
    【情報】 和鉄の道・Iron road 『西播磨の鉄』レビュー 

        兵庫県立歴史博物館 ひようご歴史研究室編 

『ひょうご歴史研究室紀要』第３号 特集「播磨のたたら製鉄」刊行 

 

  

姫路にある兵庫県立歴史博物館では 2015年4月 兵庫県内の歴史研究のため、 

ひょうご歴史研究室が設置され、 

1.「播磨風土記」 2.赤松氏と山城 3.たたら製鉄 の3つをテーマに地域史の視点で、 

博物館内外の研究者や大学・地域研究諸団体の人々も加わり、総合研究が続けられている。 

この3月刊行された「ひょうご歴史研究室紀要」第3号にその研究成果の一端を示す特集 

「播磨のたたら製鉄」が刊行され、県内図書館棟で閲覧できると共にインターネトで、 

閲覧ダウンロードできましたのでご紹介。   

2018..6.1. by Mutsu Nakanishi 

岡山県吉備・美作と接する中国山地の東部、古代たたら製鉄神降臨の地伝承があり、「播磨風土記」に

は数多くの製鉄伝承が残る日本で いち早くたたら製鉄が始ったとされる地の一つでる。 

中国山地から流れ下る千種川・揖保川水系の谷筋には、古くから数多くのたたら跡が点在し、近世には

「千種鉄」「宍粟鉄」と全国的に隆盛した西播磨。  

数多くの伝承や古いたたら跡の痕跡は数多く残り、発掘調査や地域調査研究が進むにつれ、断片的には

解明された点も多い。しかし、西播磨でのたたら製鉄の始まりやたたら製鉄の具体的な様相 そして、

時代の流れに沿ってたたら製鉄そのものが変化してゆく中での人々の暮らしの変化など地域社会の全

変化をとらえる視点での解明が大きな課題。 

地域開発が急速に進行し、残された時代の痕跡が根こそぎどんどん消えてゆく中で、地域の暮らしが時

間をかけて変化してきた様子をしっかり見つめることが、次の地域発展の重要なヒントであり、また鍵
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となる。 これをないがしろにした開発失敗事例が実に多いのが、日本の現状。 

兵庫県立歴史博物館の取組はまさに新しい西播磨展開への大きな指針を与えるだろう。 

「古代から今に及ぶ西播磨のたたら製鉄と人々の暮らしが、 

他の地域の暮らしとどのように繋がり、今後どんな展開になるのか・・そんなことが知りたい」 

解明はまだこれからでしょうが、総合的に西播磨のたたら製鉄を考える視点で始まったたたら製鉄班の

研究の第一回総括の5編の論文に示されていますので、情報お知らせします。 

 なお、『ひょうご歴史研究室紀要』第３号 特集「播磨のたたら製鉄」に掲載された論文は 

 下記 インターネット 兵庫県立博物館のホームページから 閲覧・ダウンロードできます。 

  

 『ひょうご歴史研究室紀要』第３号 特集「播磨のたたら製鉄」  

  2018.3月 兵庫県立歴史博物館 ひょうご歴史研究室編    

2  

   ◎ 兵庫県立歴史博物館 ひようご歴史研究室 http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekiken/ 

   研究論文なので、文字ばかりで、ちょっと読みにくいかもしれませんが、 

西播磨のたたら製鉄を総括的に知るにはうれしいレビューです。 

 

また、合わせて 和鉄の道・Iron road に掲載してきた西播磨のたたら製鉄関連遺跡や地域探訪記事 

を抜き出し、リストアップしました。  

              和鉄の道・Iron Road 西播磨の鉄(宍粟・佐用)概要レビュー 

西播磨のたたら跡幾

つかの探訪記と共に

四季折々の西播磨 

たたらの里の景色な

どの記事をリストア

ップしましたので、 

お暇なときにでもご

覧ください。 

 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekiken/


 和鉄の道・Iron Road 日本の源流・製鉄関連遺跡探訪リスト   by Mutsu Nakanishi 

和鉄の道・Iron Road  西播磨の鉄【宍粟・佐用】概要 レビュー    

和鉄の道・Iron Road に掲載してきた記事をまとめてリストアップし、そのうち4篇の概要記事を 

兵庫県西播磨県民局発行の案内冊子「たたらのふるさと」といっしょに掲載記録しました  

 

  

 

  

               和鉄の道・Iron Road  西播磨の鉄【宍粟・佐用】概要 レビュー 

 ◎ 「たたらのふるさと」 兵庫県西播磨県民局 発行 作成協力 宍粟鉄を保存する会・宍粟市・佐用町 

◎  和鉄の道・Iron Road 掲載  西播磨の鉄【宍粟・佐用】主要記事 by Mutsu Nakanishi  

◆  和鉄の道・Iron Road 掲載  西播磨の鉄【宍粟・佐用】主要記事リスト ◆ 

1.   和鉄のふるさと「千種・岩鍋」2001. 1月掲載 

古代たたら製鉄神 金屋子神降臨伝承地「千種岩鍋」& 近世 千種鉄の中心 千種天児屋鉄山遺跡 

      2.   播磨風土記 古代製たたら製鉄の中心地 「讃容(佐用)の里」Walk     2003. 11月掲載 

播磨風土記に掲載された西播磨 佐用の古代たたら製鉄の中心 佐用町大撫山周辺 

    3.   播磨風土記御方里(三方)周辺 平安時代末期の安積山製鉄遺跡探訪 宍粟郡一ノ宮町 2004.  2月掲載 

      千種とならぶ西播磨 宍粟の古代たたら製鉄の中心地 

      4.   大阪の鉄商 泉屋が経営した千種岩野辺(岩鍋) 近世の荒尾山鉄山遺跡を訪ねる    2016．8月掲載 

近世の千種鉄の中心生産地 千種天児屋鉄山とならぶ中心の製鉄遺跡 

 



和鉄の道・Iron Road 宍粟・佐用の鉄 関連 掲載記事 URL: アクセスリスト  

1. たたらの話 あれこれ〔たたら製鉄概説〕 - 風来坊 和鉄の道を訪ねて –              2010.1月  

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron01.pdf 

● Iron road  たたらの源流       ● 日本独自の直接製鉄法 たたら製鉄 

● たたらの語源 & 関連の言葉や地名     ● 奥出雲・播磨 たたら「金屋子神」の伝承 

● 日本各地に残る和鉄の道 風景リスト  ● 東アジア 鉄の歴史年表 中国・朝 2010.1.鮮・日本 

  2.  古代鉄の大王国 播磨国 ｢千種鉄｣  古代製鉄神 金屋子神 降臨伝承の地「岩鍋」       2001.1月     

         http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb01.pdf 

  3.  播磨国 風土記  和鉄の道【1】   

        古代製鉄の一大生産地「讃容の里」Walk  西播磨 佐用町 大撫山製鉄遺跡を訪ねて    2003.11月 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron01.pdf 

 4.  播磨国 風土記  和鉄の道【2】   

        「御方里」周辺  安積山製鉄遺跡(平安末期の遺跡)探訪 一宮町                       2004..2月 

        http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron07.pdf  

 5. 播磨国風土記 和鉄の道【3】     

産鉄の地 「御方里」の 里を訪ねて 一宮町  

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron10.pdf           2004. 6月 

 6. たたら製鉄の原料 砂鉄採取の地形が残る西播磨 砥峰高原                2007.10月 

     初秋の 西播磨の山郷  一面ススキが覆いつくす 砥峰高原 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron18.pdf 

 7.  奥播磨 かつてのたたらの郷に「ジキタリス」の花園を訪ねる             2009.6月 

    奥黒尾山西北山麓 宍粟市山崎町野々隅原 大国牧場 花のWalk  

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/9iron07.pdf 

 8.  奥播磨 千種川に注ぐ恋文川源流                         2010.7月  

 .   たたらの郷 宍粟市山崎町小茅野（こがいの）集落を訪ねる 

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron08.pdf 

9. 千種川流域に咲くひまわり畑と製鉄神「天目一筒神」を祭る「天一神社」を訪ねる     2012.8.月 

 ひまわりの夏2012  古代たたらの郷 佐用 西播磨佐用町（旧南光町）林崎 

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf 

10.  久しぶりに西播磨 古代からの製鉄の地「宍粟市千種」を訪ねる」          2013.7月 

     千種天児屋たたら跡・岩鍋古代製鉄発祥の地伝承の碑を訪ねる  

     1. 江戸時代初期から明治まで操業の千種 西河内 天児屋鉄山跡再訪 学習館併設のたたら公園 

     2. 今ユリの花満開のちぐさ高原の「ユリ園」に立ち寄る 

     3. 千種川水系家千種から東の揖保川水系へ 山越ルート国道４２９号線   

              宍粟の製鉄地帯の中心部  岩鍋の古代製鉄発祥の地碑を見て 波賀・一宮町から山崎へ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/13iron10.pdf 

11.   雨に先駆けて山麓の湿地に ひっそり咲くビンクの花 クリンソウ           2015.5.月 

    千種 天児屋たたら跡に咲くクリンソウを訪ねる   

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/15iron08.pdf 

12.  奥播磨千種 古代の製鉄神金屋子神降臨の伝承地 千種岩野辺(岩鍋)                  2016.8.月  

 近世の製鉄遺跡 大坂泉屋が経営した荒尾山鉄山遺跡を訪ねる 

     1.  山崎と千種・佐用の境切窓峠を越えて 佐用下三河から千種川を遡って千種へ 

2. 千種から西へ国道429号 岩野辺川に沿う谷筋を岩野辺荒尾 荒尾山鉄山遺跡へ 

3. 荒尾山鉄山製鉄遺跡 荒尾山山中のたたら跡を歩く 

 4. 国道２９号線がトンネルで抜ける鳥ケ乢 旧４２９号で山を登り 鳥ヶ乢の「峠」へ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron09.pdf 

13.   奥播磨の中国山地から古代たたらの郷を流れ出た千種川の河口 赤穂 】             2017.8.月 

兵庫100名山 赤穂市「黒鉄山」と赤穂千種川河口walk－千種川 砂鉄の痕跡を探して  -  

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/17iron06.pdf  

【番外】■「初期大和王権の成立に大きな役割を演じた西播磨」  

西播磨で古墳時代後期末の鍛冶炉跡が出土有年 牟礼・井田遺跡を訪ねる     2011.3月 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/11iron02.pdf 

【番外】■ 和鉄の道 【3】口絵 2003 たたら製鉄が地域 の自然や文化に与えた影響  2004.1月 

  赤穂に塩田を作りだした播磨北部のたたら製鉄より 

     http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/ir3kc04.pdf 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron01.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb01.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron01.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron07.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron10.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron18.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/9iron07.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron08.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/13iron10.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/15iron08.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron09.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/17iron06.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/11iron02.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/ir3kc04.pdf


和鉄の道・Iron Road  西播磨の鉄【宍粟・佐用】概要レビュー   2018.5.5. 

      和鉄の道・Iron Road に掲載してきた記事をまとめてリストアップし、 

そのうち4篇の概要記事を兵庫県西播磨県民局発行の案内冊子「たたらのふるさと」といっしょに掲載記録しました  

 

   

 

      ◎ 「たたらのふるさと」 兵庫県西播磨県民局 発行 作成協力 宍粟鉄を保存する会・宍粟市・佐用町 

◎ 和鉄の道・Iron Road 掲載  西播磨の鉄【宍粟・佐用】主要記事 by Mutsu Nakanishi  

◆  和鉄の道・Iron Road 掲載  西播磨の鉄【宍粟・佐用】主要記事リスト ◆ 

                   1.   和鉄のふるさと「千種・岩鍋」                            2001. 1月掲載 

古代たたら製鉄神 金屋子神降臨伝承地「千種岩鍋」& 近世 千種鉄の中心 千種天児屋鉄山遺跡 

                   2.   播磨風土記 古代製たたら製鉄の中心地 「讃容(佐用)の里」Walk             2003. 11月掲載 

播磨風土記に掲載された西播磨 佐用の古代たたら製鉄の中心 佐用町大撫山周辺 

          3.   播磨風土記御方里(三方)周辺 平安時代末期の安積山製鉄遺跡探訪 宍粟郡一ノ宮町    2004.  2月掲載 

              千種とならぶ西播磨 宍粟の古代たたら製鉄の中心地 

                   4.   大阪の鉄商 泉屋が経営した千種岩野辺(岩鍋) 近世の荒尾山鉄山遺跡を訪ねる       2016．8月掲載 

  近世の千種鉄の中心生産地 千種天児屋鉄山とならぶ中心の製鉄遺跡 

  

        

                                            2018.5.5. Mutsu Nakanishi 作成 



和鉄の道・Iron Road 掲載  西播磨の鉄【宍粟・佐用】主要記事 リスト by Mutsu Nakanishi  

1. たたらの話 あれこれ〔たたら製鉄概説〕- 風来坊 和鉄の道を訪ねて –  2010.1月               

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron01.pdf 

● Iron road  たたらの源流     ● 日本独自の直接製鉄法 たたら製鉄 

● たたらの語源 & 関連の言葉や地名    ● 奥出雲・播磨 たたら「金屋子神」の伝承 

● 日本各地に残る和鉄の道風景リスト   ● 東アジア 鉄の歴史年表 中国・朝鮮・日本 

  2.  古代鉄の大王国 播磨国 ｢千種鉄｣ 古代製鉄神 金屋子神 降臨伝承の地「岩鍋」 2001.1月            

        http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb01.pdf 

  3.  播磨国 風土記  和鉄の道【1】  2003.11月 

        古代製鉄の一大生産地「讃容の里」Walk  西播磨 佐用町 大撫山製鉄遺跡を訪ねて       

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron01.pdf 

 4. 播磨国 風土記  和鉄の道【2】  2004..2月 

        「御方里」周辺  安積山製鉄遺跡(平安末期の遺跡)探訪 一宮町                                 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron07.pdf  

 5. 播磨国風土記 和鉄の道【3】                     2004. 6月 

産鉄の地 「御方里」の 里を訪ねて 一宮町  

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron10.pdf       

 6. たたら製鉄の原料 砂鉄採取の地形が残る西播磨 砥峰原       2007.10月 

     初秋の 西播磨の山郷  一面ススキが覆いつくす 砥峰高原 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron18.pdf 

 7.  奥播磨 かつてのたたらの郷に「ジキタリス」の花園を訪ねる     2009.6月              

    奥黒尾山西北山麓 宍粟市山崎町野々隅原 大国牧場 花のWalk  

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/9iron07.pdf 

 8.  奥播磨 千種川に注ぐ恋文川源流  2010.7月  

たたらの郷 宍粟市山崎町小茅野（こがいの）集落を訪ねる 

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron08.pdf 

9. 千種川流域のひまわり畑 と 製鉄神 天目一筒神の「天一神社」を訪ねる  2012.8.月 

 ひまわりの夏2012  古代たたらの郷 佐用 西播磨佐用町（旧南光町）林崎 

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf 

 

 

10.  久しぶりに西播磨 古代からの製鉄の地「宍粟市千種」を訪ねる」 2013.7月            

     千種天児屋たたら跡・岩鍋古代製鉄発祥の地伝承の碑を訪ねる  

    1. 江戸時代初期から明治まで操業の千種 西河内 天児屋鉄山跡再訪  

   2. 今ユリの花満開のちぐさ高原の「ユリ園」に立ち寄る 

   3. 千種川水系家千種から東の揖保川水系へ 山越ルート国道４２９号線   

         宍粟の製鉄地帯の中心部  岩鍋の古代製鉄発祥の地碑  波賀・一宮町から山崎へ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/13iron10.pdf 

11.   雨に先駆けて山麓の湿地に ひっそり咲くビンクの花 クリンソウ         2015.5.月 

    千種 天児屋たたら跡に咲くクリンソウを訪ねる   

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/15iron08.pdf 

12.  奥播磨千種 古代の製鉄神金屋子神降臨の伝承地 千種岩野辺(岩鍋)         2016.8.月 

 近世の製鉄遺跡 大坂泉屋が経営した荒尾山鉄山遺跡を訪ねる 

    1. 山崎と千種・佐用の境切窓峠を越えて 佐用下三河から千種川を遡って千種へ 

2. 千種から西へ国道429号 岩野辺川に沿う谷筋を岩野辺荒尾 荒尾山鉄山遺跡へ 

3. 荒尾山鉄山製鉄遺跡 荒尾山山中のたたら跡を歩く 

4. 国道２９号線がトンネルで抜ける鳥ケ乢 旧４２９号で山を登り 鳥ヶ乢の「峠」へ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron09.pdf 

13.   【風来坊・Country Walk】 毎年春になると待ちかねて 出かける播州路         2017.4.12. 

             2017春 たたらの郷 西播磨佐用へ 原チャリで駆ける  

        2.1. 古代たたらの里の一本桜 漆野 光福寺の大糸桜 

             http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/17walk06.pdf 

14.   奥播磨の中国山地から古代たたらの郷を流れ出た千種川の河口 赤穂 】     2017.8.月 

兵庫100名山 赤穂市「黒鉄山」と赤穂千種川河口walk－千種川 砂鉄の痕跡を探して  -  

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/17iron06.pdf  

【番外】■「初期大和王権の成立に大きな役割を演じた西播磨」  

西播磨で古墳時代後期末の鍛冶炉跡が出土有年 牟礼・井田遺跡を訪ねる  2011.3月 

【番外】■ 和鉄の道 【3】口絵 2003 たたら製鉄が地域 の自然や文化に与えた影響        

  赤穂に塩田を作りだした播磨北部のたたら製鉄より 

     http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/ir3kc04.pdf 

 
上記リストのほか、毎年四季折々の風景を訪ねて西播磨を訪問した記事 西播磨たたらの里の四季の掲載記事が多数「風来坊Country walk」に掲載しています 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron01.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb01.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron01.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron07.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron10.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron18.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/9iron07.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron08.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/13iron10.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/15iron08.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron09.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/17walk06.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/17iron06.pdf
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1. 金屋子神話 と「たたら」製鉄図 

 

   

  

 

. 金屋子神 降臨伝承の地「千種 岩野辺」の製鉄遺跡 
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      3.  「たたら」製鉄に関係する苗字例 

 

 

 

   

    4. 千種川の流れと砂鉄      

   

   
 

 5,   千種 天児屋鉄山遺跡  
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和鉄の道・Iron Road 掲載  西播磨の鉄【宍粟・佐用】主要記事 リスト by Mutsu Nakanishi  

1. たたらの話 あれこれ〔たたら製鉄概説〕- 風来坊 和鉄の道を訪ねて –  2010.1月               

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron01.pdf 

● Iron road  たたらの源流     ● 日本独自の直接製鉄法 たたら製鉄 

● たたらの語源 & 関連の言葉や地名    ● 奥出雲・播磨 たたら「金屋子神」の伝承 

● 日本各地に残る和鉄の道風景リスト   ● 東アジア 鉄の歴史年表 中国・朝鮮・日本 

  2.  古代鉄の大王国 播磨国 ｢千種鉄｣ 古代製鉄神 金屋子神 降臨伝承の地「岩鍋」 2001.1月            

        http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb01.pdf 

  3.  播磨国 風土記  和鉄の道【1】  2003.11月 

        古代製鉄の一大生産地「讃容の里」Walk  西播磨 佐用町 大撫山製鉄遺跡を訪ねて       

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron01.pdf 

 4. 播磨国 風土記  和鉄の道【2】  2004..2月 

        「御方里」周辺  安積山製鉄遺跡(平安末期の遺跡)探訪 一宮町                                 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron07.pdf  

 5. 播磨国風土記 和鉄の道【3】                     2004. 6月 

産鉄の地 「御方里」の 里を訪ねて 一宮町  

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron10.pdf       

 6. たたら製鉄の原料 砂鉄採取の地形が残る西播磨 砥峰原       2007.10月 

     初秋の 西播磨の山郷  一面ススキが覆いつくす 砥峰高原 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron18.pdf 

 7.  奥播磨 かつてのたたらの郷に「ジキタリス」の花園を訪ねる     2009.6月              

    奥黒尾山西北山麓 宍粟市山崎町野々隅原 大国牧場 花のWalk  

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/9iron07.pdf 

 8.  奥播磨 千種川に注ぐ恋文川源流  2010.7月  

たたらの郷 宍粟市山崎町小茅野（こがいの）集落を訪ねる 

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron08.pdf 

9. 千種川流域のひまわり畑 と 製鉄神 天目一筒神の「天一神社」を訪ねる  2012.8.月 

 ひまわりの夏2012  古代たたらの郷 佐用 西播磨佐用町（旧南光町）林崎 

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf 

 

 

10.  久しぶりに西播磨 古代からの製鉄の地「宍粟市千種」を訪ねる」 2013.7月            

     千種天児屋たたら跡・岩鍋古代製鉄発祥の地伝承の碑を訪ねる  

    1. 江戸時代初期から明治まで操業の千種 西河内 天児屋鉄山跡再訪  

   2. 今ユリの花満開のちぐさ高原の「ユリ園」に立ち寄る 

   3. 千種川水系家千種から東の揖保川水系へ 山越ルート国道４２９号線   

         宍粟の製鉄地帯の中心部  岩鍋の古代製鉄発祥の地碑  波賀・一宮町から山崎へ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/13iron10.pdf 

11.   雨に先駆けて山麓の湿地に ひっそり咲くビンクの花 クリンソウ         2015.5.月 

    千種 天児屋たたら跡に咲くクリンソウを訪ねる   

    http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/15iron08.pdf 

12.  奥播磨千種 古代の製鉄神金屋子神降臨の伝承地 千種岩野辺(岩鍋)         2016.8.月 

 近世の製鉄遺跡 大坂泉屋が経営した荒尾山鉄山遺跡を訪ねる 

    1. 山崎と千種・佐用の境切窓峠を越えて 佐用下三河から千種川を遡って千種へ 

2. 千種から西へ国道429号 岩野辺川に沿う谷筋を岩野辺荒尾 荒尾山鉄山遺跡へ 

3. 荒尾山鉄山製鉄遺跡 荒尾山山中のたたら跡を歩く 

4. 国道２９号線がトンネルで抜ける鳥ケ乢 旧４２９号で山を登り 鳥ヶ乢の「峠」へ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron09.pdf 

13.   【風来坊・Country Walk】 毎年春になると待ちかねて 出かける播州路         2017.4.12. 

             2017春 たたらの郷 西播磨佐用へ 原チャリで駆ける  

        2.1. 古代たたらの里の一本桜 漆野 光福寺の大糸桜 

             http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/17walk06.pdf 

14.   奥播磨の中国山地から古代たたらの郷を流れ出た千種川の河口 赤穂 】     2017.8.月 

兵庫100名山 赤穂市「黒鉄山」と赤穂千種川河口walk－千種川 砂鉄の痕跡を探して  -  

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/17iron06.pdf  

【番外】■「初期大和王権の成立に大きな役割を演じた西播磨」  

西播磨で古墳時代後期末の鍛冶炉跡が出土有年 牟礼・井田遺跡を訪ねる  2011.3月 

【番外】■ 和鉄の道 【3】口絵 2003 たたら製鉄が地域 の自然や文化に与えた影響        

  赤穂に塩田を作りだした播磨北部のたたら製鉄より 

     http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/ir3kc04.pdf 

 
上記リストのほか、毎年四季折々の風景を訪ねて西播磨を訪問した記事 西播磨たたらの里の四季の掲載記事が多数「風来坊Country walk」に掲載しています 
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