新道新道新道新道





白水堰堤へ行く途中 祖母山の山並が眺められました 2012.11.2.







日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財 「「「「白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤」」」」 豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市大字次倉大字次倉大字次倉大字次倉 2012.11.2.





日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財 「「「「白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤」」」」 豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市大字次倉大字次倉大字次倉大字次倉 2012.11.2.













日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財 「「「「白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤」」」」 豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市大字次倉大字次倉大字次倉大字次倉 2012.11.2.













日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財 「「「「白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤」」」」 豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市大字次倉大字次倉大字次倉大字次倉 2012.11.2.



日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財 「「「「白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤」」」」 豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市大字次倉大字次倉大字次倉大字次倉 2012.11.2.



日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財 「「「「白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤」」」」 豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市大字次倉大字次倉大字次倉大字次倉 2012.11.2.







日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム 重要文化財重要文化財重要文化財重要文化財 「「「「白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤」」」」 豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市豊後竹田市大字次倉大字次倉大字次倉大字次倉 2012.11.2.











白水白水白水白水ダムダムダムダムのののの谷筋谷筋谷筋谷筋からからからから尾根道尾根道尾根道尾根道にでるとにでるとにでるとにでると祖母山祖母山祖母山祖母山のののの山並山並山並山並がががが眺眺眺眺められましためられましためられましためられました 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.



東九州ドライブウェイ 左から由布岳 鶴見岳 高崎山 20102.11.2.



修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行でででで行行行行ったったったった別府坊主地獄別府坊主地獄別府坊主地獄別府坊主地獄のののの記憶記憶記憶記憶がないというがないというがないというがないという家内家内家内家内のためのためのためのため途中下車途中下車途中下車途中下車 2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.











福岡

別府

久住山

祖母山

豊後竹田

下関海峡

【参考した資料】

1. 愛媛大学東アジア古代鉄文化センタ 第６回アジア歴史講演会 「弥生時代の小さき鉄製加工具たち」

宮崎敬士氏「下扇原遺跡・小野原A遺跡」 村上恭通氏「中九州における弥生時代鉄製品研究の論点」ほか

2. 日本リモナイト home page  http://www.limonic.co.jp/

3. 【和鉄の道】 1. 第６回アジア歴史講演会を聞いてより 「阿蘇谷 大量に鉄を集積した集落 下扇原遺跡」 2010.11.5.
http://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/2010iron/10iron11.pdf

4. 【和鉄の道】 2. 九州の縄文・古代文化を訪ねて 1. 熊本県菊池川流域の装飾古墳群 2004.10.6.
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/2walk09.pdf

5. 【和鉄の道】 3. 九州 古代の豊の国から阿蘇へ鉄の国「豊（豊前・豊 後）」臼杵石仏を作らせたのは炭焼き長者 ??? 
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/6iron07.pdf



卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼がががが魏魏魏魏にににに送送送送ったったったった「「「「神聖神聖神聖神聖なななな赤赤赤赤 丹丹丹丹」」」」はははは「「「「阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ののののベンガラベンガラベンガラベンガラ」」」」とのとのとのとの説説説説があるがあるがあるがある
阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ののののベンガラベンガラベンガラベンガラはははは かつてかつてかつてかつて火口湖火口湖火口湖火口湖のののの時代時代時代時代にににに形成形成形成形成されたされたされたされた大量大量大量大量にににに鉄分鉄分鉄分鉄分をををを含含含含むむむむ「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」とよばれるとよばれるとよばれるとよばれる渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱渇鉄鉱

このこのこのこのベンガラベンガラベンガラベンガラのののの郷郷郷郷 阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷にににに弥生弥生弥生弥生のののの後期後期後期後期 大量大量大量大量にににに鉄鉄鉄鉄をををを集積集積集積集積したしたしたした集落集落集落集落がががが幾幾幾幾つもつもつもつも出現出現出現出現したしたしたした
日本日本日本日本でのでのでのでの製鉄開始製鉄開始製鉄開始製鉄開始にこのにこのにこのにこの阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土がががが役割役割役割役割をををを演演演演じたのではないかじたのではないかじたのではないかじたのではないか・・・・・・・・・・・・

まだまだまだまだ そのそのそのその証拠証拠証拠証拠はないがはないがはないがはないが 日本誕生日本誕生日本誕生日本誕生ののののロマンロマンロマンロマンをををを秘秘秘秘めためためためた「「「「 鉄鉄鉄鉄のふるさとのふるさとのふるさとのふるさと 阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 」」」」であるであるであるである

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ににににベンガラベンガラベンガラベンガラのののの原料原料原料原料「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねましたねましたねましたねました阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ににににベンガラベンガラベンガラベンガラのののの原料原料原料原料「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねましたねましたねましたねました
またまたまたまた、、、、帰帰帰帰りにりにりにりに日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしい姿姿姿姿ダムダムダムダムまたまたまたまた、、、、帰帰帰帰りにりにりにりに日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしい姿姿姿姿ダムダムダムダム 豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田豊後竹田 白水白水白水白水ダムダムダムダムへもへもへもへも白水白水白水白水ダムダムダムダムへもへもへもへも

〔〔〔〔〔〔〔〔おしまいおしまいおしまいおしまいおしまいおしまいおしまいおしまい〕〕〕〕〕〕〕〕

私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷 「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」 2012.11.1.2012.11.1.&11.2.&11.2. by by MutsuMutsu NakanishiNakanishi


