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              和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  RRooaadd        11999955  --  22001188             

     製鉄遺跡探訪 & 日本のルーツを訪ねて     

 

   和鉄の道 Iron Road 【Ⅰ】  製鉄遺跡探訪   1995.10.-2000.5     

          ま え が き  「閃光」と「肌光」  鉄への思い                             jstla01.pdf 

         ｢和鉄の道 Iron Road 【Ⅰ】｣ 口 絵                                  jstla00.pdf 

    口絵 1.現在も継承されているたたら製鉄   

    口絵 2.絵図に描かれた「たたら製鉄」 

    口絵 3.日本各地にある砂鉄 

    口絵 4.和鉄の歴史 概観  

          エピローグ     「Iron Road 和鉄の道」                                                  jstlaa00.pdf 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    11999955--22000000    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇ 

1.「和鉄 たたらとの出会い」         砂鉄が風紋を作る砂丘海岸 鹿島・波崎・九十九里       jstlaa01.pdf 

2.  土井が浜シンポジュウム 渡来系弥生人   日本人の ルーツと和鉄の道の接点を求めて              jstlaa02.pdf 

3.  岡山県富村 鍛冶谷たたら                鍛冶谷たたらと初花                                   jstlaa03.pdf 

4.  黄金吹く行方製鉄遺跡群 福 島県 原町   蝦夷征伐の兵器庫 金沢製鉄遺跡                       jstlaa04.pdf 

5.  古代鉄の大王国 山陰 伯耆国       溝口の鬼伝 説と大山山麓の大製鉄遺跡群         jstlaa05.pdf 

6.  古代鉄の大王国 津軽 岩木山北山麓    鬼伝説と古代津軽の大製鉄地帯             jstlaa06.pdf 

7.  縄文人の心を映すストーンサークル     東北 秋 田・青森のストーンサークル         jstlaa07.pdf 

8.  弘前ねぷたと岩木山北麓 鬼伝説の里    鬼沢 鬼神 社・十腰内 巌鬼山神社を訪ねて            jstlaa08.pdf 

9.  山口県のたたら遺跡            秋芳 河原 上製鉄遺跡・大板山製鉄遺跡                jstlaa09.pdf 

10.  古代鉄の王国 丹後            天女の通っ た道は和鉄の道  羽衣伝説                jstlaa10.pdf 

11.  丹後国 もうひとつの邪馬台国       大陸と日本 を結ぶ鉄の大加工基地 遠所製鉄遺跡        jstlaa11.pdf 

 

       和鉄の道 Iron Road 【Ⅱ】 製鉄遺跡探訪    2001 & 2002 上        

             ｢和鉄の道 Iron Road 【Ⅱ】｣ 口 絵                                jstlb00.pdf 

           口絵 1.和鉄の技 

              口絵 2.日本各地の鬼・鬼伝説   

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22000011--22000022    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇ 

1.  古代鉄の大王国 播磨国 ｢千種鉄｣「岩鍋」    古代製鉄神 金屋子神 降臨伝承の地        jstlbb01.pdf 

2.  古代 出雲国 謎の荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡                                                   jstlbb02.pdf 

3.  久しぶりの房総 九十九里浜          砂鉄の浜 飯岡浜                                jstlbb03.pdf 

4.  接着・接合の原点               縄文の石鏃についたアスファルト                  jstlbb04.pdf 

5.  発掘された日本列島 2001 展           接合・接着の原点 「漆」「アスファルト」        jstlbb05.pdf 

6.  鬼の住む山 大江山              鬼の伝説に「Iron Road」のロマンをかきたてて     jstlbb06.pdf 

7.  日本人はるかな旅               日本の源流展                                    jstlbb07.pdf 

8.  岩手県北上川流域の製鉄地帯 一関博物館    蝦夷の蕨手刀と日本刀のルーツ 舞草刀            jstlbb08.pdf 

9.  高度な表面処理 鉄の熱処理伝来のルーツ    2000 年前 中国から持ち込まれた鉄斧        jstlbb09.pdf 

10.  日本各地の鬼伝説               鬼伝承の鬼は本当に悪者か????             jstlbb10.pdf 

11.  真金吹く 吉備国               吉備の鉄と桃太郎伝説                           jstlbb11.pdf 

12.  第五回暦博シンポジューム           伽耶の鉄と倭国                                 jstlbb12.pdf 

13.  大和政権を支えた近江国の鉄          瀬田丘陵の製鉄地帯                             jstlbb13.pdf 

14.  信州 佐久町 茂来山製鉄遺跡                                                                 jstlbb14.pdf 
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      和鉄の道 Iron Road 【Ⅲ】  製鉄遺跡探訪 2002 下 & 2003             

        ｢和鉄の道 Iron Road 【Ⅲ】｣ 口 絵 

        口絵 1.奥羽山脈・北上山地 蝦夷の鉄                              ir3kc01.pdf 

口絵 2.砂鉄原料(山砂鉄 浜砂鉄 海砂鉄) 磁鉄鉱を含む花崗岩類ベルト                        ir3kc02.pdf 

口絵 3.砂鉄・鉄鉱石ともうひとつの製鉄原料                                                  ir3kc03.pdf 

口絵 4.たたら製鉄が地域の自然や文化に与えた影響                                            ir3kc04.pdf 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22000022--22000033    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇ 

1.  日本最大の大型縄文貝塚 加曾利貝塚遺跡探訪     加曾利縄文貝塚公園                         kasori.pdf 

2.  田舎なれども南部の国は 西も東も金の山       岩手県南部 蝦夷の鉄 北上山地 大鎚・釜石へ kmaisi.pdf  

3.  古代から使われた鉄さび 赤色顔料「ベンガラ」    ベンガラの郷 岡山県 吹屋 これも和鉄の道  bngra.pdf 

4.  北茨城 「常陸」は産鉄の民が開いた地        北茨城 五浦海岸で砂鉄に出会う               zura.pdf 

5.  古代 出羽国 秋田に和鉄の道を訪ねて          奥羽山脈越の和鉄の道は蝦夷の生命線       kdaiaktaa.pdf 

6.  北上(和賀)仙人峠越                  蝦夷の心臓部を貫く和鉄の道                 wgasen.pdf 

7.  福島県土湯峠に「赤湯」温泉を訪ねて                                                             akayu.pdf 

8.  心残りだった東北「和鉄の故郷」Walk               北上江釣子・砂鉄川・蔵王                   8etsuriko.pdf 

                                                 「あの高嶺鬼住む誇り・・」と唄う北上市市民憲章  

9.  那須連峰の南山麓に眠る「沼原(ぬまっぱら)湿原」Walk 日本最初の大型揚水発電所建設の地        9numahara.pdf              

10.  弥生時代の開始が古くまで遡れる        加速器質量分析法 C14 高精度解析 年代測定法   10yayoi.pdf 

11.  鉄のモニュメント「大阪万国博」お祭り広場の大屋根  大阪万博記念公園 点描                11banpayane.pdf 

12.「高師小僧」を愛知県豊橋 高師が原に訪ねて  もうひとつの古代製鉄原料?? 知っていますか??    12takashi.pdf 

13.  鉄のモニュメント 「北海道開拓百年記念塔」                                                 13kaitaku.pdf 

 

        和鉄の道 Iron Road 【Ⅳ】 製鉄遺跡探訪 2004         

       ｢和鉄の道 Iron Road 【Ⅳ】｣口 絵                                  4ironkuchir.pdf 

    口絵 1.先大津阿川村 山砂鉄洗取之図 

    口絵 2.ふいご祭り 

    口絵 3.磁石石 山口県須佐 高山 

    口絵 4.播磨風土記に記載された和鉄の里 

    口絵 5.たたら製鉄のはじまる 5 世紀以前に 先たたらの精錬技術があったのでは・・・ 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22000044    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1.  播磨国風土記 和鉄の道【1】「讃容の里」Walk        西播磨 佐用町 大撫山製鉄遺跡を訪ねて      4iron01.pdf 

2.  炭素 14 加速器質量分析法による年代測定法 「弥生時代は 500 年遡れる?」歴史民俗博物館を訪ねて     4iron02.pdf  

3.  長編アニメ「アテルイ」に今の時代を重ねて     岩手県の人たち製作市民映画                4iron03.pdf 

4.  鉄のモニュ メント 東京六本木ヒルズ 66 ビル群                        4iron04.pdf 

5.  和鉄の道Ⅲ 口絵 もうひとつの製鉄原料 餅鉄・高師小僧・鬼板                                    4iron05.pdf 

6.  蝦夷の鉄・ 東北 和鉄の道             東北地方 和鉄の道 9 編 取りまとめ          4iron06.pdf 

7.  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   4iron07.pdf 

8.  鉄の山「三 輪山」とその山麓を縫う山辺の道     初期大和政権が王城の地に求めた産鉄の地       4iron08.pdf 

9.  北陸・能登 に点在する縄文のウッドサークル探訪   金沢チカモリ・能都真脇・小矢部桜町遺跡      4iron09.pdf 

10.  播磨風土記 和鉄の道【3】 産鉄の地 兵庫県一宮町 三方の里を訪ねて                             4iron10.pdf 

11. 磁石石って  知っていますか            山口県須佐町高山に磁石石を訪ねて              4iron11.pdf 

12.「鉄の 5,6 世紀」日本統一を支えた大県製鉄遺跡   北河内の大規模専業鍛冶工房 大県製鉄遺跡探訪    4iron12.pdf 

13.「先大津阿 川村山砂鉄洗取之図」の周辺で     江戸末期長門の白須たたら 製鉄工程絵巻         4iron13.pdf 

14.  鍛冶屋の祭 り 「鞴祭り・ふいごまつり」    兵庫県三木市金物神社・岐阜県垂井町南宮大社      4iron14.pdf   

 



               和鉄の道  Iron road 【Ⅴ】 たたら遺跡 探訪   2005          

       ｢和鉄の道 Iron Road 【Ⅴ】｣ 口 絵                                                       5iron00.pdf 

    口絵 1.日本の北と南の端に製鉄遺跡を訪ねる 

    口絵 2.隅屋加計鉄山絵巻のたたら製鉄 

    口絵 3.たたら諸施設の基本配置を完成した中世芸北のたたら製鉄 

    口絵 4.古墳時代 畿内の大規模鍛治工房の変遷 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22000055  たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1.  北近江 安曇川・マキノ 雪の山郷 Country walk                                                 5iron01.pdf 

2.  鉄のモニュメント 弥生時代の鉄の顔 自然石「鳴石」唐古鍵弥生遺跡出土の渇鉄鉱容器                 5iron02.pdf 

3.  鉄の６世紀 北九州の装飾古墳に和鉄の道を重ねて 古代産鉄の技術集団が残した和鉄の道でないか    5iron03.pdf 

4.  ７世紀 古代飛鳥の大製鉄遺跡を訪ねて 飛鳥 Walk 「飛鳥池生産工房遺跡」&「川原寺寺院工房遺跡」   5iron04.pdf 

5.  金剛・葛城山麓 葛城氏の鍛冶工房「忍海」       渡来人が住み鉄鍛冶の技術を伝えた古代「忍海」  5iron05.pdf 

6.「千年の秘技 たたら製鉄復活の炎」と映画「火火」信楽焼の「穴窯」と「たたら」の秘技 炎の美を重ねて  5iron06.pdf 

7.  函館郊外の地図にある「鉄山」の地名を訪ねて    早春と冬が入り混じる北の大地を風来坊        5iron07.pdf 

8.  青森山内丸山縄文遺跡の漆製品とその赤色顔料   「縄文の赤｣酸化鉄顔料に「古代鉄」のルーツを思う  5iron08.pdf 

        沼鉄(パイプ状酸 化鉄)と赤色チャート(粘土質微粒酸化鉄) 

9.  古墳時代 畿内の先進鍛冶工房集落 若王寺遺跡探訪 尼崎市若王寺遺跡界隈 Walk                   5iron09.pdf 

10.「加計 隅屋鉄山絵巻」と加計・豊平町の製鉄遺跡江戸時代 広島藩を支えた鉄の道「芸北 加計のたたら」  5iron10.pdf 

11.北河内古代の郷 肩野物部氏の本拠地 交野界隈 walk 大和王権を支えた鍛冶工房 森製鉄遺跡を訪ねて 5iron11.pdf 

12. 弥生の 博物館 鳥取県 青谷上寺地遺跡を訪ねて  弥生時代後期 北九州と並ぶ鉄の先進地「山陰」   5iron12.pdf 

13. 2005 夏 青春 18 きっぷ 日帰り Walk アルバム   和鉄の道  古代の鉄の足跡を訪ねて          5iron13.pdf 

14. 薩摩知覧の石組み製鉄遺跡群を訪ねて薩摩独自の石組炉  それが日本最初の薩摩洋式高炉を立ち上げた  5iron14.pdf 

15.日本最 初の洋式高炉建設に燃えた地 古武井  

                                         北海道渡島半島の活 火山恵山・恵山町古武井海岸を訪ねて    5iron15.pdf 

 

        和鉄の道 Iron road 【Ⅵ】たたら遺跡 探訪 2006                                                                      

         ｢和鉄の道 Iron Road【Ⅵ】 ｣ 口絵                                                       6ron00.pdf 

         口絵-1.たたら炉の変遷【1】 たたら炉の構造 

       口絵-2.たたら炉の変遷【2】 たたら製鉄遺跡  

     口絵-3.３～５世紀 朝鮮半島から持ち込まれた鉄素材  大陸と倭 ｢七支刀｣が解明かす古代製鉄の謎 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22000066    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1.「鐵」の字源を調べて    『シクロードの草原の道を駆け抜けた｢鐵｣』                              6iron01.pdf 

2. 神戸の北端 丹生山に古代の赤「朱土・辰砂」を訪ねる                                             6iron02pdf 

         神戸 和鉄の山郷 押部谷・志染・丹生山・淡河 Walk       

3. 蝦夷の雄「アテルイ」の足跡 京都東山 陽だまりハイク より                                     6iron03.pdf  

         清水寺・将軍塚」と永観堂「みかえり阿弥陀仏」を訪ねて  

4. 近江の鉄の郷 大津市仰木 比叡山延暦寺造営を支えた生産工房 上仰木製鉄遺跡                     6iron04.pdf 

         帰路は比叡と京都を結ぶ「古代の鉄の道??? きらら坂・雲母坂」ハイク 

5. 石上神宮の国宝「七支刀」の復元展にあわせて      物部氏の本拠地 奈良県天理市布留を訪ねる    6iron05.pdf 

6. コウノトリが大陸と日本を結ぶ古代 和鉄の道「古代 和鉄の郷  但馬 出石」                        6iron06.pdf 

        兵庫県 但馬 出石・豊岡 Country Walk                       

7. 九州の旅アルバム  九州 古代の豊の国から阿蘇へ                                             6iron07.pdf 

       古代鉄のルーツにつながる鉄の国「豊（豊前・豊後）」臼杵石仏を作らせたのは炭焼き長者??? 

8.「出羽鋼」の郷 島根県奥石見 瑞穂町市木 walk                                                      6iron08.pdf 

      奥石見 瑞穂町 古墳時代 6 世紀の今佐屋山製鉄遺跡を訪ねて 

9. 四国で初めて  古代の製鉄遺跡が見つかった   今治市 高橋佐夜ノ谷(Ⅱ)遺跡をたずねて            6iron01.pdf 



10. 弥生の高地性集落【1】芦屋市「会下山遺跡」からロックガーデンへ ハイキング                       6iron10.pdf 

11. 弥生の高地性集落【2】播磨灘に浮かぶ砕石の島 ３６０度展望 男鹿島                            6iron11.pdf 

           弥生の高地性集落「男鹿島 大山神社遺跡」を訪ねて 

12. 弥生の高地性集落【3】弥生の高地性集落「表山遺跡」とその下に広がる弥生の遺跡群                    6iron12.pdf 

          畿内と 播磨の境 明石川・伊川流域の明石平野は弥生から開けた先進地    

          補足 写真 file  明石 川流域 伊川谷・玉津に弥生の高地性集落と弥生の戦を訪ねて     

13. 写真アルバム 水田耕作・鉄・倭国 弥生の時代を作った渡来人たち                               6iron13.pdf 

         北部九州 魏志倭人伝の世界 壱岐・ 筑前・筑後の遺跡を訪ねて   

14. 弥生の高地性集落【4】 弥生の高地性集落に「弥生の戦」・「日本人のルーツ」を探して                 6iron14.pdf 

        4.1. 日 本人誕生と弥生時代の展開    4.2. 農 耕社会の展開と鉄の役割 

         4.3. 北 部九州の甕棺墓が語る「弥生の人口爆発と戦」  

           補足 写真 file 明石 川流域 伊川谷・玉津に弥生の高地性集落と弥生の戦を訪ねて 

15. 四国で初の古代製鉄炉 高橋佐夜ノ谷 2 製鉄遺跡 発掘報告会                                    6iron15.pdf 

        愛媛大・今治市共同シンポジュウム「鉄 と古代国家 今治に刻まれた鉄の歴史」  

16. 甲州・信州国境 八ｹ岳山麓に縄文遺跡を訪ねて「縄文人は山を見晴らす素晴らしい高原に住んでいた」 6iron16.pdf 

         1.  日本人の心の故郷   縄文の集落がそっくりそのまま見つかった茅ケ岳山麓の北杜市梅ノ木縄文集落遺跡        

         2.  初秋 白樺が美しい 紅葉し始めた清里の朝  八ケ岳 清里 清泉寮に泊まって  

         3.  縄文の黒曜石原産地遺跡    長和市星屑峠に縄文の黒曜石鉱山を訪ねる 

黒曜石｣を日本各地に配っていた信州 霧ケ峰・中山峠     

                                                

       和鉄の道 Iron road 【Ⅶ】たたら遺跡 探訪 2007       

         ｢和鉄の道 Iron Road【Ⅶ】 ｣ 口絵                                    7ron00.pdf 

        口絵-1. たたら製鉄の原点を探して  

          口絵-2.  たたら炉の 製作過程 古代のたたら炉の製作過程  

         口絵-3.  古代製鉄炉の変遷  たたら炉の大きさと構造の変遷  

         口絵-4.  8 世紀 モデル化された量産古代製鉄炉を完成    地方拠点に大製鉄コンピナートが出現  

          口絵-5. 古代大和への鉄の道 北:淀川・木津川 西:大和川 南:紀ノ川 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22000077    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1. 古代 神戸の「鉄」を訪ねて                                                                     7iron01.pdf   

神戸にも製鉄遺跡があった 神戸市内の「二宮製鉄遺跡」と「求女塚古墳」  

      神戸市内出土の三角縁神獣鏡・前方後方墳の足跡が語る「古墳時代の鉄の道」 

2.  8- 12 世紀 越・柏崎に眠る大製鉄コンビナート 軽井川南製鉄遺跡群 （資料）                    7iron02.pdf 

3. 瀬田丘陵 の源内峠製鉄遺跡・野路小野山遺跡を訪ねて                                             7iron03.pdf 

      大型量産製鉄炉を確立し、古代官営大製鉄コンビナートに発展させた近江の製鉄技術  

4.  縄文の接合  「あおもり 縄文 まほろば展」を見る                                                7iron04.pdf 

      アスファルトで接合された合掌土偶や縄文人が描かれた石冠ほか青森の縄文の名品 

5.  古代大和の鉄の道を訪ねて【1】                                                                7iron05.pdf 

淀川・木津川から大和へ 大和の外港 木津「泉津」を訪ねて 

6.  関西の縄文-1  京都 長岡京の北西端に出土した縄文集落 上里遺跡を訪ねて                        7iron06.pdf 

7. 高槻 三島古墳群 今城塚古墳・闘鶏山古墳を訪ねて                                              7iron07.pdf 

 

8.  物部氏のルーツ伝承 備前一宮 「石上布都魂神社」を訪ねて Country Walk                       7iron08.pdf 

      鉄道もバスもなし 中国山地の山又山の中 とってもミステリアスな Country Walk 

9.  古代大和の鉄の道を訪ねて【2】大和川 「亀の瀬・龍田越」 Country Walk            7iron09.pdf 

10. 日本三彦山の一つ 越後 弥彦山 Walk                                                       7iron10.pdf 

古代鉄の国｢越｣ 弥彦山に鍛治神の痕跡を探して     

11.  古代「越」の大製鉄コンビナート  越後柏崎 軽井川南製鉄遺跡群を訪ねて                        7iron11.pdf 



12. 古代 九州の大製鉄コンビナート 福岡 元岡製鉄遺跡群を訪ねて                                   7iron12.pdf 

13.  縄文の心を映すストーンサークル 縄文の遺跡を訪ねて 風来坊 縄文の円環遺構 レビュー          7iron13.pdf 

       1. 縄文の時代区分と縄文文化      2. サークル遺構のある縄文遺跡リスト  

       3. 円環遺跡を有する縄文遺跡【1】 4. 円環遺跡を有する縄文遺跡【2】  

      5. まとめ  縄文のストンサークルとは???  

            参考 1. 木柱列と配列遺構の両方が一緒にみつかった糸魚川市寺地遺跡  

            参考 2.  縄文の社会と文化概説  文文化の超自然観 死と再生のシンボリズム        

14. 古代大和への道【3】                                                                          7iron14.pdf 

紀ノ川水系【1】 紀ノ川のランドマーク 紀州富士「龍門山」に磁石石を訪ねて Walk   

15.  古代大和への道【4】                                                                         7iron15.pdf 

 紀ノ川水系【2】  古代「紀路」紀ノ川の流れに沿って大和へ  Country Walk     

16.  縄文のサヌカイト原産地 四国 坂出「金山」に「サヌカイト・讃岐石」を訪ねる                 7iron16.pdf 

17.  鉄のモニュメント  長良川にかかる現存最古の近代吊橋「美濃橋」 (重要文化財)  岐阜県美濃市     7iron17.pdf 

18.  たら製鉄 砂鉄採取の地形が残る 西播磨 砥峰高原                                          7iron18.pdf 

 

                                     22000088 年年  和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【ⅧⅧ】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22000088                 

｢和鉄の道 Iron Road【Ⅶ】 ｣ 口絵                                                           8iron00.pdf 

口絵-1.  鉄器時代の幕開け【1】鉄器時代を開いたヒッタイトの「鉄」その強さの秘密は良質の鉄「鋼」  

トルコ・アナトリア半島 古ヒッタイトの世界最古の人工鉄は「鋼」だった BC19 世紀 

  口絵-2.  鉄器時代の幕開け【2】 中国最古の人工鉄 河南省出土 銅柄鉄剣 

  口絵-3. 奥出雲 「たたら街道」高速道路「松江道」工事で製鉄遺跡続々出土       

口絵-4. 鉄穴流し場遺構 広島県庄原市 比婆山山麓 六の原製鉄場 鉄穴流し遺構 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22000088    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1. 鉄の故郷 南ドイツ ロマンティック 街道の宝石「ローテンベルク                    8iron01.pdf 

     中世の 街並を飾るマイスターの作る飾り鉄看板と鍛治屋敷 walk 

2. 日本のたたら製鉄の源流を考える                                                                8iron02.pdf 

ヒッタイト・ツタンカー メンの鉄  そして四川をつなぐ西南シルクロード がたたらの源流???  

3.  奥出雲「たたら街道」 高速道路「松 江道」工事で製鉄遺跡続々                                    8iron03.pdf 

4.  新見市神郷町「大成山たたら」を 訪ねて 備中の山奥 ダム湖に沈んだ近世 のたたら                 8iron04.pdf                                                 

5.「和鉄の道」を見下ろしてきた一本桜「醍醐桜」を訪ねる                                             8iron05.pdf 

     奥備中・美作と伯耆の国境 近く 和鉄の道の十字路の山上 で 1000 年 

6.  愛媛大学アジア歴史講演会 「モンゴル･ア ウラガ宮殿における鉄鉄器生産の一様相」                  8iron06.pdf 

         チンギス・ハンのモンゴル 帝国を支えた鉄 

7. 日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した 山口県美祢市美東「長登銅山」を訪ねて                 8iron07.pdf 

8.「鳥浜貝塚」 縄文の時代観を換えた「縄文のタイムカプセル」を若狭に訪ねる                         8iron08.pdf 

9. 卑弥呼の時代からの大陸への玄関口 若狭・北近江の和鉄の道「若狭街道」を訪ねて                   8iron09.pdf 

       分水嶺「水坂峠」の両側 北近江「高島 熊野本」と若狭「上中 熊川宿&脇袋 」 

10. 関東の縄文貝塚から縄文の暮らしを考える旅  千葉市加曾利貝塚 & 船橋市飛ノ台貝塚を訪ねる      8iron10.pdf                      

            1. 日本最大の環状サークル 千葉市 加曾利貝塚   

            2. 縄文の村の生活のはじまりを伝える飛ノ台貝塚  

      貝塚はゴミ捨て場ではない。 再生の願いをかけた一番大事な神聖な場所か ??? 

11.広島県備北のたたら製鉄地帯                                                                    8iron11.pdf 

        歴史の山 「比婆山 (御陵) 1256m とその懐「六の原たたら跡」を訪ねる 

12. 愛媛大東アジア古代鉄文化研究センター 国 際シンポジューム 「鉄 と帝国の歴史｣ 聴講記録     8iron12.pdf          

    1. ｢人類が始めて手にした鉄の故地  ヒッタイト｣ 基調講演 アナトリア研究所長  大村 幸弘氏  

    2. ｢東アジアにおける鉄の故地 中 国｣           基調講演 中国社会科学院考古研究所長 王 巍氏  

    3. ｢チンギスハンの大モンゴル帝国 における鉄｣  基調講演   新潟大学教授  白石典之氏  



    4. パネル討論 ｢鉄と帝国の歴史｣   

          コーディネイター  愛媛大教授 &東アジア古代鉄センター長 村上恭通氏 

13.  青森・八戸 縄文の郷 ｢是川｣  縄文文化を代表する是川遺跡・風張遺跡を訪ねる                  8iron13.pdf 

        ● 縄文漆の素晴らしい文化を咲かせた縄文晩期の是川中居遺跡   

        ● 墓域のある広場を環状に取り囲む住居群 縄文後期の環状集集落 風張遺跡 

 

  

                            和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【99】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22000099                       

  ｢和鉄の道 Iron Road【】 ｣ 口絵                                                  9iron00.pdf  

    口絵-1  日本の重厚長大の時代を支えた鉄のモニュメント       

                 1. 尼ロック（尼崎閘門）     2. 山陰線 余部鉄橋  

                 3. 宇治川喜撰山発電所        4 . 「鉄人 28 号」登場   

       口絵-2   奥播磨 かつてのたたらの郷に咲く「ピンクの花・ジキタリス」の花園 . 宍粟市  野々隅原 大国牧場  

       口絵-3  弥生時代後半  国内最大級の鍛冶の村「垣内遺跡（鍛冶工房跡)」  

       口絵-4  BC 19 世紀に遡れるという ヒッタイト 最古の人工鉄 と 中国最古の鉄  

      【参考】  東アジア 製鉄技術の歴史 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22000099  たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1.  北東北の縄文【2】 

   ストーンサークルを囲む土屋根の竪穴式住居群  御所野縄文遺跡探訪      2008.10.30.        9iron01.pdf 

     縄文の森に 600 を越える土屋根の竪穴式住居群 縄文の村がそっくりそのまま残っていた  

2.  弥生時代後半 国内最大級の鍛冶の村  淡路島 「垣内遺跡(鍛冶工房跡)」現地説明会 Walk          9iron02.pdf 

     倭国から初期大和王権誕生へ 日本誕生の謎を解き明かすかも・・・      2009.1.25.   

3.  ２月陽だまりハイク 工都 尼崎 を支える「尼崎港閘門（尼ロック）」Walk     2009.2.4.          9iron03.pdf 

4.  一筋縄ではいかぬ古墳時代の幕開け 激動の時代 淡路島がその鍵を握るのか   2009.3.15.         9iron04.pdf   

      淡路島で発掘された卑弥呼の時代の日本最大級の鍛冶工房村の位置付けに思いをめぐらす   

5. 【鉄のモニュメント】  まもなく 90 年の役目を終える山陰線但馬海岸「余部鉄橋」の雄姿 2009.3.25   9iron05.pdf 

     高さ 41m の橋脚が立ち並ぶ鉄橋  見上げる餘部集落の空を列車が山から山へ走り抜ける  

6. 【鉄のモニュメント】   関西最初の大型揚水発電所 「喜撰山発電所」を訪ねて 宇治川 Walk       9iron06.pdf 

     「高溶接性・強度・靭性を兼ね備えた高級高強度厚鋼板の実用化の先駆」  2009.5.10.    

7. 【スライド】 奥播磨 かつてのたたらの郷に「ピンクの花 ジキタリス」の花園を訪ねる             9iron07.pdf 

      奥播磨 黒尾山 西北山麓 宍粟市山崎町 野々隅原 大国牧場 花の Walk 2009.6.21.      

8.  古代近江湖南の製鉄遺跡群を湖南アルプスより眺める    2009.7.12.                            9iron08.pdf 

ナイフリッジの尾根が続く湖南アルプス（太神山・堂山）& 南郷洗堰 Walk  

9.  湖南 南郷の古代の製鉄遺跡を訪ねて 袴腰山を巡る    2009.7.30.                          9iron09.pdf 

10. 初秋の青森・秋田風来坊 【1】 2009.9.4-7                                                9iron10.pdf 

    青森 初秋の風物詩 岩木高原「嶽キミ」Walk と三内丸山遺跡「縄文のお月見」  

     1. 青森初秋の風物詩岩木高原「嶽キミ」Walk   2009.9.4.&9.5.朝   

        2. 三内丸山縄文遺跡「縄文のお月見」 2009.9.5.   

11. 初秋の青森・秋田風来坊 【2】  2009.9.6-7                                               9iron11.pdf 

      秋田県中央 マタギの里「森吉山」Walk と縄文の環状列石 鷹巣・伊勢堂岱遺跡再訪  

1.  マタギの里 阿仁  リンドウの花満開の森吉山ハイク   2009.9.6   

      2.  鷹巣 縄文の環状列石群 伊勢堂岱遺跡 再訪      2009.9.7   

12. 【スライド】  「鉄のモニュメント」 阪神淡路大震災からの長田復興のシンボル「鉄人 28 号」  9iron12.pdf 

       実物大モニュメントが神戸 新長田駅前に完成            2009.10.1   

13. インターネット検索資料レビュー   英国のストーンヘンジ（巨石環状列石）  2009.11.15.        9iron13.pdf 

日本と英国の環状列石どちらも「転生思想に基づく先祖を祭る祭りの場」との説が 最近の調査で有力に  

14.  【シンポジュウム】愛媛大 古代鉄文化センター「たたら製鉄の歴史と技術」聴講概要 2009.11.28.  9iron14.pdf 



         

                和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1100】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001100                                    

  〔たたら製鉄概説〕  風来坊 和鉄の道を訪ねて    たたらとは  2010.1.                    10iron01.pdf 

1. 和鉄の道・Iron road  たたらの源流      2. 日本独自の直接製鉄法 たたら製鉄    

3. たたらの語源 & 関連の言葉や地名       4. 奥出雲・播磨 たたら「金屋子神」の伝承  

5. 日本各地に残る和鉄の道 風景リスト     6 東アジア 鉄の歴史年表 中国・朝鮮・日本 

 

 ｢和鉄の道 Iron Road｣【10】 口絵                                                          10iron00.pdf                                                             

口絵-1.「地球誕生から約 46 億年鉄の歴史と役割」   岩波「鉄学 137 億年の宇宙誌」より   

           「地球に鉄がなかったら、 現在の地球環境も 人間を含めた生命体も存在しえず、人の歴史も生まれなかった」  

口絵-2. ヒッタイトの鉄  日本の考古学者が明らかにする世界最古の鉄の歴史  

口絵-3. 弥生から古墳時代へ 国の形成に大きな役割を演じた Iron Road・和鉄の道   

            近畿に実用鉄器の幕開けを告げた淡路島 先進鍛冶工房村 五斗長垣内遺跡   

口絵-4. 褐鉄鉱の宝庫「みすずかる信濃」   八ヶ岳連峰 蓼科中央高原 諏訪鉄山跡   

口絵-5. 鉄がない縄文時代 この時代にも素晴らしい文化が花開いていた  

            日本の心のふるさと縄文 縄文人の精神生活と深くかかわった渦巻・円環文様   

 

 ◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22001100  たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

    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.       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.  桃太郎伝説の吉備路 walk 鬼ノ城を訪ねる     2010.1.15.                                  10iron02.pdf 

     唐の侵攻に備えた古代 7 世紀の朝鮮式山城 「鬼ノ城」の中に鍛冶工房があった  

      1. 吉備の中山 walk 吉備津神社の「鳴釜神事」 本当に釜が唸るのにびっくりです・・  

      2. 足守川の土手を北へ鬼ノ城へ向かって walk   

      3. ７世紀唐の侵攻に備えた朝鮮式山城「鬼ノ城」& 鍛冶工房跡を訪ねる   

      4. 古代の製鉄地帯 奥坂・阿曽に下って 血吸川に沿って足守駅へ  

      5. 桃太郎伝説の吉備路 walk「鬼ノ城」を訪ねる総括 

● 吉備 温羅伝説・鬼ノ城・ 千引カナクロ谷製鉄遺跡 概説                                                             

3.  吉備津神社「鬼の唸り・鳴釜」の再現を試しました                       10iron03.pdf 

         意外にも澄んだ響き、イメージが次々と広がってゆきす    

4. 阿波 鍛冶工房から砂鉄が出土 弥生の大集落「矢野遺跡」を訪ねる 2010.2.6.                  10iron04.pdf 

弥生時代中期末から北九州と時期をほぼ同じくして鉄器生産を始めた鍛冶工房.  

 【概説】 1.「阿波の国」概説  阿波と初期大和王権のかかわり〔2.1MB PDF〕  

               2.「矢野遺跡」概説  村から国へ 鉄器加工を始めた弥生の大集落  

5. 「地球誕生から約 46 億年鉄の歴史と役割にびっくり                          10iron05.pdf 

     岩波の科学ライブラリー「鉄学 137 億年の宇宙誌」を読んで  

   「地球に鉄がなかったら現在の地球環境も 生命体も存在しえず 人の歴史も生まれなかった」 

6.  日本美術刀剣保存協会たたら「日刀保たたら」の操業    2005.2.7. 鉄鋼新聞 記事より           10iron06.pdf 

7. 東近江 永源寺相谷熊原縄文遺跡 Walk                2010. 6. 5.                                10iron07.pdf 

     縄文のビーナス誕生を思わせる日本最古級の美しい土偶が出土  東近江 永源寺相谷熊原遺跡 現地説明会に参加  

      参考 東近江永源寺相谷熊原遺跡 日本最古級の土偶と縄文草創期の竪穴住居群の出現を報じる新聞記事整理 

8.  奥播磨 千種川に注ぐ恋文川源流                   2010.7.20.                                10iron08.pdf 

     たたらの郷 宍粟市山崎町小茅野（こがいの）集落を訪ねる 

9.  参考資料 朝日新聞朝刊に掲載された記事「ヒッタイトの鉄の謎に挑む」       2010.8.7.           10iron09.pdf 

10. 旧諏訪鉄山の痕跡を北八ヶ岳山麓 蓼科中央高原に訪ねる                      2010.10.17.        10iron10.pdf 

みすずかる信濃 信濃の鉄を象徴する褐鉄鉱 



11.  この秋 二つの弥生時代後期の製鉄関連遺跡の講演会を聞いて                                      10iron11.pdf 

      「阿蘇谷 大量の鉄を集積した集落『下扇原遺跡』」 & 「淡路島 西日本最大級の鍛冶工房村『五斗長垣内遺跡』」 

12. 【写真アルバム】 縄文を代表する国宝「火焔土器」  新潟県十日町市笹山遺跡を訪ねる  2010.11.17.  10iron12.pdf 

13.  弥生時代から卑弥呼の邪馬台国・大和初期王権へ 古代国家形成の時代を動かした「鉄」               10iron13.pdf 

     無手勝流で鉄をキーワードに弥生から邪馬台国・大和王権への変遷を整理  

       1. 弥生時代から卑弥呼の邪馬台国・大和初期王権へ 国家形成の時代を動かした「鉄」 

       2. 日本統一国家形成へ 時代を動かした鉄 資料図集  

14.  弥生後期から卑弥呼の時代へ ベールを脱いだ「弥生の Iron Road 和鉄の道」                      10iron14.pdf 

     淡路島 五斗長垣内遺跡の謎 シンポ 2010.11.21. 聴講 して  

1.  五斗長垣内遺跡の概要 伊藤宏幸氏(淡路市教育委員会)   講演「五斗長垣内遺跡と淡路島の弥生遺跡」より整理 

2.  五斗長垣内鍛冶遺跡の役割と時代的位置づけ 村上恭通氏(愛媛大学東アジア古代鉄文化センタ長)   

                講演「弥生人が目指した鉄器化社会」より整理 

3.  弥生後期の和鉄の道・Iron Road 大久保徹也氏(徳島文理大教授)  

               講演「播磨灘と五斗長垣内遺跡を考える瀬戸内をめぐる交流・地域間関係」より整理. 

4.   弥生後期 近畿でも急速に実用鉄器化が進んだことを示す石の刃物の変化  禰宜田佳男氏(文化庁 主任調査官)   

講演「近畿における石の刃物と鉄の刃物」より整理 

5.まとめ 

     番外   蓼科横谷渓谷で拾った褐鉄鉱? の検証 「褐鉄鉱を焼くと磁石に引っ付くか?」               10ironB1.pdf 

 

                  和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1111】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001111                                

           ｢和鉄の道 Iron Road｣【11】 口絵                                  11iron00.pdf                                                              

           口絵-1.  2011 年 見学した製鉄関連遺跡・遺構 
1. 西播磨 古墳時代の鍛冶工房跡 赤穂市有年牟礼・井田遺跡  2. 豊臣時代の大阪城の鍛冶工房跡 

3. 平城京 朱雀門のすぐ横から出土した奈良時代前半の鍛冶工房  

          口絵-2.   弥生時代前期の広大な水田跡 御所市条 中西遺跡 

              大和は早くから開けた大穀倉地帯だった・・・大和の力の源泉か??   

          口絵-3.    日本列島で一番低い分水嶺を越える氷上回廊  

  太古から動植物の移動路 古代から多くの物産・人の移動路・交易路    

          口絵-4.   鉄系超高温伝導体の急速展開と超高温伝導体実用化技術の進歩 

          口絵-5.    鉄のモニュメント  

                  〔 1. 神戸 兵庫港にある浮きドック群   2. 鉄のアーティスト 榎忠の作品群 〕   

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22001111    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1. 近畿 弥生時代後期 淡路島に西日本最大級の鍛冶工房村が現れた時代の 2・3 世紀               11iron01.pdf 

     「鉄器は出ないが、急速な鉄器化が進行という「幻の鉄器」の時代があった」という考えには疑問符  

        - 鉄器時代のイメージ先行の弥生時代「北部九州以外 実用鉄器はさほど普及していなかったのではないか」- 

2. 「初期大和王権の成立に大きな役割を演じた西播磨」                                           11iron02.pdf 

      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    2011.2.11.  

3.  西神戸神出東西に秀麗な山並みを見せる神奈備山 雌岡山・雄岡山 Walk     2011.3.11.        11iron03.pdf 

鍛冶神大己貴命の伝説の地「神出」渡来鍛冶技能集団の進出地の伝承も 

4. 豊臣時代の大阪城の鍛冶工房跡を訪ねる大坂城南側から見つかった大規模な鍛冶工房跡  2011.4.16.  11iron04.pdf 

            大坂城のお堀端南約 100m 大阪市中央区森ノ宮 2 丁目    

5.  日本で一番低い中央分水界を越えて 瀬戸内海と日本海を結ぶ氷上回廊         2011.5.14.       11iron05.pdf 

            加古川から由良川水系域へ 山越のない「水別れ街道」を行く   

6.  神戸でも北の縄文と交流  遮光器土偶[部分]が出土した神戸篠原遺跡         2011.5.20.        11iron06.pdf 

       縄文後期・晩期 関西にも日本列島をつなぐ広い交流路がつながっていた  

 



7.  京都の新しいパワースポット  磁石が吸い付く平野神社の「すえひろがね・餅鉄」を訪ねる          11iron07.pdf 

      東北と関係深く東北蝦夷の族長アテルイの顕彰碑がある清水寺にも久しぶりにゆきました    2011.5.22     

8.  南北市糴（してき) 朝鮮半島と倭を結ぶ「和鉄の道」                                            11iron08.pdf 

魏志倭人伝の時代 朝鮮半島の鉄との交易品は何か・・・・ 

9. 鉄のモニュメント 奈良 三輪山 大神神社の大鳥居  久しぶりに巻向・三輪 三輪山山裾を歩く    11iron09.pdf 

10.  古墳時代 朝鮮半島との交流玄関口「若狭」を再度訪ねる   2011.8.30.                        11iron10.pdf 

         脇袋古墳群など若狭の王墓からの出土品見学  & 若狭小浜港・遠敷(おにゅう)の里 Walk  

11.  鉄のモニュメント「浮きドック」・神戸兵庫の港 界隈 walk    2011.9.15.                     11iron11.pdf 

12.  淡路・出雲・高千穂 三大神話の郷 神楽の競演 淡路島伊弉諾神宮 三大神話 神楽祭 2011.9.23.  11iron12.pdf     

13.  最近の鉄の話題「新しい鉄 高温超電導体」                                                    11iron13.pdf 

   BS フジ 10 月 9 日(日)8:00 放送「ガリレオ X  電気抵抗ゼロがひらく未来」より  

14.  鉄のモニュメント  鉄のアーティスト 榎忠氏(1944-)の鉄の作品群      2011.11.23.          11iron14.pdf 

                  兵庫県立美術館「榎忠展 -美術館を野生化する-」より 

15.  北近江安曇川安曇あずみ会でのプレゼンスライド       2011.12..1.                            11iron15.pdf 

     「和鉄の道 Iron Road 」から見た日本誕生前夜-北近江・若狭が輝いた時代- 

16.  平城京 朱雀門前から大規模な鍛冶工房が出土した  平城第 486 次平城京左京三条一坊一坪の調査  11iron16.pdf   

          奈良時代前半の鍛冶工房跡 平城京建設に鉄製品供給か??           2011.11.25. 

17. 「大和平野は弥生時代のはやくから 大穀倉地帯だった ???」            2011.11.25.          11iron17.pdf 

        国内最大級弥生時代前期の水田跡２千枚が出土?御所市 中西遺跡    

 

    和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1122】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001122        

     ｢和鉄の道 Iron Road｣【12】 口絵                   12iron00.pdf  
口絵-1  ヒッタイトの鉄伝播 ナイル川中流域 世界遺産古代スーダンの「鉄の都メロエ遺跡」 

口絵-2  鉄の歴史にも見え隠れする人間の心と絆  NHK 番組｢ヒュ-ウマン｣より 

口絵-3  初期ヤマト王権を支えた物部氏の本拠地「布留遺跡」の鍛冶工房跡 

口絵-4  奥出雲の 斐伊川・たたら製鉄を象徴するという出雲神楽「八岐大蛇」 

口絵-5   古代の製鉄原料???  阿蘇谷に眠る渇鉄鉱「阿蘇黄土」 

 口絵-6  現代の鉄 

1.現代の鉄のモニュメント 高さ 634m 東京スカイツリ- 

2.鉄が海を豊かにする -鉄鋼スラグ 海に栄養 コンブ復活 効果てきめん- 」 

            

  ◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22001122  たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1. ナイル川中流域 古代スーダンの製鉄遺跡世界遺産 鉄の都メロエ遺跡  2012.1.5.    12iron01.pdf 

2. 神戸の鬼  2012 年 2 月 神戸長田の森「長田神社の鬼」 と 稲美町野寺「高薗寺の鬼」   12iron02.pdf  

   1. 神戸長田神社 節分・追雛式  神の化身 7 匹の鬼が燃えさかる松明を掲げて舞踊る   2012.2.3.  

   2. 稲美町  高薗寺鬼追式   仏の化身 赤鬼・青鬼 災い払う火の粉舞う伝統の鬼の舞   2012.2.10.  

3.  視聴・購読メモ  NHK 「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」                 12iron03.pdf 

       「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」 NHK 取材班「Human ヒューマン」角川書店 

4.「 鉄が海を豊かにする -鉄鋼スラグ 海に栄養 コンブ復活 効果てきめん- 」         12iron04.pdf   

            2012.5.21.夕 朝日新聞 朝刊より 

5. 初期ヤマト王権を支えた物部氏の本拠地「布留遺跡」再訪 Walk     2012.5.19.     12iron05.pdf 

     今まで 布留遺跡に抱いていたイメージが随分 変わりました  

     天理参考館「大布留展」関連講演会 関川尚功氏「ヤマト政権の生産体制を探る」聴講  

      1.  物部氏の本拠地「布留遺跡」概要  天理参考館「大布留遺跡展・物部氏の拠点集落を掘る-」図録の再整理 

      2. 随分印象が変った私の「布留遺跡」イメージ    

      3. 物部氏の本拠地 天理市布留遺跡 再訪 Walk  2012.5.19. 

 



6. 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」 2012.7.18.   12iron06.pdf 

           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   

7. 日本初の都市の出現 纏向遺跡を歩く    2012.7.24 & 8.23.                      12iron07.pdf  

      1. 纏 向 遺 跡 日本における都市の初現 の 概 要 

      2. 邪馬台国の王都?? と騒がれた大型特殊建物群跡と纏向古墳群を見て歩く      2012.7.24.   

      3. 鉄をキーワードに纏向遺跡の謎を探る 纏向再訪 walk                     2012.8.23.  

          再度 纏向遺跡全体を眺め 人工都市の意味と鉄の役割体現 walk  

8. 出雲神楽「八岐大蛇」を鑑賞 淡路島 伊弉諾神宮 神楽祭 2012.9.23.            12iron08.pdf 

         奥出雲で盛んだった古代たたらを象徴しているという  

         古事記・日本書紀に記されたスサノオノミコトのヤマタノオロチ退治神話 

9.【情報】 東京スカイツリ-にすごい鋼材が使われた!!                                  12iron09.pdf  

           高さ 634m・鋼材重量約 3 万 6000t これをオール現地溶接組立 3 本の鋼管の足で支える 

10. 旧別子銅山跡の産業遺産が眠る別子山 「別子山銅の道・銅山越」Walk  2012.10.27  12iron10.pdf    

          1. 新居浜から旧別子銅山跡日浦登山口  国領川を溯って大永山トンネルを抜け南側へ 

          2. 旧別子銅山跡をたどって銅山越へ 

          3.  銅山越から東平を経て新居浜へ 

          ◎ 別子山銅の道 walk 全行程アルバム 

11. 私の阿蘇谷「阿蘇黄土」を訪ねる 古代の製鉄原料??       2012.11.1.& 11.2.   12iron11.pdf 

阿蘇谷にベンガラの原料・「阿蘇黄土」を訪ねました また、日本一美しいダム 豊後竹田白水ダムへも  

           ベンガラ原料の「阿蘇黄土・渇鉄鉱」 これが日本での製鉄の開始と関係していないか???   

            1. 私の阿蘇谷 渇鉄鉱阿蘇黄土と古代鉄概説 

            2. 菊池渓谷から阿蘇谷・阿蘇山ドライブ 

3. 阿蘇谷狩尾に「阿蘇黄土」を訪ねる 

           4. 帰りは日本一美しい白水溜池堰堤へ 

           ◎ 「私の阿蘇谷」スライド全写真 「阿蘇黄土」を訪ねる 古代の製鉄原料? 

 

和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1133】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001133 

      ｢和鉄の道 Iron Road｣【13】 口絵                               13iron00.pdf  

 口絵 1 シルクロードに先立つユーラシア大陸金属器・鉄器文化東伝の道 Metal Road & Iron Road   

口絵 2 鉄砲伝来のたたらの島 種子島  海岸全体に広がる砂鉄の浜 

口絵 3 古代製鉄の神 金屋子神降臨伝承地 西播磨 千種 

口絵 4 9 世紀 古代大和の兵器庫 福島県武井製鉄遺跡群に導入された足踏み鞴  

口絵 5 7 世紀 日本書紀に記述のある京都のたたら 京都山科 御陵大岩町遺跡 

 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22001133  たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1.  西神戸 摂播国境に残る「神や仏の化身の鬼」の追雛式                     13iron01.pdf 

       白川街道「妙法寺」新年招福の追雛式  10 匹の鬼が舞い踊る    2013.1.3.  

       参考 「日本各地鬼伝説」 和鉄の道・Iron Road 掲載リスト 

2. 水田稲作・弥生の始まり・縄文と弥生の融合を示す 

      大阪湾沿岸の弥生集落 田能・口酒井遺跡を訪ねる           2012.12.21.   13iron02.pdf                                  

3. 【資料】 愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター第 13 回アジア歴史講演会                          

     新井宏氏 講演「考古学における新年代論の諸問題」聴講整録  2013.1.26       13iron03.pdf 

     参考 1 「世界一精密」年代目盛り＝福井・水月湖、堆積物５万年分?日欧チーム 

      参考 2 朝日新聞掲載記事 「どうする? どうにる? 歴史のズレ」 

4. 【和鉄の道・Iron Road】「卑弥呼の邪馬台国」の候補地を訪ねる【1】               13iron04.pdf 

  東近江野洲川南の湖岸近く 弥生後期の大集落「伊勢遺跡」を訪ねる 滋賀県守山市 2012.11.21.& 2013.2.11.           

  魏志倭人伝の記述《卑弥呼の居処は「宮殿・祭殿」・楼閣・城柵」》 すべてがそろう弥生後期の大集落  



5. 【和鉄の道・Iron Road】「卑弥呼の邪馬台国」の候補地を訪ねる【2】               13iron05.pdf 

日本各地の人が交流した大都市集落 善通寺市「旧練兵場遺跡」を訪ねる     2013.1.27.     

         吉野ヶ里に匹敵する四国讃岐の弥生後期の大集落 善通寺市   

6. 7 世紀初めの古墳 福岡 元岡古墳群 G6 号古墳      2013.3.                    13iron06.pdf                  

     暦使用国内最古例 西暦 570 年を示す「庚寅」入り金象嵌の太刀出土 「十二錬鉄」の文字も     

7. 砂鉄浜・たたらの島「種子島」和鉄の道 探訪    2013.4.16.                     13iron07.pdf  

8. 橿考研特別展  「5 世紀のヤマト展｣              2013.5.25.                      13iron08.pdf                      

5 世紀初期ヤマト王権時代のヤマトと河内・大阪平野と 畝傍山からの展望     

9.  「発掘された日本列島 2013 展 - 新発見考古学速報 -」  

昨年度発掘された製鉄関連遺跡の紹介   2013.6.15. 13              13iron09.pdf    

10. 西播磨 古代からの製鉄の地 「宍粟市千種」                                        13iron10.pdf 

        久しぶりに 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  2013.7.19. 

 11. 補追 2013新発見考古学展 福島県武井製鉄遺跡群の近接する沢入B・大清水B製鉄遺跡  13iron11.pdf 

            古代たたら製鉄の革新技術「踏み鞴」の実用展開のさきがけか??    2013.8.15.                  

                    -金沢・武井製鉄遺跡群に出現した踏み鞴付き竪型炉 -  

 12. 京都山科の古代のたたら跡 如意ケ岳南製鉄遺跡群を訪ねる 2013.8.26.             13iron12.pdf 

        「天智天皇 9 年(670 年)「是歳、水碓を造りて冶鉄す-日本書紀巻 29-」  

山科の山麓 古代のたたら跡から谷筋を大文字山へ  

13. 愛媛大学東アジア古代鉄研究所 第６回国際シンポジュウム「鉄と匈奴」聴講記録     13iron13.pdf 

       東西ユーラシア大陸を結ぶ金属器・鉄器文化の道《Metal Road & Iron Road》探求  

       BC3 世紀～AD1 世紀 モンゴルの遊牧の民「匈奴」が独自の製鉄技術を持っていた   

         第 6 回国際シンポジュウム「鉄と匈奴 遊牧国家像のパラダイムシフト」聴講概要抜粋 

     参考  11 月 20 日 朝日新聞 朝刊  「匈奴の製鉄炉跡 ホスティング・ボラグ遺跡発見」の記事掲載  

                匈奴、独自に鉄生産か中国から略奪に異説≫愛媛大などモンゴルで炉跡発見  

 

                    和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1144】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001144           

       ｢和鉄の道 Iron Road｣【14】 口絵                                                      14iron00.pdf 

口絵 1  東北独特の古代竪型炉たたら跡  山田町船越 「焼山遺跡」 

口絵 2  世界産業遺産登録 を目指す近代製鉄発祥の洋式高炉建設地 「釜石」 橋野・大橋 

口絵 3  「鈩」と書いて「たたら」と読む 大山山麓に見つけた「鈑戸・たたらど」集落 

 

 ◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22001144  たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1.  2014 年 節分の鬼に「仲間としての鬼」-鬼にされた たたら製鉄集団   2014.2.1.     14iron01.pdf 

       「鬼」伝承やことわざに 縄文からつながる「日本人の奥深い心情」を見る  

        競争社会から成熟社会へ移行する日本に必要なのは 「縄文かえり・心の優しさ」では・・・  

        ◆ 鬼の起源 そして 古代たたら製鉄集団と鬼    参考 1. 関連「和鉄の道」リスト 

        ◆ 鬼から生まれた言葉 ことわざ                参考 2. 日本各地に残る「鬼」関連地探訪リスト 

2.  2014 年節分の「鬼」 壬生狂言・大覚寺身振り狂言  2014.2.2.& 2.3.            14iron02.pdf. 

          笛・鉦・太鼓のお囃子のリズムに合わせて繰り広げられる身振り・手ぶりの無言劇  

       1. 京都壬生寺の節分会  2014.2.2.  

         a. 壬生寺の位置と周辺   b. 壬生寺節分会 境内    c. 壬生狂言「節分」     

      2. 尼崎大覚寺の節分祭  2014.2.3.  

          a.. 大覚寺の位置と周辺    b.大覚寺節分祭境内   

      c.大覚寺狂言「大物之浦」  d.大覚寺狂言「節分厄払い」 

  3.   【Iron Road  鉄の雑記帳】                                                   14iron03.pdf. 

 鉄道にまつわる鉄 思いつくまま  

 好奇心に駆られて現代の矛と鉄 「レール」と「鉄道車輪」 . 2014.4.5.     



      1. 現代の矛と楯 「レール」と「鉄道車輪」  

      2. ロングレール どのようにして曲げたり、つないだり???  

       3. ロングレールの熱膨張 どのように吸収しているのだろうか?? 

4.  【Iron Road  鉄の雑記帳】                                                    14iron04.pdf. 

    「コピー」が話題なったこの春 コピーの軽さばかりが目立つ今  2014.5.1.    

     Copy Exactly のむつかしい技術 たたら製鉄 そして Copy exactly が日本の伝統技術文化を育んだ 

5. 【Iron Road  鉄の雑記帳】                                                      14iron05.pdf. 

心のふるさと「心優しき縄文人」の知恵「利他的精神」について 朝日新聞天声人語より  2014.6.1. 

        安田喜憲著 「一万年前 気候大変動による食糧革命、そして文明誕生へ」を紹介し、  

現代が直面する環境問題に対する生き方として「心優しき縄文人」の知恵を紹介してています。   

 皆様にはどう映るでしょうか・・・・・ 

6. ＜抜粋版＞震災後初めて三陸沿岸を再訪  

    東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 2014.6.7-6.9.                            14iron06.pdf 

      1.世界産業遺産登録 を目指す「釜石」近代製鉄発祥の洋式高炉建設地 「釜石」 橋野・大橋を訪ねる  

       2. 発掘中の古代の製鉄遺跡 山田町船越「焼山遺跡」を訪ねる  古代蝦夷の鉄生産工房地の謎を解くかも?? 

       3.三陸鉄道に乗って   ２０数年前訪れた龍泉洞 そして 砂鉄浜 普代浜 を訪ねる  

      4.車窓より眺める久慈・八戸周辺の砂鉄浜を普代から久慈・八戸へ 砂鉄浜の 有家海岸 & 種差海岸  

     5. 《三陸の街の今 コメントなし Pｈｏｔｏ集》 震災後３年 生活復興を進める三陸沿岸の街の今 2014.6.7.-6.9.   

  7. ＜詳細版＞東北 三陸沿岸 Iron Road を訪ねる  

     震災後初めて 三陸沿岸を再訪 2014.6.7-6.9 【1】                             14iron07.pdf 

     1. 世界産業遺産登録 を目指す近代製鉄発祥の洋式高炉建設地「釜石」橋野・大橋を訪ねる. 2014.6.7.    

         1.1. 釜石線 別名「銀河鉄道」に乗って遠野・釜石へ 

          1.2. 日本最古の洋式高炉跡が残る橋野高炉跡へ遠野から笛吹峠越で北上山地を越える 

          1.3. 日本最古の洋式高炉跡が残る橋野鉄鉱山(製鉄所)見学 

          1.4. 北上山地分水界 仙人峠を釜石線の長いトンネルとΩループで越えて 「陸中大橋」を経て釜石へ  

          1.5. 釜石 鉄の歴史館 再訪 

          1.6. 土砂降りの中  路線バスで再度 日本初の洋式高炉の操業地 陸中大橋 旧釜石鉄鉱山（製鉄所）へ 

        【参考】 近代製鉄発祥の地 釜石の橋野・大橋鉄鉱山の概略 

8. ＜詳細版＞東北 三陸沿岸 Iron Road を訪ねる  

     震災後初めて三陸沿岸を再訪 2014.6.7-6.9 【2】                            14iron08.pdf. 

        2. 古代の製鉄遺跡 山田町船越 「焼山遺跡」発掘現場を訪ねる     2014.6.8.  .  

【参考】 概略資料  古代製鐵遺跡が 300 を越える山田町の古代遺跡について  . 

 9. ＜詳細版＞東北 三陸沿岸 Iron Road を訪ねる  

        震災後初めて三陸沿岸を再訪 2014.6.7-6.9 【3】                            14iron10.pdf 

  3. 三陸鉄道に乗って２０数年前訪れた龍泉洞 & 普代・黒崎を訪ねる  

       宮古から久慈へ大震災・津波の被災地を結ぶ三陸鉄道 北リアス線に乗って北三陸沿岸をめぐる  

        3.1. 三陸鉄道 宮古から龍泉洞の最寄り駅小本へ  震災・大津波の被災地の今を三陸鉄道の車窓から 

        3.2. ２０数年前訪れた岩泉町の龍泉洞  透明なブルーに出会いたくて 

        3.3. 土砂降りの雨の中 北緯４０度の地球村 普代・黒崎へ 

        3.4. 普代から久慈へ   普代川の河口の砂鉄浜の今「普代浜 & 普代の街」 and 三陸鉄道の車窓  

        3.5. 【資料】 南部鉄を支えた久慈の砂鉄と製鉄 & 旧たたら館 

10. ＜詳細版＞東北 三陸沿岸 Iron Road を訪ねる 

       震災後初めて三陸沿岸を再訪 2014.6.7-6.9 【4】                            14iron11.pdf 

   4. 久慈から八戸へ  八戸線車窓から眺める砂鉄浜 洋野町有家海岸 & 砂鉄浜 八戸 種差海岸  

       4.1. 砂鉄の宝庫 八戸・久慈周辺の砂鉄 概要   その周辺の沿岸には砂鉄が堆積する砂鉄浜続く 

       4.2. 八戸線 車窓から眺める砂鉄浜 洋野町有家海岸 

       4.3. 砂鉄浜 八戸 種差海岸を歩く 

 



 11. ＜詳細版＞ 東北 三陸沿岸 Iron Road を訪ねる 

       震災後初めて三陸沿岸を再訪 2014.6.7-6.9 【5】                              14iron12.pdf  

       5. 東北 三陸沿岸の Iron Road 再訪  まとめ 

12.  東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 総集  2014.6.7.-6.9.                      14iron13.pdf 

      1. 世界産業遺産登録 を目指す「釜石」 

         近代製鉄発祥の洋式高炉建設地 「釜石の橋野・大橋鉄鉱山を訪ねる  2014.6.7. 

      2. 三陸沿岸の砂鉄資源帯で古代の製鉄地帯「山田」  古代蝦夷の鉄生産工房地の謎を解くかも?? 2014.6.8. 

          発掘中の古代の製鉄遺跡 山田町船越「焼山遺跡」を訪ねる 

      3. 三陸鉄道に乗って  ２０数年前訪れた龍泉洞 そして 砂鉄浜 普代浜 を訪ねる  2014.6.8. & 6.9. 

      4. 車窓より眺める久慈・八戸周辺の砂鉄浜  久慈・八戸へ  砂鉄浜の 有家海岸 & 種差海岸   2014.6.9. 

      5.  東北 三陸沿岸の Iron Road 再訪  まとめ   

 13.  「鉄の話あれこれ」 

      金属にも「水」と「油」がある 「銅」と「鉄」の二相分離   2014.8.1           14iron09.pdf 

14.  新神戸駅すぐ横の谷川で砂鉄の堆積を見つけました    2014.9.11.                14iron14.pdf 

      六甲は花崗岩の山 ないと思っていた砂鉄が見つかりました????  

15. TV の画面で≪鈑戸 (たたらど)≫の地名を見つけて 2014.10.10.             14iron15.pdf 

たたらの郷に違いない インターネット検索   

      「鈩」と書いて「たたら」と読む 大山山麓に見つけた「鈑戸・たたらど」集落   

         鳥取県大山町鈑戸集落 &  大山町赤坂小丸山製鉄遺跡   

     1. 大山町鈑戸の「鈑(たたら)」の読み & 「たたらと」をインターネット検索 

     2. 「大山町鈑戸」をインターネット検索 たたらとのつながりを調べる 

     3. 大山山麓に広がる古代伯耆国の大製鉄地帯のたたら製鉄伝承  孝霊天皇の鬼伝説 

     4. 《再録》【和鉄の道】 伯耆の国 日本誕生に役割を演じた古代山陰の Iron Road 2000.4.11.  

          鉄の伝来をもたらした山陰 鉄の王国の出現 

    5. 大山北山麓の製鉄遺跡について  

    参考 1   google earth による「鈑戸集落」と野墓周辺の景色 

    参考 2   インターネットで調べた大山北山麓の丘陵地 大山町周辺のたたら関連遺跡分布 

16.【Iron Road  鉄の雑記帳】                                                     14iron16.pdf 

   朝日新聞の記事紹介 「鉄さびの街 ロボで輝く 」   2014.12.7. 朝日新聞の記事より 

         US Steel の本拠地 鉄の街 ピッツバーグの再生    

 

                         和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1155】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001155                           

        口絵 1   ２０１５年 クローズアップされた たたら遺跡  

         1.  ヒッタイト以前世界最古級の小鉄塊と鉄滓出土  アナトリア高原の２０１３年発掘調査で 

         2.  たたらの技術が支えた明治日本の産業革命・日本の近代化    

             日本近代製鉄発祥の地 釜石 大橋・橋野鉄鉱山 世界産業遺産に登録 2015.7.8. 

         3.  ベールを脱ぎつつあるユーラシア大陸の東西を結ぶメタル ロード・鉄の道 

         4.  ユーラシア大陸を東西に結ぶ 古代鉄 Metal Road で   

                   ●自然通風型のスリランカ古代鉄の製鉄炉 ≪ 風炉 ≫   

                   ●中国成都  漢代の橋脚に使われている巨大インゴット 

        口絵 2   ヒッタイト以前世界最古級の小鉄塊と鉄滓出土   

                アナトリア高原 カマン・カレホユック遺跡の２０１３年発掘調査で  

        口絵 3   たたらの技術が支えた明治日本の産業革命・日本の近代化    

                日本近代製鉄発祥の地 釜石 大橋・橋野鉄鉱山 世界産業遺産に登録 2015.7.8.   . 

        口絵 4   ベールを脱ぎつつあるユーラシア大陸の東西を結ぶメタル ロード・鉄の道 

        口絵 5  ８０００年を超える長きにわたり、平和で豊かな社会を築いた日本の縄文   

                世界が注目する縄文の「他を思いやる 心優しき縄文」 



 

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22001155  たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  ◇◇  

1.  ≪たたら製鉄の謎  たたら製鉄のルーツに迫る≫  2015.1.1.                                  15iron01.pdf 

    【資料】 弥生時代中・後期の壱岐の半島交易拠点集落「カラカミ遺跡」資料まとめ  

    「南北市糴」朝鮮半島との交易で栄えた壱岐で 弥生時代中・後期の製鉄炉が初めて出土  

2. ≪節分の鬼 2015≫  生駒山暗峠周辺の髪切・鬼取の郷に鬼伝承を訪ねる   2015.1.25.          15iron02.pdf 

3. ≪節分の鬼 2015≫  壱岐 鬼伝承・鬼凧の伝承 「百合若大臣の鬼退治 & 鬼凧」                    15iron03.pdf 

4.  第 18 回アジア歴史講演会「鉄の起源の探究」成果報告聴講まとめ                                 15iron04.pdf 

     愛媛大 東アジア古代鉄文化研究センター  2015.2.14 

     青銅器時代の西アジア 鉄の起源と展開「金属器時代の黎明 -価値と技術- 」  

5. お勧めの博物館「竹中大工道具博物館」新神戸駅横    2015.2.13.                                 15iron05.pdf 

   大工道具の歴史を実物展示する大工道具博物館  素晴らしい和風展示館がオープン  

6. 「鉄」と「銅製錬」&「鋳銑鉄くず」の出会いから 鉄の起源・たたら製鉄の始まりを考える           15iron06.pdf 

    3 月大阪九州大学宮本一夫氏「壱岐カラカミ遺跡から出土した製鉄炉」についての講演 

    魏志倭人伝の時代の他に類例のない特徴を持つ壱岐カラカミ遺跡出土の地上炉は  

   「くず銑鉄を第三の製鉄原料として鉄素材を作った製鉄炉?」たたら製鉄の起源にせまるのか  

        1. 鉄の起源を探る 西アジアで出土した世界最古の小鉄塊は銅鉱石の製錬過程の副産物か? 

        2. 魏志倭人伝の時代 1～3 世紀 壱岐からかみ遺跡と出土した地上炉まとめ 

        3. 銅と鉄の出会いとその面白い性質が人工鉄の起源を育んだのか? 

        4. 鉄と銅製錬の出会いから 鉄の起源・たたら製鉄の始まりを考える 

7 .≪現代の鉄 鉄の話題≫                                                                         15iron07.pdf 

    鋼管・鋼矢板の無騒音・無振動杭打ち工法の新たな進展・展開にびっくり  2015.3.27. 

    TV 番組「夢の扉＋」3 月 22 日 杭打ち革命 「巨大津波でも、“絶対に壊れない”堤防を作れ！」 

8. 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                                  15iron08.pdf 

     千種 天児屋たたら跡に咲くクリンソウを訪ねる  2015.5.20.   

9.  ≪こんなところにも「鉄」が ≫ 丹波篠山市立杭 兵庫陶芸美術館 「青磁の今」展  2015.5.19.  15iron09.pdf 

   「青磁と鉄」透明な青色の「青磁」も鉄の技  Iron Road の仲間入りに びっくりです   

10. 大和の進出による新旧勢力交代による 国づくりの始まりを示すのか  ???                         15iron10.pdf 

    「伊弉諾神宮 国生み神話の島」淡路島で 大量の埋納銅鐸出土 2015.5.20.   

       ◆ 関連参考   たたら製鉄関連遺跡を生かした地方創生の成功例 淡路島 五斗長垣内遺跡 

                                         神戸新聞 2015.5.6. 朝刊社説より 転載  

 11. 「伊弉諾神宮 国生み神話の島」淡路島で大量の埋納銅鐸出土【2】  2015.7.1.                  15iron11.pdf 

      南淡路でみつかった埋納銅鐸 松帆銅鐸 （弥生時代前期末～中期前半） 

    南淡路 松帆埋納銅鐸 その後の地元紙 神戸新聞報道から 見える弥生時代の淡路島   

      地元紙 神戸新聞に報道されてきた記事転記  . 

       1. ６月１９日 神戸新聞１８面 南淡路の松帆銅鐸   森岡秀人 芦屋市教委学芸員に聞く 

       2. ６月２７日 神戸新聞 1 面 CT で判明した新事実 「銅鐸すべてに『舌』全国初  使用時のまま埋納か」 

       3. ６月２７日 神戸新聞 31 面 松帆銅鐸 全てに「舌」  

弥生人 祭器鳴らし豊作祈願?  「聞く銅鐸」浮かぶ実像 

12.  西南諸島 喜界島 崩リ（くずり）製鉄遺跡 ＆ 城久（ぐすく）遺跡群  2015.8.5.        15iron12.pdf 

     日経電子版  「南島史が塗り替わる 12 世紀製鉄炉跡の衝撃」の記事 より        

    喜界島は 重要な交易品として鉄素材を琉球に供給していた鉄の生産加工基地か?     

     ◆ 日経電子版  「南島史が塗り替わる 12 世紀製鉄炉跡の衝撃」の記事  

         2015/7/30 6:00  ライフ>アート&レビュー・歴史 http://mx.nikkei.com/?4_120617_107844_15 

13.  日本誕生にかかわる古墳前期 4 世紀の祭祀区画と居住区画を持つ大集落が大和葛城で出土             15iron13.pdf 

     大和葛城 御所市 秋津・中西遺跡の発掘調査現場を訪ねる    2015.8.23. 

14.   ≪Iron Road ・和鉄の道で≫.風の森峠から南郷へ 金剛山東山麓 葛城の道 walk.   2015.8.23.   15iron14.pdf 

       古代葛城氏の生産工房が眠る美しい棚田が広がる田園 さわやかな夏の風を感じたくて  



15.   ≪Iron Road ・和鉄の道で≫京都北山の最北部 三国峠周辺山里の秋を巡る. 2015.9.20.            15iron15.pdf 

      旧鯖街道 根来・針畑越 & 芦生・美山への入口 朽木「生杉 」から 美山茅葺集落へ  

16.   ≪2015 再整理改訂版≫   

       日本人のふるさと「縄文」 縄文の心を映すストーンサークルを訪ねる. 2015.10.10..             15iron16.pdf 

      １万年も続いた世界にも類例のない永続社会日本の縄文  

    平和な永続社会 その原点には何があるのか…  どのように映るでしょうか・・・・  

17.  鉄の風景 ・ 鉄のモニュメント  京都 史跡 琵琶湖疎水 蹴上      2015.11.7                 15iron17.pdf 

     「日本最初の発電所 蹴上発電所 水圧鉄管」と「インクライン」  

18.  愛媛大東アジア古代鉄文化研究センター国際学術シンポジウム  

      聴講記録 「古代世界の鉄生産 中近東から東アジアまで」 2015.11.7.                         15iron18.pdf     

  

  和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1166】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001166    

 

  

◇ 2016年和鉄の道 ・ Iron Road  口絵                     16iron00.pdf 

       

 

      ◇  人口鉄の起源 とユーラシア大陸における鉄の発展史        16iron00A.pdf  

            ユーラシア大陸の東から西へ「鉄」東遷の道 ユーラシア大陸の Iron Road   

        
 

 



 ユーラシア大陸を東西に結ぶ鉄の道  そして たたら製鉄の源流に 

    ◎ ヒッタイト帝国以前の世界最古の鉄が 

トルコ アナトリア高原の遺跡から出土 

    ◎ 鉄は地中海東岸パレスチナで  

銅生産の副産物として生まれた可能性 

    ◎  ユーラシア大陸における鉄の発展史 

 

 

 

和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22001166    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事  

1.  鉄の起源・鉄の伝播探求 Review 2015≪ユーラシア大陸を東西に結ぶ鉄の道 Metal Road≫    16iron01.pdf 

        愛媛大東アジア古代鉄文化研究センター国際学術シンポジウム  

        「古代世界の鉄生産 中近東から東アジアまで」 聴講記録 2015.12.6.より  

2. 神戸 竹中大工道具館「近代建築 ものづくりの挑戦」展を見る            2015.12.18.  16iron02.pdf 

   世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」など 

  新しい産業に連動したものづくり・国づくりを 明治の日本近代化の象徴 新しい建物群の変遷に見る  

3. 【2016年新春の鬼】西神戸押部谷 高和性海寺 新春の修正会 追儺式・鬼おどり  2016.1.11.   16iron03.pdf 

   

4. 幕末神戸の街に炭鉱 !!  神戸開港と密接に関係した「幻の神戸石炭」      2016.4.10.   16iron04.pdf 

   高取山北麓 車・妙法寺の石炭 幕末神戸開港に一役 !!  寄港する外国蒸気船の石炭供給基地  

                                                   2016.3月 12日 神戸新聞の記事より  

5. 参考 雑誌「岳人」2016年 2月号掲載 畠山重篤氏「鉄の誘い」の転記紹介    2016.4.10.  16iron05.pdf 

    畠山重篤「山と海の出逢い -つながりと恵みを巡る旅 - 第 18回「鉄の誘い」  

6. 大阪弥生文化博物館 2016年春季 特別展第 1回考古学セミナー        2016.4.30.  16iron06.pdf 

    愛媛大村上恭通教授講演「ユーラシア大陸における鉄の発展史と弥生時代の鉄」 

     聴講メモ・村上恭通教授講演スライド集抜粋整理 & 図録整理 

7.  大阪弥生文化博物館 2016年春季特別展第 3回考古学セミナー        2016. 5.28.  16iron07.pdf 

    淡路市教委 伊藤宏幸氏講演  「淡路島 五斗長垣内遺跡にみる弥生時代の鉄器生産」  

  弥生後期の五斗長垣内遺跡 <発掘調査と実証実験で見えてきたこと>  

    聴講 まとめ by Mutsu Nakanishi  五斗長垣内遺跡では すでに高温鍛冶が行われていた可能性を示唆  

    

8. 古代の鍛冶伝承・稲荷伝承の残る 京都山科 西野山 walk            2016.6.3.   16iron08.pdf 

         京都山科 西野山に坂上田村麻呂の墓を訪ねる 



     

9.  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)      2016.7.20.  16iron09.pdf 

     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  

10. 多田源氏・秀吉の隠し蔵「多田銀銅山」を歩く               2016.8.18. & 24.  16iron10.pdf 

    東大寺大仏の銅伝承 摂津国 北摂の鉱物資源帯 能勢・猪名川  

   

11.  京都 東山三十六峰越 walk 【1】  京都にうれしい散歩古道の発見     2016.9.13.    16iron11.pdf 

    京都市街と山科を結ぶ東山滑石越「滑石街道」を歩く  

     府道 118号線今熊野勸修寺線  大石内蔵助が山科から祇園・伏見へ通ったという古道  

12. 京都 東山三十六峰越 walk 【2】 稲荷山降臨伝承の三ヶ峰から伏見稲荷大社へ  2016.9.13.  16iron12.pdf 

    東山三十六峰南端の稲荷山 三ヶ峰越 横断ハイク  

    山科西野山から稲荷山へ登って伏見稲荷大社へ 久しぶりの稲荷山はワンダーランドでした 

       ◎  京都 東山三十六峰越 walk  統合動画  1610higashiyamagoeL.mp4    

13. 初めて見る京都市街地で出土した中世鍛冶工房の痕跡                   2016.9.16.  16iron13.pdf 

  平安京東市跡 龍谷大学大宮キャンバス 発掘調査現場見学  

  平安京東市跡から中世の職人町家並と町屋の裏庭から鍛冶工房の存在示す土坑.出土 

14. 淡路秋帆銅鐸は出雲と同じ鋳型の兄弟銅鐸 国生神話出雲・淡路は強い結びつき  2016.10.14. 16iron14.pdf 

   参考 Iron  Road 参考 Iron  Road  [ 15iron10.pdf ] 

     ■ 「伊弉諾神宮 国生み神話の島」 淡路島で 大量の埋納銅鐸出土   2015.5.20.   

        国譲り神話の出雲の大量の埋納銅鐸出土（加茂岩倉・荒神谷遺跡）とそっくり    

        大和の進出による新旧勢力交代による 国づくりの始まりを示すのか  ???   

15. ≪鉄のはなし あれこれ≫                          

  神戸港で一般公開 母船「横須賀」と深海調査船「しんかい 6500」見学記     2016.10.18.  16iron15.pdf 

16.  弥生末から古墳時代前期(3 世紀～４世紀)邪馬台国から日本の国家形成の時代        

  「鉄」で栄えた近江の中心都市集落「彦根市稲部遺跡」訪問記(現地説明会  2016.10.22  16iron16.pdf 

   琵琶湖交通・北陸や美濃・尾張・伊勢など東日本と畿内を 

つなぐ交通の重要な結接点 近江の彦根 .  

   纏向遺跡に匹敵する大型建造物のある鉄器物流を担う 

拠点都市集落が出土  

17.  【鉄のよもやま話】 肥後金象嵌「地鉄の黒の美しさ」  

     金細工のデザインを浮かび上がらせる「漆黒の黒の鉄素地」                   

2016.12.1.      16iron17.pdf 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/15iron10.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/1506doutaku00.htm


 

    和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1177】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001177      

 

◇ 2017年和鉄の道 ・ Iron Road  口絵                  17iron00.pdf 

      

口絵-1  注目の愛媛大 村上恭通教授の鉄の起源説 解明への期待膨らむ 

２０１６年 ヒッタイト以前の世界最古の鉄の発見と地中海東岸の銅の産地での 

銅製錬の副産物として鉄が生まれた可能性を提案され、大きな話題に。 

口絵-2  淡路島北部津名丘陵 弥生時代山間地集落群の拠点集落 

鉄器工房を有する舟木遺跡の出土 淡路島が卑弥呼の時代の謎を解き明かす?  

国生み神話・松帆銅鐸・鍛治工房・朝鮮半島交易の海の民・野島&三原の海人等々 

口絵-3 「ステンレス スチール」という名前のバラ 

口絵-4 奥奥播播磨磨のの中中国国山山地地かからら古古代代たたたたららのの郷郷をを流流れれ出出たた千千種種川川のの河河口口赤赤穂穂                              

                千千種種川川  砂砂鉄鉄のの痕痕跡跡をを探探ししてて    兵兵庫庫 110000 名名山山  赤赤穂穂市市「「黒黒鉄鉄山山」」とと赤赤穂穂千千種種川川河河口口 

口絵-5 燃え滾るたたら炉の火花 「鉄のまほろば」の本の表紙を飾る 

    山陰地方の社会・文化を紹介した本「鉄のまほろば 山陰たたらの里を訪ねて」 

 

  

◇◇  和和鉄鉄のの道道・・IIrroonn  RRooaadd    22001177    たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  掲掲載載記記事事    

11..    淡淡路路島島北北部部のの津津名名丘丘陵陵のの弥弥生生後後期期のの生生産産工工房房群群ととみみらられれるる山山間間地地集集落落遺遺跡跡群群              1177iirroonn0011..ppddff  

            そそのの中中心心のの「「舟舟木木遺遺跡跡」」かからら国国内内最最大大級級のの鍛鍛治治工工房房跡跡がが出出土土              22001177..11..2266..  

            淡淡路路島島弥弥生生時時代代のの鉄鉄器器拠拠点点「「淡淡路路市市  舟舟木木遺遺跡跡」」鉄鉄器器のの交交易易ををななりりわわいいかか??    

近近くくのの五五斗斗長長垣垣内内遺遺跡跡をを上上回回るる新新たたなな「「弥弥生生のの鉄鉄器器拠拠点点  国国内内最最大大級級のの鍛鍛治治工工房房跡跡」」がが出出土土    

                11..  参参考考資資料料【【11】】淡淡路路島島舟舟木木遺遺跡跡でで  弥弥生生後後期期のの鍛鍛冶冶工工房房出出土土をを伝伝ええるる「「22001177..11..2266..朝朝刊刊各各紙紙報報道道」」  

                22....  参参考考資資料料【【22】】大大阪阪弥弥生生文文化化博博物物館館 22001166 年年春春季季特特別別展展  第第 33 回回考考古古学学セセミミナナーー聴聴講講ままととめめ  bbyy  MMuuttssuu        

                                              伊伊藤藤宏宏幸幸氏氏講講演演「「淡淡路路島島  五五斗斗長長垣垣内内遺遺跡跡ににみみるる弥弥生生時時代代のの鉄鉄器器生生産産」」22001166..  55..2288..  

33..  参参考考資資料料【【33】】  淡淡路路文文化化資資料料館館  伊伊藤藤宏宏幸幸氏氏講講演演資資料料    

                                            「「淡淡路路島島のの弥弥生生時時代代とと山山間間地地集集落落  五五斗斗長長垣垣内内遺遺跡跡とと舟舟木木遺遺跡跡」」  22001155..1122..1122..        

      22..    77 世世紀紀にに築築かかれれたた大大和和川川水水系系ににああるる日日本本最最古古ののダダムム形形式式ののたためめ WWaallkk                        1177iirroonn0022..ppddff  

              狭狭山山池池((大大阪阪府府南南部部のの大大阪阪狭狭山山市市))をを久久ししぶぶりりににたたずずねねままししたた                  22001177  ..33..1144..      

33..    ≪≪鉄鉄ののははななしし  ああれれここれれ≫≫  「「鉄鉄ののままほほろろばば」」                                          22001177  ..55  ..  55..      1177iirroonn0033..ppddff    

              山山陰陰中中央央新新報報社社編編「「鉄鉄ののままほほろろばば  --山山陰陰たたたたららのの里里をを訪訪ねねてて--」」のの本本のの紹紹介介      

44..    資資料料  大大阪阪歴歴史史博博物物館館  特特別別展展「「渡渡来来人人  いいずずここよよりり」」見見学学記記                  22001177..  55..1188..    1177iirroonn0044..ppddff  

渡渡来来人人ののふふるるささとと探探しし    大大陸陸・・朝朝鮮鮮半半島島かからら伝伝来来ししたた先先進進文文化化・・技技術術のの空空白白をを埋埋めめるる手手掛掛かかりりにに    

                    ◎◎参参考考    11..  今今  畿畿内内とと朝朝鮮鮮半半島島交交易易にに携携わわっったた淡淡路路島島のの海海人人がが注注目目さされれてていいるる      

                                    22..  特特別別展展「「渡渡来来人人  いいずずここよよりり」」図図録録よよりり  見見学学整整理理  

55..  ≪≪鉄鉄ののははななしし  ああれれここれれ    22001177 盛盛夏夏≫≫  PPDDFF  PPhhoottoo                                22001177..  88..  55..      1177iirroonn0055..ppddff  

11..《《鉄鉄のの風風景景》》かかすすむむ淡淡路路島島をを背背にに加加古古川川河河口口東東岸岸にに神神戸戸製製鋼鋼加加古古川川のの高高炉炉遠遠  

                22..「「スステテンンレレスス・・ススチチーールル」」とといいうう名名前前ののババララををごご存存知知ででししょょううかか・・・・・・・・・・  

  

  



66..    奥奥播播磨磨のの中中国国山山地地かからら古古代代たたたたららのの郷郷をを流流れれ出出たた千千種種川川のの河河口口赤赤穂穂          22001177..  88..1199      1177iirroonn0066..ppddff  

        −−  千千種種川川  砂砂鉄鉄のの痕痕跡跡をを探探ししてて  --兵兵庫庫 110000 名名山山  赤赤穂穂市市「「黒黒鉄鉄山山」」とと赤赤穂穂千千種種川川河河口口 wwaallkk  

            11..  兵兵庫庫 110000 名名山山「「黒黒鉄鉄山山」」  22..  赤赤穂穂千千種種川川河河口口 wwaallkk  砂砂鉄鉄浜浜のの痕痕跡跡をを探探ししてて  

  33..千千種種川川堤堤防防かからら赤赤穂穂城城址址    

          追追補補    22001177..99..1100..  再再度度  赤赤穂穂へへ  千千種種川川河河口口東東端端のの小小砂砂浜浜にに砂砂鉄鉄をを見見つつけけままししたた  

          参参考考    たたたたららのの郷郷奥奥播播磨磨かからら流流れれ出出るる千千種種川川  運運んんだだ大大量量のの土土砂砂がが河河口口にに塩塩田田地地帯帯ををははぐぐくくんんだだ  

                    11..赤赤穂穂にに塩塩田田をを作作りり出出ししたた播播磨磨北北部部ののたたたたらら製製鉄鉄&&  赤赤穂穂のの塩塩田田開開発発のの歴歴史史地地図図  

                    22..かかつつててのの東東浜浜塩塩田田跡跡にに復復元元さされれたた塩塩田田施施設設「「赤赤穂穂海海浜浜公公園園塩塩のの国国」」  

                    33..千千種種川川のの河河口口近近くく、、鉄鉄のの名名前前ががつつくく兵兵庫庫 110000 名名山山「「黒黒鉄鉄山山」」とと「「鉄鉄」」ととのの関関連連  

７７..  ままっったたくく火火山山もも何何ももなないい平平地地にに沸沸くく天天然然かかけけ流流しし  太太古古ににルルーーツツをを持持つつ赤赤湯湯のの秘秘湯湯              1177iirroonn0077..ppddff  

              武武庫庫川川河河口口近近くく  街街中中のの秘秘湯湯  赤赤湯湯のの温温泉泉銭銭湯湯「「ククアア武武庫庫川川」」                    22001177..  88....2288..  

              名名湯湯有有馬馬温温泉泉とと同同じじ泉泉質質  太太古古ののロロママンンをを秘秘めめたた含含鉄鉄--トトリリウウムム--塩塩化化物物強強塩塩温温泉泉((高高張張性性・・中中性性・・高高温温泉泉))  

  88    22001177 秋秋  今今右右衛衛門門のの色色鍋鍋島島ののププララチチナナ釉釉  &&  縄縄文文ののビビーーナナスス                                              1177iirroonn0088..ppddff  

11..  兵兵庫庫県県陶陶芸芸美美術術館館特特別別展展「「今今右右衛衛門門のの色色鍋鍋島島  煌煌めめくく人人間間国国宝宝ののわわざざとと美美、、そそののルルーーツツ展展」」    

22..  京京都都国国立立博博物物館館特特別別展展    「「国国宝宝展展」」久久ししぶぶりりにに縄縄文文ののビビーーナナスス・・女女神神たたちちにに出出会会っっててききままししたた  

  99  古古いい記記憶憶をを思思いい起起ここししななががららのの大大阪阪港港のの渡渡しし wwaallkk                                        22001177..1100..2277  1177iirroonn0099..ppddff  

1100    第第 1100 回回  愛愛媛媛大大学学  東東アアジジアア古古代代鉄鉄文文化化研研究究セセンンタターー国国際際学学術術シシンンポポジジウウムム..              1177iirroonn1100..ppddff  

          文文明明とと金金属属器器  --  普普及及ととそそのの過過程程  --  聴聴講講記記録録  bbyy  MMuuttssuu  NNaakkaanniisshhii      22001177..1111..2255      

11..  津津本本英英利利氏氏「「金金属属器器のの故故郷郷  アアナナトトリリアア」」  講講演演要要旨旨  

22..  山山藤藤正正敏敏氏氏「「レレヴヴァァンントトににおおけけるる金金属属器器のの導導入入ととそそのの背背景景」」講講演演要要旨旨  

33..  河河江江肖肖剰剰氏氏「「ギギザザののピピララミミッッドドのの銅銅とと鉄鉄」」  講講演演要要旨旨  

  

  

                

 

 



    和和鉄鉄のの道道 IIrroonn  rrooaadd【【1188】】たたたたらら遺遺跡跡探探訪訪  22001188      

  

 



和鉄の道 ・ Iron Road 2019  たたら遺跡探訪 掲載記事目次 

 

◆ 2019 年 和鉄の道 Iron Road【19】の口 絵       2019.1.1.        19iron00.pdf 

 

1.  愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター第１１回国際学術シンポジウム       19iron01.pdf 

   「たたらの原世界 -日・中・韓の中世製鉄-」聴講抜粋記録 by Mutsu Nakanishi    

    1. 「中国唐宋時代における製鉄炉」李映福   （四川大学）  

    2. 「韓国における中世製鉄遺跡の検討 -忠州・多仁鐵所地域を中心に-」（中原文化財研究院） 

    3. 「報恩大元里遺跡の製鉄炉について」   朴 相賢  （湖西文化遺産研究院  ） 

    4.「中世における製鉄技術の革新と生産地形成」   角田徳幸 （島根県埋文センター） 

2.  鉄の話 あれこれ   久しぶりに聞く弥生の銅鐸「青熱脆性」の言葉            19iron02.pdf 

     弥生の銅鐸破片  「銅鐸の有する青熱脆性の性質が弥生時代終末の謎を解く」  

     銅鐸を加熱後、取り出して衝撃をあたえれば割れて破損する 青熱脆性 

     弥生人は青熱脆性を知っていた 

3.   製鉄起源に新たな説 鉄の歴史に一石   2019.3.25.                         9iron03.pdf 

     ヒッタイト起源に異説か 通説「ヒッタイトの地」から最古の鉄遺物出土  

     2019.3.25. 朝日新聞 1面トップニュース & 朝日新聞 Digital 掲載 

4. 「人工鉄・製鉄技術の起源 & 西ユーラシア大陸を結ぶ《Metal Road》を探る」       19iron04.pdf 

《愛媛大 古代鉄文化センター国際シンポジューム》聴講掲載関連記事リスト 2019..3. 25.   

5. 【検索情報】 弥生中期末・後期の大鍛冶工房など大生産工房集落            19iron05.pdf 

弥生中期末・後期の大交易拠点集落 加茂宮ノ前遺跡が昨年徳島で出土  2019.6.28. 

徳島阿南市 那賀川が流れ下る加茂谷 辰砂の若杉山遺跡の近くの河岸 加茂宮の前遺跡 

淡路島の日本最古最大の鍛冶工房村と言われた淡路島五斗長垣内遺跡より古く 、 

また 実用鉄器製造工房のほか当時の朝鮮半島交易の中心交易品水銀朱や勾玉などの装飾品の 

生産工房も有していたという弥生時代の鉄器の製造拠点 大規模鉄器工房集落  

  卑弥呼の邪馬台国・初期大和の国造りに大きな影響 ?  

6. 【資料】 弥生の鍛冶工房村 村上恭通愛媛大教授講演録の紹介           9iron06.pdf 

村上教授講演要旨「弥生時代の鍛冶工房に関する基礎論 2019.9.20   

        ー加茂宮ノ前遺跡の鍛冶工房を理解するためにー  

添付 和鉄の道掲載主要関連資料リスト  弥生の中・後期 阿波加茂宮ノ前遺跡 & 淡路島の生産工房群 

7. 謡曲「小鍛冶」に謡われるの鍛冶伝承地 京口「粟田口」                      19iron07.pdf 

旧東海道 京都三条通粟田口に鍛冶伝承の痕跡を訪ねる 2019.10.9.  

8. 島根県埋文センター 角田徳幸氏著「たたら製鉄の歴史」紹介を兼ねて        19iron08.pdf 

   たたら製鉄始まりの謎 製鉄原料「砂鉄」は海を渡ってきたのか   2019.12.10. 

 



2020年 和鉄の道・Iron Road  掲載リスト   

2020 年 和鉄の道 Iron Road【20】の口 絵                 20iron00.pdf 

 

◎ 2020年 和鉄の道・Iron Road を振り返って   2020bookallironroadtopics.pdf 

◎ 和鉄の道・Iron Road 2020   掲載記事トピックス    bookiron2020outline.pdf 

 



2020和鉄の道・Iron Road :掲載記事 スライド動画 インタ-ネットリンク表 

   

           

 

 

掲載記事のスライド動画のインターネットリンク集です 

 

 1. 縄文人と弥生人が共生の痕跡が出土した弥生の大集落遺跡                 

 神戸市西区玉津田中遺跡の発掘現場 171号地点を訪ねる   2020.2.1.  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/2002tamatsutanaka.mp4 

 2. Eurasia Iron Road  Outlineスライド動画                                       

「鉄の起源・ユーラシア大陸の東西を結ぶ金属器&鉄文化東遷の道」探求 2009～2019  

        1. ベールを脱いだユーラシア大陸中央の草原を東西を結ぶ古代の鉄 東遷の道 

            ユーラシア大陸を東西に結ぶ鉄の道 Metal Road Review2015 記録 2016. 1 .7.より 

           愛媛大古代鉄研究所「鉄の起源・伝播ユーラシア大陸各国研究連携ロジェクト」概要記録 

               https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron01.mp4 

2. 人工鉄のユーラシア大陸東遷の道の発見 2013. 

「シルクロード以前にユーラシア大陸の中央の草原地帯を東西に結ぶ鉄の道」 

https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/13iron13.mp4 

   3.  視聴記録&画像NHK アイアンロード～知られざる文明の道～  

後編「激闘の東アジア そして鉄は日本へ」 私蔵版 視聴記録 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/2007NHKEurasiaironroad00.htm 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/2007NHKEurasiaironroad.mp4 

   4. 鉄の花 中国・漢の炒鋼炉復元操業再録 2020.7.20. 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0207syokouro.mp4 

5. 弥生時代の鉄と稲作 & 弥生時代の時代感 整理メモ 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0209newyayoi.mp4 

6. 天空に浮かぶ竹田城再訪 但馬実りの秋の田園風景 2020.9.4.  

   天空に浮かぶ竹田城 & 但馬の王墓 茶すり山古墳 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0209asagotakeda.mp4 

7. コロナ禍の中で 「他人を思いやる心」 

     日本人のふるさと 縄文  縄文の心を映すストーンサークルを訪ねる 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonnewS.mp4 

     

8.. コロナ禍の中で 久しぶりに猪名川・藻川walk  2020.11.15.  

     https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0211tanowalk.mp4 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/2002tamatsutanaka.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron01.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/13iron13.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/2007NHKEurasiaironroad00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/2007NHKEurasiaironroad.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0207syokouro.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0209newyayoi.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0209asagotakeda.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonnewS.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0211tanowalk.mp4


             ２０２１年 和鉄の道・Iron Road 目次 

和鉄の道・Iron Road 2021 日本の源流・日本各地の製鉄遺跡探訪 口絵 

  
脱炭素カーポンニュートラル関係資料収集等 10件    

01鉄の話題 「2050年カーボンニュートラル   政府脱炭素社会を目指す14重点項目策定  」  

    年の初めから水素エネルギー・水素 水素の大大合唱  でも スローガン倒れ 腰の据わらぬ日本   

02 鉄の話題 「2050年カーボンニュートラル」【2】 2021.3.10.  

  脱炭素水素社会構築へ動き出した日本 鉄はどうする    

    日本製鉄2050年カーボンニュートラル取組 &  C02排出削減施策ロードマップを発表  

    2050年カーボンニュートラルを宣言   電炉・水素・CCUS等で  

    【参考】脱炭素社会技術解  季刊新日鐵住金 2019vol25  「水素社会を支える鉄」 

      ポストコロナの新時代 2050年カーボンニュートラル 脱炭素社会構築理解のために  

03 新産業創生 & 脱炭素・水素社会構築の脈動2021【2】  インターネット採録資料 

     各産業分野・資源エネルギー庁・NEDO水素エネルギー白書ポストコロナ 全257頁  2021.3.25. 

      1.  ポストコロナを支える新製造業構築 脱炭素社会創生へ 新分野に舵を切る   3月のインターネットから 

      2.  2050年脱炭素カーボンニュートラル&水素社会構築理解のために   経産省資源エネルギー庁 HPより 

   3.  NEDO 水素エネルギー白書 2015   

04鉄の話題 30億年前の海の中で地球大気の酸素を作ったシアノバクテリア   

    オーストラリアの海底で今も酸素を作り続けている 地球の絶景 2021.4.28   

    NHKBS番組「地球事変 酸素大発生」映像をみて  

05 鉄の話題 ポストコロナへ向けて  ポストコロナの社会構築理解のために【3】  

   胸に輝く“カラフルなドーナツ型バッジの正体  よく知りませんでした  2021.5.1.  

06. ユネスコ登録諮問機関が 北東北・北海道の縄文遺跡を世界文化遺産登録勧告  

    祝 北海道・北東北の縄文遺跡群が世界遺産登録へ  

     日本人の心の故郷「縄文」を世界の人たちに知ってもらいたい    

   参考1.「神戸から日本人の心のふるさと」へ 「縄文」4月号 By  Mutsu Nakanishi  2011.3.19. 

     参考2.  縄文の心を映すストーンサークル    2007.7.6． By  Mutsu Nakanishi  2015.10.10. 一部改訂 

     参考3.  心優しき縄文人 縄文帰りの勧め  By  Mutsu Nakanishi    

07鉄の話題  ポストコロナ カーボンニュートラルの新時代へ向けての取組 インターネットより採取  

      1.  CO2を吸い込むコンクリートに熱視線 鹿島、カーボンニュートラル追い風に普及加速 

     2. Alの限界を知る鉄鋼業界 日本製鉄・JFE Steel が打ち出したDX戦略の中身 

     3.【金属の世界史】 古代には「金」よりも高価だった意外な金属とは? 

08 HP開設から20年が過ぎて 私の和鉄の道・Iron Roadを振り返って  Review【1】 

      電子Book  日本の源流・たたら製鉄遺跡探訪記 2000 & 2001 たたらとの出会い   

09 HP開設から20年が過ぎて 私の和鉄の道・Iron Roadを振り返って  Review【2】 

     電子Book  和鉄の道  たたらの歴史探訪概説 穴澤義功先生のたたら遺跡の歴史講演スライド採録 

10 日本の鉄鋼 低炭素カーボンイーブン50の時代を生き抜く道 鉄の新時代 2021年11月&12月資料収集 

   日本の鉄鋼業は世界が突き進む低炭素社会の時代に生き残れるのか・・・・ 
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2021 和鉄の道・Iron Road掲載記事 HP掲載インタ-ネットリンク表 

      【和鉄の道・Iron Road】 脱炭素カーポンニュートラル関係資料収集ほか 10件 

   01鉄の話題   「2050年カーボンニュートラル      政府脱炭素社会を目指す14重点項目策定  」    

 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron01.pdf 

        年の初めから水素エネルギー・水素 水素の大大合唱  でも スローガン倒れ 腰の据わらぬ日本   

        またぞろ外国頼みの周回遅れをたどるのか…  2021.2.5. by Mutsu Nakanishi    

02 「鉄の話題」 「2050年カーボンニュートラル」【2】 2021.3.10.  

  脱炭素水素社会構築へ動き出した日本 鉄はどうする 日本製鉄2050年カーボンニュートラル達成取組表明  

             
           https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron02.pdf 

    国内製鉄所を一機に整理し収益体制固め計画C02排出削減施策ロードマップを発表  

    日本製鉄、2050年カーボンニュートラルを宣言   電炉・水素・CCUS等で  

    インタ-ネット 環境ビジネス オンライン記事より    

    【参考】脱炭素社会技術解  季刊新日鐵住金 2019vol25  「水素社会を支える鉄」 

     https://www.nipponsteel.com/company/publications/quarterly-nssmc/pdf/2019_Vol_25.pdf 

    ポストコロナの新時代 2050年カーボンニュートラル   脱炭素社会構築理解のために  

03 新産業創生 & 脱炭素・水素社会構築の脈動2021【2】  インターネット採録資料 

     各産業分野・資源エネルギー庁・NEDO水素エネルギー白書ポストコロナ 全257頁  2021.3.25.  

       https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron03.pdf 

        

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron01.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron02.pdf
https://www.nipponsteel.com/company/publications/quarterly-nssmc/pdf/2019_Vol_25.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron03.pdf


 

    【参考1.】3月From Kobe より 輝きを取り戻せ日本 

         https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron//R0304Carbonnewtral(1A).pdf 

   【参考2.】 2021年3月掲載   A4版PDF全10頁まとめ  

               2050年脱炭素カーボンニュートラル&水素社会構築理解のために 

         https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/R0304Carbonnewtral(1).pdf 

 04【鉄の話題】30億年前の海の中で地球大気の酸素を作ったシアノバクテリア   

       地球の絶景 2021.4.28  オーストラリアの海底で今も酸素を作り続けている  

       .NHKBSの番組「地球事変 酸素大発生」 映像をみて 

       

            https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron04.pdf 

05 【鉄の話題】ポストコロナへ向けて  ポストコロナの社会構築理解のために【3】  

   胸に輝く“カラフルなドーナツ型バッジ”の正体   よく知りませんでした  2021.5.1.  

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron05.pdf 

06. ユネスコ登録諮問機関が 北東北・北海道の縄文遺跡を世界文化遺産登録勧告  

     祝北海道・北東北の縄文遺跡群が世界遺産登録へ 日本人の心の故郷「縄文」を世界の人たちに知ってもらいたい 

 

           https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron06.pdf  

     参考1. 「神戸から日本人の心のふるさと」へ By  Mutsu Nakanishi  2011.3.19.   

         東日本大震災お見舞いと北の縄文 世界遺産登録応援メッセージ  三内丸山縄文の会「縄文」4月号  

    参考2. 縄文の心を映すストーンサークル   20077.6．2015.10.10.改訂 By  Mutsu Nakanishi   

    参考3. 心優しき縄文人 縄文帰りの勧め  By  Mutsu Nakanishi    

            https://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomongaerinew.pdf 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/R0304Carbonnewtral(1A).pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/R0304Carbonnewtral(1).pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron04.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron06.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomongaerinew.pdf


 

07鉄の話題   ポストコロナ カーボンニュートラルの新時代へ向けて  インターネットより採取  

               https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron07.pdf  

      1. CO2を吸い込むコンクリートに熱視線 鹿島、カーボンニュートラル追い風に普及加速 

    2. Alの限界を知る鉄鋼業界 日本製鉄・JFE Steel が打ち出したDX戦略の中身 

    3.【金属の世界史】 古代には「金」よりも高価だった意外な金属とは? 

08 HP開設から20年が過ぎて 私の和鉄の道・IRon Roadを振り返って【1】 

   日本の源流・たたら製鉄遺跡探訪記2000&2001 和鉄の道をあるき始めて   

    【PDF】https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Aphoto.pdf 

      【スライド】https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021A.mp4 

 

09 HP開設から20年が過ぎて 私の和鉄の道・IRon Roadを振り返って【2】 

  和鉄の道・Iron Road  たたらの歴史探訪概説 穴澤義功先生のたたら遺跡の歴史講演スライド採録に触発されて     

   【PDF】https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Bphoto.pdf 

     【スライド】https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021B.mp4 

 

10日本の鉄鋼 低炭素カーボンイーブン50の時代を生き抜く道 鉄の新時代 2021年11月&12月資料収集 

           日本の鉄鋼業は世界が突き進む低炭素社会の時代に生き残れるのか・・・・ 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312carbonnewtralweb.pdf 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron07.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Aphoto.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021A.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Aphoto.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021A.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Bphoto.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021B.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Bphoto.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021B.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312carbonnewtralweb.pdf


「2022和鉄の道・IRON ROAD 」  日本の源流・製鉄関連遺跡探訪 目  次 

             大変革の時代 低炭素社会へ 日本鉄鋼産業の生きる道 

                           https://infokkkna.com/ironroad/iron22list.htm 

     ■ ２０２２ 和鉄の道 口絵 

         ■ 2022和鉄の道 １年を振り返って  2022年掲載記事 Topics 

         ■ 2022和鉄の道 掲載記事 

 

    

https://infokkkna.com/ironroad/iron22list.htm


 2022和鉄の道・Iron Road :掲載記事 スライド動画 インタ-ネットリンクサイト表  

■ NHK番組歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録&資料収集  【Internet & Newsより 

古代日本刀の歴史 & 古代東北の和鉄の道 資料収集 

蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて 

 
    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/22iron08.mp4 

  ◆ 参考資料  刀剣ワールド 名古屋刀剣ミュージアム編  

日本刀の作り方「日本刀の作り方（作刀方法と鍛錬）」 資料と映像  

https://www.touken-world.jp/tips/11767/ 

   ■   和鉄の道 home page  開設20年余 「和鉄の道・Iron Road Review」 

  

1.私蔵版「和鉄の道・Iron Road」【Review1】  

 2000・2001日本の源流・たたらとの出会い  

https://infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021A.mp4 

2.私蔵版「和鉄の道・Iron Road」【Review2】    

たたら探訪通史（たたらの歴史）  

       穴澤功氏講演資料「我が国の製鉄遺跡の歴史」をベースに和鉄の道を眺める 

        https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021B.mp4 

■  和鉄の道・Iron Road Review  選集       

◎ 愛媛大東アジア古代鉄文化センター国際シンポ 聴講記録集成 2020.4.1. 

たたらの源流 鉄の起源 & ユーラシア大陸東遷の道 Book Eurasia Iron Road より  

https://infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/2004Eurasiaironroad00.htm 

    

    参考スライド動画 Eurasia Iron Road Outlineスライド動画【1】 

1. ベールを脱いだユーラシア大陸中央の草原を東西を結ぶ古代の鉄 東遷の道 

           ユーラシア大陸を東西に結ぶ鉄の道 Metal Road Review 記録 2016. 1 .7.より 

       https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron01.mp4  

2. 人工鉄のユーラシア大陸東遷の道の発見2013. 愛媛大古代鉄研国際シンポ「鉄と匈奴」聴講記録より 

「シルクロード以前にユーラシア大陸の中央の草原地帯を東西に結ぶ鉄の道」 

https://infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1311kyoudo.mp4 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabiteweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabiteweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/22iron08.mp4
https://www.touken-world.jp/tips/11767/
https://infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021A.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021B.mp4
https://infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/2004Eurasiaironroad00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/16iron01.mp4
https://infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1311kyoudo.mp4
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  風風来来坊坊 CCoouunnttrryy    WWaallkk  総総  覧覧    11999999  ––  22001188              

  11..    里里歩歩きき・・山山歩歩きき・・街街歩歩きき          22..  山山口口・・美美祢祢・・長長門門のの四四季季      

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/ironroad.htm 

 

風来坊 Country  Walk  【Ⅰ】里歩き  1999.9.-2002.12. 

1.北のまほろば 津軽                                    1999.9.  kaze01.pdf 

2.越中  花街道 奥美濃-五箇山-砺波平野                          1999.5.  kaze02.pdf 

3.中国錦 州 「化石から 山口県美祢を思う」                                    2000.11.  kaze03.pdf 

4.一足先 に春を告げる南房総                                                    2001.4.   kaze04.pdf 

5.新緑の 九州 霧島 韓国岳                                                    2001.5.   kaze05.pdf 

6.山口県 長門市 湯本温泉の記事                                                2001.5.  kaze06.pdf 

7.花の四 月 関東で Country Walk                                              2001.5.  kaze07.pdf 

8.福井県 一乗谷 朝倉氏遺跡                                                    2001.11.  kaze08.pdf 

9.2002  京都の春 京大界隈・大文字山                                          2002.3.  kaze09.pdf 

10.源平の 青葉の笛 須磨寺門前に「卯の花」を訪ねる                            2002.3.  kaze10.pdf 

11.福島県 三春 天然記念物「滝桜」                                             2002.4.  kaze11.pdf 

12.福島県  裏磐梯 残雪の五色沼 アルバム                                     2002.4.  kaze12.pdf 

13.一度行 きたかった草津温泉 風来坊                                           2002.4.  kaze13.pdf 

14.田中講 平先生の新しい陶房葉月を訪ねて                                       2002.5.  kaze14.pdf 

15.春 草 色に輝く秋吉台 カルスト台地 Walk                                     2002.5.  kaze15.pdf 

16.2002 夏 「ねぷた」と「ねぶた」 青森 Walk                                   2002.8.  kaze16.pdf 

17.青森三内丸山遺跡 2002秋 点描                                              2002.9.  kaze17.pdf 

18.上毛三山 紅葉の妙義山の森を歩く                                             2002.11.  kaze18.pdf 

19.奥会津の名勝 塔のへつり                                                     2002.11.  kaze19.pdf 

20.奥会津  館岩村 奥会津曲家集落を訪ねる                                      2002.11.  kaze20.pdf 

21.白雪をいただく富士山 足柄山山塊 金時山                                     2002.12.  kaze21.pdf 

 

風来坊 Country Walk  【Ⅰ】 山歩き 1999−2003.2 

1.上越国境 利根川の源頭 谷川岳                               1999.8.  mnyama01.pdf 

2.尾瀬の秋 紅葉の尾瀬ヶ原  上越側 鳩町峠から会津側御池小屋へ               1999.10. mnyama02.pdf 

3.夏の尾瀬 尾瀬沼・尾瀬ヶ原                                 2000.7. mnyama03.pdf 

4.高山植物の宝庫 早池峰山                                  2000.6. mnyama04.pdf 

5.津軽富士 岩木山                                      1999.9. mnyama05.pdf 

6.春の霧島連峰 韓国岳 登山                                 2001.5. mnyama06.pdf 

7.初夏 水芭蕉の尾瀬 探勝                                  2001.6. mnyama07.pdf 

8.夏の那須連峰 茶臼岳−朝日岳−三本槍岳 縦走                         2001.7. mnyama08.pdf 

9.晩夏 吾妻連峰の主峰 一切経岳へ                              2001.8. mnyama09.pdf 

10.北上盆地の背にそびえる栗駒山                                2001.9. mnyama10.pdf 

11.くろがね 鉄山 紅葉の安達太良山                                             2001.10. mnyama11.pdf 

12.以北の最高峰 日光白根山〔奥白根山〕                                         2001.10. mnyama12.pdf 

13.冬の陣馬山 ハイク 陣馬山−小仏峠                                            2002.2. mnyama13.pdf 

14.福島県 裏磐梯 残雪の五色沼 アルバム                                       2002.4. mnyama14.pdf 

15.残雪の草津白根と殺生河原からの展望                                           2002.4. mnyama15.pdf 

16.出羽 花の月山 WALK  高山植物が咲き乱れる山上の縦走路                   2002.7. mnyama16.pdf 

17.八甲田連峰 WALK  八甲田連峰縦走と草紅葉の毛無岱                       2002.9. mnyama17.pdf 

18.上毛三山 紅葉の妙義山の森を歩く                              2002.11. mnyama18.pdf 

中西睦夫
スタンプ
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19.白雪をいただく富士山 足柄 金時山ハイク                         2002.12. mnyama19.pdf 

 

風来坊 Country Walk 【2】 山歩き・里歩き 2003 

1.温かい冬の週末  柏ひだまり Walk                                               2003.1. mnwalk01.pdf 

2.東京・千葉界隈 桜散策 Walk  千鳥ｹ淵・谷中から上野・千葉佐倉                    2003.4. mnwalk02.pdf 

3.鎌掛(かいがけ)石楠花谷 Walk   天然記念物ホンシャクナゲの群落  滋賀県日野町    2003.4. mnwalk03.pdf 

4.五月の連休 山口【1】秋吉台カルスト                                             2003.5. mnwalk04.pdf 

5.五月の連休 山口【2】由宇温泉へ白壁の街「柳井」・本四のモデル大島 大橋を通って   2003.5. mnwalk05.pdf 

6.福島県 土湯峠湿原 「赤湯」温泉を訪ねて                    2003.5. mnwalk06.pdf 

7.バオバブの木の下で 国立民族学博物館 特別展「西アフリカ おはなし村」open      2003.7. mnwalk07.pdf 

8.「マリ国立民族舞踊団による音楽とおどり」 バオバブの木の下でみんな踊って     2003.8. mnwalk08.pdf 

9.鉄 のモニュメント 大阪万博 お祭り広場 大屋根 万博記念公園 点描             2003.8. mnwalk09.pdf 

10.「久しぶりのアメリカ」で 風来坊                                               2003.9. mnwalk10.pdf 

11.萩焼 田中講平先生の萩焼工房「陶房葉月」を山口市吉敷に訪ねて                 2003.10. mnwalk11.pdf 

12.鉄のモニュメント 北海道開拓百年記念塔                                         2003.10. mnwalk12.pdf           

                                        

風来坊 Country Walk 【3】山歩き・里歩き   2004. 

■  Country Walk Ⅲ 里歩き  2004  

1.信州茅野 八ヶ岳山麓に縄文のビーナスを訪ねて                      2003.12. 2walk01.pdf 

2.網走 流氷探訪 アルバム                                2004.3. 2walk02.pdf 

3.春風にそよぐ ｢かたくりの花｣ 兵庫県三日月町弦谷 自生地で               2004.3. 2walk03.pdf 

4.エンジョイ イタリア                                  2004.5. 2walk04.pdf 

 古い都・街並みを訪ねて  

エンジョイイタリア イタリア旅行記(詳細版) 

5.信州 戸隠山の自然の中で 森林浴                            2004.6. 2walk05.pdf 

6.花の北海道 【1】礼文・富良野 美瑛・天塩 アルバム                   2004.8. 2walk06.pdf 

7.花の北海道 【2】2004夏 花の北海道 Walk〔礼文島・美瑛の丘・天塩／宗谷〕         2004.8. 2walk07.pdf 

8.2004 秋点描 関西で                                                            2004.10.2walk08.pdf 

9.九州 縄文・古代を訪ねる旅                                                      2004.10.2walk09.pdf 

     a. 熊 本 県 菊池川流域の装飾古墳群  

    b. 鹿児島県  上野原縄文遺跡  

     c. 宮 崎 県  記紀神話の西都原古墳群 

10.六甲の東端 こどもの頃から慣れ親しんだ甲山 Walk                                2004.12. 2walk10.pdf 

11.神戸便り Country Walk  11&12月                                               2004.12. 2walk11.pdf 

■  Country Walk Ⅲ 山歩き  2004 

1.北摂の山 武田尾 大峰山へ 桜とツツジを訪ねて                                 2004.4. 2walky01.pdf 

2.吉野山 初秋 ハイキング                                                      2004.10. 2walky02.pdf 

 

風来坊 Country Walk 【4】山歩き・里歩き   2005. 

 ■  Country Walk Ⅳ 里歩き  2005 

1.北近江 安曇 川・マキノ 雪の山郷 country Walk               2005.1. 4walk01.pdf 

2.須磨便り｢早春の須磨 梅見ハイク｣                                            2005.2. 4walk02.pdf 

3.北攝のポンポン山 福寿草ハイク                                          2005.3. 4walk03.pdf  

4.桜アルバム｢室生古道に満開の桜の古木を訪ねて｣                                2005.4. 4walk04.pdf 

5.早春と冬が入り混じる｢北の大地｣を風来坊                                     2005.4. 4walk05.pdf 

     釧路湿原と鶴・駒ケ岳山麓・北の縄文・釧網線 

6.糸魚川・青海に縄文のヒスイ原石の谷を訪ねる                                  2005.5. 4walk06.pdf 

7.広島県吉和 緑の高原のウツドワン美術館                                      2005.6. 4walk07.pdf 



8.但馬 天日槍の国の歴史とコウノトリを訪ねて                 2005.6. 4walk08.pdf 

9.越中八尾｢風の盆｣を訪ねて 写真アルバム                   2005.9. 4walk09.pdf 

10.四国北岸を東西に貫く大断層｢中央構造線｣ Walk                 2005.11. 4walk10.pdf 

大断層帯にそびえる赤石山系と銅山の山郷 別子山村 

11.晩秋から初冬に移り行く函館散策 写真アルバム                                2005.11. 4walk11.pdf 

      夜景と美しい教会群 函館の街 Walk  

12.写真アルバム 瀬戸内海誕生の歴史を語る黄島                                  2005.11. 4walk12.pdf 

    岡山県牛窓海岸 黄島・黒島 

■  Country Walk Ⅳ 山歩き  2005 

1.山岳宗教の歴史を秘めた九州の霊峰｢英彦山｣                                     2005.6. 4walky01.pdf 

2.写真アルバム 若狭・北近江国境の赤坂山・三国山 Walk                          2005.8. 4walky01.pdf 

3.写真アルバム 薩摩富士 開聞岳                                               2005.10. 4walky01.pdf           

                                          

風来坊 Country Walk 【5】山歩き・里歩き   2006. 

■  Country Walk  里歩き 2006. 

1.2006年 春  花の淡路島を訪ねて                       2006.4. 5walk01.pdf 

春の花 菜の花・チューリップ・三色スミレ  

2.「ひとつたりとも おろそかにできない命」 不戦の道を探って           2006.8. 5walk02.pdf 

             広島平 和の祈り・平和行進 2006に参加 

 3.2006年夏 瀬戸内海遠望  山や海峡から瀬戸内海はどこまでみとおせるのか・・・   2006.8. 5walk03.pdf 

4.写真アルバム  水田耕作・鉄・倭国 弥生の時代を作った渡来人たち              2006.10 5walk04.pdf 

      北部九州 魏志倭人伝の世界 壱岐・ 筑前・筑後の遺跡を訪ねて  

 5.甲州・信州国境 八ｹ岳山麓に縄文遺跡を訪ねて                                  2006.10. 5walk05.pdf 

     「 縄文人は山を見晴らす素晴らしい高原に住んでいた 」         

        1.縄文の集落がそっくり 見つかった茅ケ岳山麓 北杜市梅ノ木縄文集落遺跡 

        2.初秋 白樺が美しい紅葉し始めた 八ケ岳清里の朝 清泉寮に泊まって    

        3.縄文の黒曜石原産地遺跡   長和市星屑峠に縄文の黒曜石鉱山を訪ねる 

黒曜石｣を日本各地に配っていた信州 霧ケ峰・中山峠       

 ■  風来坊 Country Walk  山歩き 2006 

1.蝦夷の雄「アテルイ」の足跡京都東山 陽だまりハイク              2006.2.9. 5walky01.pdf 

           「清水寺・将軍塚」と  永観堂「みかえり阿弥陀仏」を訪ねて 

2.北摂連山の「キリシタンの里 千提寺」Country Walkと「マリア十五原義図」展   2006.2. 5walky02.pdf 

3.芦屋市弥生の高地性集落「会下山遺跡」からロックガーデンへ  ハイキング     2006.7. 5walky03.pdf 

 

風来坊 Country Walk 【6】山歩き・里歩き   2007.  

■ Country Walk  里歩き 2007. 

1. 神戸の春 2007 写真アルバム 須磨山上満開の梅と明石林崎漁港のいかなご漁     2007.3.1. 6walk01.pdf 

2. 写真アルバム 2007年春 櫻の便り                                          2007.4.15. 6walk02.pdf 

● 山梨県北杜市 の樹齢 2000年 神代桜と清里から見る春の南アルプス・八ヶ岳  

● 山口県美祢 市街を流れる厚狭川の桜 美祢の Yさんからメールで送ってもらいました  

● 木津川上流 笠置の桜と沈下橋  

3. 写真アルバム 「2007年 5月 新緑の野山で」                                2007.6.1. 6walk03.pdf 

● 滋賀県日野町鎌掛 石楠花谷  

● 新緑の里山 大和川 亀の瀬・龍田山  

● 大阪府二上山周辺で  

● 神戸 北野の市街地 旧水源地のツツジ  

●  葛城山の南斜面 深紅の花を敷きつめる山ツツジ   

●  新潟県 弥彦山から見る越後平野 



4.  鳴門 大塚美術館に西洋美術 2000年の陶板画を訪ねる                           2007.7.16. 6walk04.pdf 

バチカン システィーナ礼拝堂の天井画 完全復元 祝別式に参加 

5. 信州の縄文を訪ねる旅                                                    2007.9.5.& 9.6. 6walk05.pdf 

1. 不思議な人体文縄文土器が出土した伊那谷の北部 南箕輪村  久保上ノ平遺跡  

2. 縄文中期研究の先駆けとなった縄文集落   平出縄文集落遺跡  

3. 信州 長和町 黒曜石原産地遺跡    縄文の黒曜石鉱山「星糞峠」  

6. 鉄のモニュメント                                                            2007.9.10. 6walk06.pdf 

長良川にかかる現存最古の近代吊橋 「美濃橋 」(重要文化財)  岐阜県美濃市                                

7. 2007年 秋 点描  １０月 １１月.                                                      6walk07.pdf  

● 初秋の西播磨の山郷  一面ススキが覆いつくす 砥峰高原           2007.10.4.  

● 奥出雲雲南市掛合町へ 松江道の工事現場から 次々と製鉄遺跡が出土     2007.10.13. 

● 久しぶりに夜の船で四国 松山へ                                2007.10.26.-28.   

● 山口県美祢市の夜明けの朝霧                                     2007.11.9.   

● 神戸でも 今 紅葉の真っ最中                                           2007.11.26. 

■ 風来坊 Country Walk  山歩き 2007 

1. 日本三 彦山の一つ 越後 弥彦山 Walk                                                   6walky01.pdf 

古代鉄の国｢越｣ 弥彦山に鍛治神の痕跡を探して                                2007.5.16. 

2. 紀 ノ川のランドマーク 紀州富士「龍門山」に磁石石を訪ねて Walk                007.7.24. 6walky02.pdf 

 

風来坊 Country Walk 【Ⅶ】山歩き・里歩き   2008.  

■ Country Walk  里歩き 2008. 

1. 南ドイツ クリスマス ツア 見て歩き                     2008.12.4. -12.10. 7walk01.pdf 

      ドイツ 中世の町並みと２００７年クリスマス市を楽しみました ( pdf file )  

2.  神戸陽だまりハイク【写真アルバム】神戸のランドマーク「錨山」・「市章山」に登る    2008.2.14. 7walk02.pdf 

3. 【写真アルバム】 春まじか 早春の南淡路  立川水仙郷と梅満開の由良・生石岬   2008.2.15. 7walk03.pdf 

4.  東大寺のお水取り 「おたいまつ」 2008年 3月 8日夕                  2008.3.8.  7walk04.pdf  

      立ち寄りたかった故河島英吾さんゆかりの喫茶「TEN.TEN CAFE」にも立ち寄れました        

5. 越前と美濃を結ぶ街道 越美北線／越美南線 越美北線の終点 九頭竜湖駅へ行く    2008.3.25. 7walk05.pdf 

     九頭竜川に沿って福井県の名峰日本百名山 越前大野盆地の南にそびえる荒島岳 

6.   2008 春 桜 アルバム                                                 2008.4.5.-4.13. 7walk06.pdf 

         1.神戸の桜 東須磨 妙法寺川堤の桜                           2008.4 .5. 

         2.奈良県大宇陀「又兵衛桜」と室生寺・長谷寺の桜 Walk         2008.4. 8. 

         3.岡山県真庭市「醍醐桜」  和鉄の道に咲いて 1000年            2008.4.13. 

         4.北播磨 三日月町 佐用川沿いの桜                           2008.4.13. 

         5.山口県美祢 N.Y.さんからの桜便り                            2008.4.7. 

             美祢桜山の桜に遊ぶ めじろ と 岩国錦帯橋の桜 

         6.山梨県甲府の Nさんからの桜便り  素晴らしいと桜並木の富士山       2008.4.13. 

7.  新緑の里山をぬけて 日本 6古窯の一つ 陶芸の郷 立杭へ                     2008.4.16. 7walk07.pdf 

       【写真アルバム】2008新緑の里山をぬけて 陶芸の郷 立杭へ                  

8.  Country Walk  巨大草食恐竜「丹波竜」を訪ねる   丹波市山南町上滝               2008.5.15. 7walk08.pdf 

9.  初夏の花 満開のスイスアルプス ハイキング アルバム                    2008.6.29. - 7.8. 7walk09.pdf 

 1. 雪が消えて アルプスの山々には 初夏の花が満開   

      2. 「エーデルワイスの花ほほ笑みて  鋭き岩肌 金色に照り   

      3.  スイス アルプスは 『鉄のモニュメント』 『鉄の郷』 

10. 夏の朝の清涼をたっぷり 「京朝顔」 京都府立植物園の「朝顔展」                2008.8.4. 7walk10.pdf  

11. 【写真アルバム】秋の風物詩 黄金色の畦を飾る 赤・黄・白三色の彼岸花           2008.9.22. 7walk11.pdf  

                     彼岸花の郷 播磨 多可町 間子集落 (PDF File) 

12. 「今 GPS Logger が面白い 」 GPS  Loger を腰に須磨 Walk                      2008.10.10. 7walk12.pdf  



13. 【写真アルバム】愛宕山 (924m)  紅葉 Walk                     2008.11.15. 7walk13.pdf                 

        京都市最高峰 火伏せの神 愛宕神社が鎮座する霊山                                                                                                              

番外  青森・八戸 縄文の郷 ｢是川｣ 縄文文化を代表する是川遺跡・風張遺跡を訪ねる  2008.10.30. 8iron13.pdf 

       ● 縄文漆の素晴らしい文化を咲かせた縄文晩期の是川中居遺跡  

       ● 墓域のある広場を環状に取り囲む住居群 縄文後期の環状集集落 風張遺跡 

 

風来坊 Country Walk 【8】  山歩き・里歩き   2009.  

■ Country Walk  里歩き 2009. 

1. ２月陽だまりハイク  工都 尼崎 を支える「尼崎港閘門（尼ロック）」Walk       2009.2.4.  9walk01.pdf 

1. 工都尼崎 を支える「尼崎港閘門（尼ロック）」Walk            

        2. 尼崎港閘門・尼ロック 解説 （インターネットより）                                                                                             

2. 謎の古代石造物・石の宝殿 と竜山石を訪ねて                                  2009.2.27.  9walk02.pdf 

古代からの石切りの郷 高砂市「生石（おおしこ）」Walk                                                                                                                                 

3. 【写真アルバム】 東近江 陽だまり walk                   2009.3.15.  9walk03.pdf 

            縄文のウッドサークル 能登川正楽寺遺跡と近江八幡 左義長祭りを訪ねる                                                                                     

4. 【写真アルバム】 西播磨佐用 たたらの里に咲く「カタクリと一本桜」を訪ねる 2009.3.31.  9walk04.pdf 

            兵庫県佐用町 〔旧三日月町 弦谷 & 旧南光町徳久・漆畑 〕                                                                                                                    

5. 【写真アルバム】 ほのぼの鉄道 福井 えちぜん鉄道と雪を戴く白山連峰    2009.4.3.   9walk05.pdf 

           参考   弥生後期から古墳時代にかけて 福井平野は鉄の先進地                                                                                                                   

6. 【写真アルバム】  樹齢 1500余年 岐阜県揖斐川 根尾谷に咲く「淡墨桜」    2009.4.8    9walk06.pdf 

7. 【写真アルバム】 関西のツツジの名所 三室戸寺を訪ねる              2009.5.5    9walk07.pdf                                                                                                                  

8. 【写真アルバム】  摂津／播磨国境の証し?  白川峠夫婦岩 裏山の白川峠に磐座を訪ねる 2009.5.20. 9walk08.pdf 

古代 西国からの出入口 須磨 摂津・播磨の国境は山越か? その証しかも ??                                                                                                                                        

9. 【スライド】 六甲高山植物園 「初夏 6月 高山植物 花 Walk 」        2009.6.8    9walk09.pdf 

     10. 【写真アルバム】 「ひまわりの夏 2009 」                          2009.7.31.  9walk10.pdf 

    たたらの里 西播磨佐用町西下野に咲くひまわり                                                                                                                                 

11. 【写真アルバム】 江戸時代にタイムスリップした宗教都市の町並み「寺内町 富田林」2009.8.15.  9walk11.pdf 

     12. 【スライド】 伏条台杉〔芦生杉〕の群生地 京北町 片波川源流                 2009.9.14   9walk12.pdf 

              京都北山 桂川・由良川の源流地帯に屋久杉クラスの巨木の群生地がある 

13. 初秋の青森・秋田風来坊 【1】                                                2009.9.4-7  9walk13.pdf 

青森 初秋の風物詩 岩木高原「嶽キミ」Walkと三内丸山遺跡「縄文のお月見」         

1. 青森初秋の風物詩岩木高原「嶽キミ」Walk      2009.9.4.&9.5.朝   

              2. 三内丸山縄文遺跡「縄文のお月見」           2009.9.5.   

14. 初秋の青森・秋田風来坊 【2】                                              2009.9.6-7  9walk14.pdf 

         秋田県中央 マタギの里「森吉山」Walk と 縄文の環状列石 鷹巣・伊勢堂岱遺跡再訪  

1. マタギの里 阿仁  リンドウの花満開の森吉山ハイク    2009.9.6    

            2. 鷹巣 縄文の環状列石群 伊勢堂岱遺跡 再訪      2009.9.7                                                                                         

15. 【写真アルバム】 2009年秋点描 コスモスから紅葉へ                            2009.10.  9walk15.pdf 

16. 【スライド】 2009年秋 京都 紅葉ライトアップ  紅葉 Walk                   2009.11.15.  9walk16.pdf   

 

風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk【【99】】    里里歩歩きき・・山山歩歩きき    22001100 

1. 西播磨 歴史の町に春を訪ねる  西播磨綾部山梅林と江戸の町並みが残る坂越港                  10walk01.pdf    

    ● 菜の花と梅満開の綾部山観梅 walk   

         ● 綾部山 39 号墳を訪ねる    「大和・阿波・讃岐・播磨」の連合を示す播磨の重要な古墳   

         ● 古代秦氏の播磨進出地 港町「坂越」walk   

              赤穂市坂越西播磨名産「牡蠣」& 古い港の町並みが残る坂越   

         ● 西播磨 歴史の町に春を訪ねる まとめ    

2.  【写真アルバム】 京都御所と植物園に満開の桜を訪ねる                                    10walk02.pdf 



          ● 京都御所の桜   

           ● 植物園の桜 

           ● 久しぶりに見た重文近代建築 京都府庁&レンガのアグネス教会 

3.  【写真アルバム】  春の妖精 カタクリの花   兵庫県播磨 佐用町                 2010.4.8. 10walk03.pdf 

4.  【写真アルバム】  草木萌ゆ 春の里山風景  神戸北 丹生山系を越える国道 428 号     2010.4.19. 10walk04.pdf 

5.  春 石楠花と新緑の綿向山山麓  滋賀県東近江 日野町 walk                     2010.5.2. 10walk05.pdf 

            1 .天然記念物 鎌掛谷のホンシャクナゲ 満開の群生地を訪ねる 

           2 .鎌掛峠を越えて綿向山へ 綿向山山麓 Walk 

           3. 馬見岡綿向神社 日野祭（宵山） 

           参考   【Country Walk】 鎌掛 石楠花谷 Walk 滋賀県日野町  2003.4.  

6.  【スライド】   2010  京都 葵祭                                       2010.5.15. 10walk06.pdf 

           1. 葵祭の名の由来となった植物「ふたば葵」  

           2. 葵 祭 walk   御所から下鴨神社へ向かう本列（男列）と斎王代に従う斎王代列（女列）  

7.  【スライド】  春から初夏へ 花 Walk 六甲高山植物園                          2010.6.1. 10walk07.pdf 

幻のヒマラヤの青いケシ・高山植物の女王「コマクサ」  

8.  平城遷都 1300 年祭で賑わう奈良 Walk    大遣唐使展・若草山・平城宮大極殿          2010.6.11. 10walk08.pdf 

           1. 平安遷都 1300 年記念大遣唐使展  

          2. 大和平野の素晴らしい展望台 若草山 walk  

          3. 平城遷都 1300 年祭 平城宮跡 復元朱雀門と大極殿 

9.   【写真アルバム】   ひまわりの夏   西播磨佐用 旧南光町林崎・漆野のひまわり畑で    2010.7.20.  10walk09.pdf 

10.  京都堀川 京の七夕                                              2010. 8.3.  10walk10.pdf 

11.  【写真アルバム】   涼を求めて 布引の滝・ハーブ園から摩耶山掬星台へ                2010.8.6.  10walk11.pdf 

 

12.  【写真アルバム】   花で追う 2010 年の秋 小さい秋 みつけた                                   10walk12.pdf  

           1.  山田錦の郷 三木市吉川 灘の酒蔵の旗がはためく実りの秋   2010.9.6.  

           2.  新しい兵庫の蕎麦の郷  加古川市志方町野尻・小野市小野町 2010.10.1.  

           3.  稲穂が揺れる田圃の畔に彼岸花 加古川市志方町で        2010.10.1.  

           4.  コスモスの里  加古川市志方町広尾西・東中コスモス畑       2010.10.13.  

           5.  一足早い渓谷の紅葉 信州蓼科中央高原「横谷渓谷」         2010.10.17. 

13. 【写真アルバム】  縄文を代表する国宝「火焔土器」 新潟県十日町市 笹山遺跡を訪ねる   2010.11.17.  10walk13.pdf  

風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk【【1100】】    里里歩歩きき・・山山歩歩きき    22001111                                                                                                           

1.  早春の須磨アルプス 馬の背を久しぶりに歩きました                   2011.2.23.  11walk01.pdf 

        横尾から馬の背への谷筋 旧道直登ルートを見つけました 

2.  2011.春 西神戸で春を探す 春を告げるカタクリ・雪割草・寒葵・土筆        2011.3.28.  11walk02.pdf 

        みんながみんな「東北頑張れ」「日本頑張れ」と 

3.  春の訪れを告げるカタクリの花古代鉄関連地の山蔭に咲く花を今年も訪ねました            11walk03.pdf 

         1. 西播磨 佐用町 弦谷のカタクリ         2011.4.5. 

       2. 西神戸 神出   雌岡山のカタクリ       2011.4.11. 

4  春の六甲高山植物園新緑の森をめぐりながら花の説明に耳を傾ける        2011.4.29.  11walk04.pdf 

5.  春から初夏へ 里山の花を訪ねる Walk                         2011.5.8. – 5.26.  11walk05.pdf 

         1. 六甲森林植物園   石楠花  新緑の六甲森林植物園の石楠花谷  2011.5.8.   

         2. 丹波・兵庫氷上盆地   田植えが始まった郷・レンゲ畑・九尺の藤 . 2011.5.14.   

         3. 梅雨の晴れ間   山口県美祢カルスト台地                     2011.5.24.-5.26.     

              美祢の山郷・水が張られた棚田・麦秋・バラの花  

6  ひまわりの夏 2011 西播磨佐用 南光町林崎のひまわり                    2011.7.23.  11walk06.pdf 

7  京都に夏を告げる祇園祭 2011                                   2011.7.16. & 7.17  11walk07.pdf 

         1. 祇園祭宵山 提灯に灯がともり祇園囃子が響く鉾町 walk      

         2. 山鉾巡行  巡行のハイライト 鉾の辻回し 



8  神戸の夏を歩く 2011 これからが夏本番                                           11walk08.pdf 

         1. 六甲高山植物園 夏の高山植物  2011.6.15.   2. 布引の滝   2011.7.6.  

         3. 高校野球 地区大会を観戦 2011.7.12.& 7.15.   4. 梅雨が明けた入道雲 須磨で  2011.7.14. 

9  2011 年夏 佐川美術館「セガンティーニ」展と湖面に広がる蓮の花               2011.8.11   11walk09.pdf 

           琵琶湖 守山佐川美術館 & 草津水生植物公園 蓮の群生地  

         1. アルプスの画家 セガンティーニ展  佐川美術館   

                − 光と山 − GiovanniSegantini−Light and Mountains− 

         2. 佐川美術館  彫刻の佐藤忠良館 陶芸の楽吉左衛門館 日本画平山郁夫館 

         3. 湖面に広がる満開の蓮の花 (草津水生植物公園 蓮群生地 ) 

         参考 2008 年の夏 スイスの旅より   

              セガンティーニが住んだサンモリッツ周辺 & ツェルマット周辺の山郷の風景    

10  真っ青な空にもくもくと入道雲 神戸の夏 2011                             2011.8.8. 11walk10.pdf 

        西神戸 鵯越の奥にそびえる菊水山からの大阪湾の眺望  

11.  播磨多可町に秋を訪ねる 彼岸花の里&播磨の最高峰千ヶ峰登山            2011.9.27. 11walk11.pdf 

          1. 彼岸花の里 多可町    2. 三谷登山口より千ヶ峰に登る 

12.  東播磨 加古川西岸の丘陵地 加古川市志方に秋を訪ねる【2】   

播磨の小さい秋 コスモスの郷 加古川市志方町で                      2011.10.17. 11walk12.pdf 

13.   2011 年秋 紅葉 walk  紅葉の名所 京都西山 長岡京市 粟生の光明寺                 

 

風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk【【1111】】    里里歩歩きき・・山山歩歩きき    22001122 

1.  久しぶり 仲間が誘ってくれた 神戸 ジャズ ライブ                    2012.2.5.   12walk01.pdf 

2.  知っているようで知らなかった京都東山界隈のお寺 walk            2012.2.21. & 2.22.   12walk02.pdf 

           東寺の「弘法さん」・知恩院さん・祇園建仁寺の「竜」・清水寺  

3.  2012 年 春の便り From Kobe  &  各地の仲間からの春便り                2012.3.25.   12walk03.pdf 

       1. 神戸の春便り  

          1.神戸の春 満開の梅・海・菜の花の丘   2.神戸の自宅周辺も春の景色がどんどん変化しています  

2. 各地の仲間からいただいた春便り  

          1.西宮 H.S.さんからの便り  2.秦野 T.S.さんからの便り  3.横浜 M.K さんから三渓園の梅便り    

          4.神戸 H.O さんより       5.マーレシアベナン T.S さんからの便り 

4.  神戸桜 Walk 2012  「奥平野の舞桜」  神戸にも素晴らしい一本桜がありました   2012.4.10   12walk04.pdf 

          神戸の基礎を築いた平清盛の都「福原京」を見下ろす一本桜 「奥平野浄水場の舞桜」  

5.  神戸の春を楽しむ 原チャリ Walk   神戸丹生山 箕谷/淡河線 & 雌岡山       2012.4.2    12walk05.pdf  

      1.新緑の中ミツバツツジが美しい神戸丹生山越 箕谷/淡河線  2.カタクリの咲く雌岡山にギフチョウが舞う  

6.  京都 桜 Walk 2012  醍醐・宇治平等院・高野川堤・植物園夜                 2012.4.12    12walk06.pdf 

7.  京都 洛北 春 Walk   上賀茂 深泥池 から 岩倉 円通寺へ                2012.4.13.    12walk07.pdf  

       静寂な円通寺の庭園へ行きたくなって 深泥池から円通寺へ歩きました        

8.  六甲 石楠花谷(森林植物園)の日本シャクナゲ                              2012.5.8.    12walk08.pdf 

9.  知っているようで知らなかった京都 伏見の街を歩く                           2012.5.15.   12walk09.pdf 

10. 久し振りに九州へ   素晴らしいバラの街「ハウステンボス」を訪ねました          2012.5.27.   12walk10.pdf 

        バラの街 ハウステンボス・西の要の軍港 佐世保・陶磁器の町 有田 

11. 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    2012.7.18.   12walk11.pdf 

        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   

       1.  「ひまわりの夏 2012」 千種川沿いの河岸段丘一面を黄色に 佐用町林崎のひまわり畑 

       2.   ひまわり畑のすぐ近く東徳久間村の里山 製鉄神「天目一筒神」を祭る「天一神社」を訪ねる 

12.  須磨 塩屋海岸の洋館 Walk ‐ 梅雨の晴れ間 高倉山-旗振山から塩屋へ下る - 2012.7.9.   12walk12.pdf 

13.  丹波焼の郷「立杭」山野草愛好家では有名な「伝市窯」Walk                    2012.7.10.  12walk13.pdf 

14.  祇園祭 2012 宵山 & 巡行の朝 鉾町を歩く                                2012.5.27.  12walk14.pdf 

        1.2012 祇園祭 宵山鉾町 walk   2.2012 祇園祭 巡行の朝 鉾町を歩く 



15.  『尼の喧嘩祭』として有名な尼崎貴布禰神社夏祭り〔宵宮〕 だんじりと暴れ太鼓の宮入 2012.8.1. 12walk15.pdf 

16.  わが家の 2012 年夏  朝顔帳                                                       12walk16.pdf 

17.  涼を求めて 布引谷へ  滝道を歩く                                        2012.8.15.   12walk17.pdf 

   18.  豊かな稔りを迎えた 初秋の西神戸田園 Walk 12                              2012.9.7.  12walk18.pdf 

         残暑と初秋の爽やかな風が交錯する 9 月上旬 美しい空に惹かれ、 秋を見つけに西神戸の田園 Walk 

19.  「彼岸花の里 播磨多可町」今年も千ヶ峰・妙見山の麓に彼岸花を訪ねました    2012.9.27.   12walk19.pdf 

   1.小野市天神 国道 175 号線脇の田園の畦を飾る彼岸花     2.多可町中区間子 妙見山の麓 彼岸花の里 

        3.多可町加美 岩座神集落 千ヶ峰の山懐 棚田を飾る彼岸花 4.多可町加美 杉原川沿い田園の彼岸花 

20.  京都北山ドライブ 花脊峠・佐々里峠を越えて 由良川源流へ                  2012.9.17.  12walk20.pdf 

          北山の森・大悲山 峰定寺・美山「かやぶきの里」を訪ねる    

21.  播磨のコスモスの里 加古川市志方                                      2012.10.12.  12walk21.pdf 

22.  旧別子銅山跡の産業遺産が眠る別子山                                   2012.10.27.  12walk22.pdf 

紅葉に彩られた念願の「別子山銅の道・銅山越」Walk   

23.  私の阿蘇谷「阿蘇黄土」を訪ねる 古代の製鉄原料???                   2012.11.1.& 11.2.  12walk23.pdf 

阿蘇谷にベンガラの原料・「阿蘇黄土」を訪ねました  また、日本一美しいダム 豊後竹田白水ダムへも  

      ベンガラ原料の「阿蘇黄土・渇鉄鉱」 これが日本での製鉄の開始と関係していないか???   

風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk【【1122】】    里里歩歩きき・・山山歩歩きき・・街街歩歩きき    22001133  

1.【写真アルバム】琵琶湖 野洲川河口 守山市なぎさ公園の菜の花畑に一足早い春を訪ねる  13walk01.pdf 

             なぎさ公園から眺める早春の琵琶湖・近江富士（三上山）・御上神社  

                             2012.11.21.& 2013.2.11. 滋賀県守山市 & 野洲市    

2.  屋久島縄文杉ハイクのためのトレーニングハイク                   13walk02.pdf 

-早春の比叡山きらら坂・六甲周辺を歩く-  

        1. 京都雲母坂を比叡四明ヶ岳へ 2013.2.23.        2. 布引谷から天狗道を摩耶山へ 2013.3.2.  

3. 菊水山から鍋蓋山 天王谷大吊橋  2013.3.5.    4. 雌岡山・雄岡山早春の梅林ハイク 2013.3.16.  

5. 三宮から油こぶし道を六甲山へ    2013.3.17.   6. 武田尾/宝塚 武庫川渓谷廃線歩き 2013.3.23. 

3.  WV仲間との屋久島合宿 プライベート記録「私の屋久島」       2013.4.13.-4.16    13walk03.pdf 

   4.  屋久島縄文杉トレーニングハイク〔最終回〕  

              新緑の京都銀閣寺から大文字山越して大津・三井寺へ      2013.4.26.          13walk04.pdf 

5.  重要伝統的建造物群保存地区橿原市今井 寺内町「今井」町並 Walk 2013.5.25.     13walk05.pdf 

6.  須磨離宮庭園のバラ   新緑の風に乗ってほのかに漂うバラの香り 2013.5.28.           13walk06.pdf                                                                                                        

   7.  初夏の尾瀬ケ原・尾瀬沼を歩く  初夏 6月 尾瀬の草花       2013．6.16.＆6.17.   13walk07.pdf 

   8.  ひまわりの夏 小野市ひまわりの丘公園&西播磨佐用林崎ひまわり畑 2013.7.16.& 7.19.  13walk08.pdf 

今年も一面を埋め尽す元気なひまわりの群れに出会えました  

   9.  2013年夏 朝顔帳 From Kobe by Kikuko Nakanishi            2013.8.10.           13walk09.pdf  

10.  旧尼崎城下「築地だんじり祭 Walk」                            2013.9.16.           13walk10.pdf 

         1.旧城下町築地と 尼崎とだんじり祭 outline   2.尼崎&旧尼崎城下地図 

         3. PDF版 「築地だんじり祭 WALK だんりがぶつかり合う「山あわせ」 

11.  ナッシュビル Bluegrass Music ライブ                       2013.10.2.           13walk11.pdf 

             大阪なんば ライブハウス「アナザードーム」にて 

12. 西神戸・東播磨の田園にに深まり行く秋を訪ねる                2013.10.             13walk12.pdf 

         1.加古川東岸の山裾に広がる志方のコスモス畑 . 志方町高畑・広尾・野尻のコスモス畑 

         2. 実りの秋の収穫 播州の秋のすばらしい景色  加古川西岸 志方町 & 上荘町で 

         3. 小野市鴨池の秋  小野市鴨池 

         4. 西神戸神出の田園地帯の夕暮れ 日没    神戸市西区神出 

         5. グリーンスタジアム神戸  夏の終わりをつける花火ナイト  神戸市西区総合運動公園 

   13. 松山・宇和島から四万十グリーンライン・高知へ                                      13walk13.pdf 

                南四国の秋 一度やってみたかった 四国の列車を楽しむ 鉄ちゃんの旅  



         1. 松山伊予鉄  美しいイルミネーション付路面電車  伊予電鉄   松山市街線 

         2. 松山→宇和島 アンパンマン列車 特急 宇和海                  JR予讃線 

         3. 宇和島→窪川 《シマントグリーンライン》 海洋堂ホビートレイン  JR 予土線・ 土佐くろしお鉄道線 

清流 四万十川の秋景色・四万十川に架かる沈下橋・ 日本一暑い所 41℃を記録した四万十の里 江川崎 

         4.  窪川→高知    特急 あしずり                                JR 土讃線                       

         5.  高知土佐電鉄 はりまや橋 路面電車ダイヤモンドクロス      土佐電鉄高知市街線 

 

風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk【【1133】】    里里歩歩きき・・山山歩歩きき・・街街歩歩きき    22001144 

1. 京都水族館 孫と好奇心一杯で 2014.1.4.                         14walk01.pdf 

「金子みすず「大漁」のシーンそのままに群れ動くイワシの大群」に感激  

   ● 大水槽を乱舞する鰯の群れ   金子みすず「大漁」のシーンを思い出していました  

   ●  化石でしか知らなかった生きた化石「オウムガイ」が悠然と泳ぐ姿 

   ●「空飛ぶケープペンギン」「くらげ」「ゴマフアザラシ」「いるかショウ」等々 

2.  冬の神戸を楽しむ 2014年 1月 冬晴れの神戸 walk  2014.1月                           14walk02.pdf 

    1. 雪が降った寒い朝サクサクと凍った雪を踏みしめて散策 久しぶりの雪を楽しむ 2014.1.19.早朝 

    2. 澄み切った空 冬晴れを楽しむ《1》  

       街に出たくなって 布引谷を歩いた後 神戸街中にある「二宮温泉」へ  

       神戸ウォーターとして有名な布引の水 その下 地下 1000mから汲み上げた天然温泉  2014.1.16. 

    3. 阪神淡路大震災から 19年 神戸の記憶     2014.1.17. 

    4. 冬晴れを楽しむ《2》  名産「須磨海苔」の主要養殖地 須磨塩屋漁港を訪ねる  2014.1.16. 

    5. 冬晴れを楽しむ《3》 冬の楽しみ ラグビー観戦     2014.1.11.&1.19. 

    6. 冬晴れの夕暮れ その美しさに電車の窓からパチリ   2014．1.11．夕 

3.  西播磨佐用 古代たたらの郷に春を告げる「カタクリの花」 2014.3.28.               14walk03.pdf 

    西播磨佐用のカタクリ群生地 旧南光町東徳久殿崎 & 旧三日月町弦谷    

4.  2014 京都 好奇心いっばいの桜 Walk   2014. 4.7. & 4.8.                 14walk04.pdf 

   ＜1.西京極＞→ ＜2.天神川桜堤＞→ ＜3.御室・嵐電沿線 桜のトンネル＞→ ＜4.平野神社＞ → ＜5.高野川桜堤＞  

5.  西神戸の里山 丹生山田の郷 の 2014春景色  2014. 4.23.                  14walk05.pdf 

6. 「シャクナゲ 2014」 六甲森林植物園 石楠花谷探訪    2014. 5.1.              14walk06.pdf 

7.  Jazzの街 神戸  2014 Jazz Street 【1】   

   15回 新開地ジャズ ボーカルクイーン コンテスト  2014. 5.10.                       14walk07.pdf 

8.  Jazzの街 神戸  2014 Jazz Street 【2】  

   Country Music Live  13回 FortwortH Jamboree     2014. 5.17.                14walk08.pdf 

ライブハウス「FortwortH」 Country グループ 10数組出演 5時間にわたるライブコンサート 

9. 尼崎市立文化財収蔵庫 平成 26年度第一回企画展  「秀吉 尼崎の危難展」 2014. 5.16.     14walk09.pdf 

10. ＜抜粋版＞震災後初めて三陸沿岸を東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 2014.6.7-6.9.      14walk10.pdf 

     1. 世界産業遺産登録 を目指す 日本近代製鉄発祥の地 「釜石」   2014.6.7. 

   2. 発掘中の古代の製鉄遺跡 山田町船越「焼山遺跡」を訪ねる   2014.6.8.                             

     3. 三陸鉄道に乗って２０数年前訪れた龍泉洞そして 砂鉄浜普代浜を訪ねる  2014.6.7.&6.8. 

    4. 車窓より眺める久慈・八戸周辺の砂鉄浜を        2014.6.9. 

     5. 震災後３年 生活復興を進める三陸沿岸の街の今 Pｈｏｔｏ集  

11. ＜詳細版＞震災後初めて 東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる  2014.6.7-6.9 【1】           14iwalk11.pdf. 

     1. 世界産業遺産登録 を目指す近代製鉄発祥の洋式高炉建設地 「釜石」 橋野・大橋を訪ねる.  2014.6.7.    

         1.1. 釜石線 別名「銀河鉄道」に乗って遠野・釜石へ 

          1.2. 日本最古の洋式高炉跡が残る橋野高炉跡へ遠野から笛吹峠越で北上山地を越える 

          1.3. 日本最古の洋式高炉跡が残る橋野鉄鉱山(製鉄所)見学 

          1.4. 北上山地分水界 仙人峠を釜石線の長いトンネルとΩループで越えて 「陸中大橋」を経て釜石へ  

          1.5. 釜石 鉄の歴史館 再訪 



          1.6. 土砂降りの中  路線バスで再度 日本初の洋式高炉の操業地 陸中大橋 旧釜石鉄鉱山（製鉄所）へ 

        【参考】 近代製鉄発祥の地 釜石の橋野・大橋鉄鉱山の概略 

12. ＜詳細版＞震災後初めて 東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる  2014.6.7-6.9 【2】           14iron08.pdf. 

     2. 古代の製鉄遺跡 山田町船越 「焼山遺跡」発掘現場を訪ねる     2014.6.8.  .  

【参考】 概略資料  古代製鐵遺跡が 300 を越える山田町の古代遺跡について  . 

13  2014年祇園祭 後祭 山鉾巡行  150年振りに「大船鉾」が都大路をゆく   2014.7.24.       14walk13.pdf 

14. ＜詳細版＞震災後初めて 東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる  2014.6.7-6.9 【3】           14walk16.pdf. 

3. 三陸鉄道に乗って２０数年前訪れた龍泉洞 & 普代・黒崎を訪ねる  

        3.1. 三陸鉄道 宮古から龍泉洞の最寄り駅小本へ  震災・大津波の被災地の今を三陸鉄道の車窓から 

        3.2. ２０数年前訪れた岩泉町の龍泉洞  透明なブルーに出会いたくて 

        3.3. 土砂降りの雨の中 北緯４０度の地球村 普代・黒崎へ 

        3.4. 普代から久慈へ   普代川の河口の砂鉄浜の今「普代浜 & 普代の街」 and 三陸鉄道の車窓  

        3.5. 【資料】 南部鉄を支えた久慈の砂鉄と製鉄 & 旧たたら館 

15. 京都府立植物園  半日会 2014年京朝顔展 朝顔帳 2014.8.4                            14walk14.pdf 

16. 日本の恐竜化石の宝庫 福井県勝山市福井県立恐竜博物館    2014.8.14.                  14walk15.pdf 

   恐竜博物館の日本の代表といわれる巨大な恐竜博物館 

17. 秋の西神戸 里の秋  ヒガンバナ・山田錦の郷を訪ねる 2014.9.18.                       14walk17.pdf 

     実りの田の畔を飾るヒガンバナ &  酒蔵の旗がはためく灘の酒米「山田錦」の郷   

18. ＜詳細版＞震災後初めて  東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる  2014.6.7-6.9 【4】          14walk18.pdf 

4. 久慈から八戸へ  八戸線車窓から眺める砂鉄浜 洋野町有家海岸 & 砂鉄浜 八戸 種差海岸  

       4.1. 砂鉄の宝庫 八戸・久慈周辺の砂鉄 概要   その周辺の沿岸には砂鉄が堆積する砂鉄浜続く 

       4.2. 八戸線 車窓から眺める砂鉄浜 洋野町有家海岸 

       4.3. 砂鉄浜 八戸 種差海岸を歩く 

19. 2014 コスモス探訪  2014年 10月                                                  14walk19.pdf 

     神戸運動公園コスモスの丘・加古川市志方のコスモス畑・大阪鶴見緑地  

20.  2014紅葉探勝  ≪1≫ 

 六甲・有馬の紅葉探勝 ケーブル・ロープウエイを使って 六甲越で有馬へ                  14walk20.pdf 

21.  2014紅葉探勝 ≪2≫    久しぶり 秋の布引谷散策                                      14walk21.pdf 

22.  2014紅葉探勝 ≪3≫   

2014 紅葉の秋景色  京都東山哲学の小道 & 神戸須磨 自宅界隈の紅葉                 14walk23.pdf 

1. 京都銀閣寺疎水                    2014.11.12.  

2. 大阪淀屋橋で                         2014.11.12.  

3. 私の住む神戸須磨 山麓バイパス界隈  2014. 11.21. 

23.  ゆったりとした時間が流れる 芦屋川の河口 芦屋浜   2014.11.21.                           14walk22.pdf 

 

 
    



       風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk【【1144】】    里里歩歩きき・・山山歩歩きき・・街街歩歩きき    22001155 

      1. お勧めの博物館「竹中大工道具博物館」新神戸駅横                       2015.2.13.     15walk01.pdf 

         大工道具の歴史を実物展示する大工道具博物館  素晴らしい和風展示館がオープン  

      2. 春の妖精 カタクリの花    西播磨 佐用 旧三日月町 弦谷カタクリの群生地 2015.3.22. 15walk02.pdf 

      3. 2015 神戸の春【1】 春蘭漫 2015神戸花便り                  ３月末から４月上旬      15walk03.pdf 

         新生の息吹に満ちて 芽吹きを迎えた里山の春 花景色 

          1.西神戸 春の香りを漂わす 梅満開の雌岡山        西神戸 神出雌岡山 

          2.西播磨 春の妖精  カタクリの花            西播磨 佐用町 旧三日月弦谷 

        3. 西神戸 芽吹きを迎えた里  土筆・タンポポ・桜    西神戸 高和 性海寺の里 

          4.修復された白鷺城 &  きらきらの須磨の海       姫路城 & 垂水平磯海釣り公園 

          5. 東神戸 魚崎運河 アーモンドの並木道        桜に先立ちピンクの花を枝いっぱいに 

         6. 神戸の桜 我が町の若草町の桜           須磨 若草山 

          7. 京都洛北 芽吹の里 野山を彩る満開の桜・菜の花   京都 御所・高野川・大原街道 

          8. 芽吹きの里山にピンクの三つ葉つつじ               須磨 若草山 

      4. 2015 神戸の春【2】  新緑の須磨アルプス 東山を楽しむ                   2015.4.22.     15walk04.pdf 

         真っ青な空のもと 草木燃える新緑の中で 自然の空気を胸いっぱい吸い込んで・・・             

      5. 2015 神戸の春【3】 新緑の山を彩る純朴な大輪の花  シャクナゲ 2015     2015.4.27.     15walk05.pdf 

         六甲森林植物園 石楠花谷 2015.4.27.                                                                                          

      6. 丹波市市島町 妙高山  氷上回廊の分水嶺直ぐ北に自生するクリンソウ     2015.5.19.     15walk06.pdf 

      7. 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        2015.5.20.     15walk07.pdf 

            千種 天児屋たたら跡に咲くクリンソウを訪ねる    

      8. 梅雨の合間  須磨アルプス 岩稜 馬の背を歩く                           2015.6.10.     15walk08.pdf 

      9. 霧雨に煙る京都北山・北摂の美林を巡る  京都北山周山街道から亀岡摂丹街道を北摂の能勢へ  15walk09.pdf            

         京都北山周山街道 北山杉の郷「中川」から亀岡・北摂の杉林を巡って神戸へ   2015.6.10.    15walk10.pdf 

          祇園祭のお囃子に 日本人の心の故郷「優しき縄文」が今も生きている   

          祇園町・祗園囃子は縄文の響き・リズム 日本人の故郷ではないか・・・と  

     11. ひまわりの夏 2015  西播磨 佐用町旧南光 千種川沿いのたたらの郷のひまわり畑  2015.7.28  15walk11.pdf 

         今年も 黄色の帯が田園地帯一杯に広がり、 元気に太陽に顔を向ける沢山の笑顔に出会えました  

     12.≪Iron Road ・和鉄の道で≫ 風の森峠から南郷へ 金剛山東山麓 葛城の道 walk  2015.8.23. 15walk12.pdf 

     13. 東播磨の田園に初秋を訪ねる《 加古川闘竜灘・彼岸花の里・山田錦の里 》    2015.9.11.   15walk13.pdf 

          加古川中流の名勝 滝野 闘竜灘    彼岸花の里 多可町    酒米「山田錦」の里 加東・三木吉川 

     14. 路面電車 阪堺電車に乗る イメージとは大違い びっくり!!                 2015.9.14.    15walk14.pdf 

         低床の最新電車 二両連結の最新電車も 

     15. 京都北山の最北部 三国峠周辺山里の秋を巡る.                              2015.9.20.    15walk15.pdf 

          旧鯖街道 根来・針畑越  &  芦生・美山への入口 朽木「生杉 」から 美山茅葺集落へ  

     16. ≪志方のコスモスの里≫  

         実りの秋を迎えた播磨加古川市 志方の里にコスモスを訪ねる                   2015.10.15.  15walk16.pdf 

            1.広尾・広尾東. 2.高畑 3.中国高速道路沿い野尻  4.東飯坂 

     17.  晩秋の西神戸 ゆったりとした神戸の田舎 ≪櫨 谷≫                     2015.11.28.  15walk17.pdf 

          新発見  看板にひきつけられて  

          ・街道筋の「餡子製造所 ・神戸牛牧場と JA「レインボーショップ」のコラボ 

 

風来坊 Country Walk【15】  里歩き・山歩き・街歩き  2016 

1. 1月末 酷寒の寒さも和らいで 春の足音を探す 2016.1.26.        16walk01.pdf 

       須磨網敷天満宮・離宮公園 春の花とハートバレンタイン展  

     1.須磨 網敷天満宮の梅  2.須磨 陽光の影が映り輝く須磨浦 



          3.須磨離宮公園温室   春の花とハートバレンタイン展  

2.≪早春のアルバム≫ 神戸 神出の里 早春の雌岡山山麓 Walk 2016.2.26.   16walk02.pdf 

         弥生三月 春が生まれてる 春はもうそこまで    . 

3.≪2016神戸の春アルバム≫ 早春から春爛漫に 神戸の春を駆ける              16walk03.pdf 

       ◆神戸の春の海からの贈り物 「イカナゴ」漁と西播磨相生・室津の殻付き牡蠣  

       ◆早春の大阪街散歩& 淀川 3河川(桂川・宇治川・木津川)合流点 淀川背割り堤  

       ◆3月 27日 復活日(イースタ)  

       ◆西神戸の里での例年の土筆とり &  久しぶりの春選抜野球の応援に 

       ◆神戸でも 桜も咲き始め 野も街も桜満開 春爛漫に  

        ◎ 神戸奧平野の「舞桜」と神戸市民の山 再度山の山桜   

        ◎ 西播磨 佐用町漆野の「大糸桜」と姫新線千種川沿い桜堤  

        ◎ 毎年春になると一番出会いたい 山の斜面で身を震わせる春の妖精「カタクリ」   

4.≪2016神戸の春アルバム≫  新緑の但馬路 氷ノ山山系大屋加保坂・           16walk04.pdf 

         ハチ北の高層湿原に 氷河期の生き残りの水芭蕉を訪ねる 2016.4.20. 

5. ≪2016神戸の春アルバム≫   六甲森林植物園 石楠花谷& 六甲高山植物園     

   ≪2016石楠花≫ 新緑の六甲に石楠花・春の高山植物を訪ねる   2016.5.2.   16walk05.pdf 

6.新緑の西六甲縦走路 須磨アルプスの岩稜 馬の背      2016.5.21.16walk06photoA.pdf 

7.春の終わりを飾るばら                                                16walk07photo.pdf 

     須磨離宮公園 ローズフェスティバル 2016                  2016.5.21. 

8. ひまわりの夏 2016   小野市ひまわりの丘 & 佐用のひまわり畑を訪ねる    16walk08.pdf   

      ■小野市ひまわりの丘で 2016.7.11 . 

      ■千種川が流れ下るたたらの郷たたらの郷 佐用のひまわり 2016.7.20.  

      ■夏の冷風 佐用旧上月 櫛田の飛龍の滝                 2016.7.20. 

9. 2016朝顔帳 2016盛夏  夏の朝を爽やかにしてくれる朝顔     2016. 8月.   16walk09.pdf 

10. 京都半日会 京朝顔展 京都府立植物園                   2016.8.2.     16walk10.pdf  

11. 京都 東山三十六峰越 walk【1】 京都にうれしい散歩古道の発見 

    京都市街と山科を結ぶ東山滑石越「滑石街道」を歩く                       16walk11.pdf 

12. 京都 東山三十六峰越 walk【2】稲荷山降臨伝承の三ヶ峰から伏見稲荷大社へ 

    東山三十六峰南端の稲荷山 三ヶ峰越 横断ハイク         2016.9.12.   16walk12.pdf  

13. 天然の滑り台!! 小野アルプス「紅山」南稜岩尾根ハイク     2016.9.24.      16walk13.pdf 

14. 2016秋桜  東播磨 志方の郷のコスモス畑               2016.10.15.     16walk14.pdf 

15.【Photo Album】  師走の紅葉  今年はすぐ近くで こんな紅葉に  2016.12.6.  16walk15.pdf 

          1. 須磨アルプス・妙法寺界隈  2.京都御所 

 

風来坊 Country Walk【16】  里歩き・山歩き・街歩き  2017 

 
1. 2017年新春 １日８０００歩・早歩き２０分 健康 walk           17walk01.pdf   

  気分は好奇心 一杯の探検気分新春の西神戸近郊を巡る  2017.1.1.-1.19. 

2. 国指定重要無形文化財 神戸市妙法寺 車の里 車大歳神社の「翁の舞」    17walk02.pdf 

  前年の実りに感謝し、その年の豊作を祈る新春の伝統行事  2017.1.14.夜 

3. 2017年早春 西神戸神出の里の雌岡山梅林を訪ねる             17walk03.pdf 

   春を運ぶあたたかな陽気に 弥生 3月 どこかで春が生まれてる 2017.2.26.  



4. 早春 柔らかい日差しが差し込む里山の林の中を歩く                    17walk04.pdf 

   白川から藍那・星和台へ 幻の街道 白川・藍那古道(徳川道)     2017.3.22. 

5.【春の Photoアルバム】神戸の春到来 2017 待ちかねた春 Country Walk      17walk05.pdf 

   2017早春から春爛漫へ 駆け抜けてゆく神戸の春を追いかけて、神戸近郊 Walk 

6.【写真アルバム】2017春 たたらの郷 西播磨佐用へ 原チャリで駆ける      17walk06.pdf 

    2017春 たたらの郷 西播磨佐用へ播州路を原チャリで駆ける」 2017.4.12     

     1.佐用への播磨路 花街道  

       1.1. 西神戸・小野から北条・加西へ 桜堤をトラバース  

       1.2. 中国道に沿って 新緑と桜の山崎断層の中を山崎・佐用へ  

       1.3. 宍粟(山崎)と佐用を隔てる切窓峠を越えて佐用へ 

     2.千種川が流れ下る古代たたらの郷 佐用の桜  

        2.1. 古代たたらの里の一本桜 漆野 光福寺の大糸桜  

        2.2. 姫新線の列車が走る志文川 の花堤 久保大橋  

     3.春の妖精 カタクリ 旧三日月町 弦谷 冷たい風に立ち向かって、身を震わす 

     4.walkを振り返って 2017年 西播磨佐用へ播磨路原チャリ walk 帰路で  

7. 2017年春 ミツバツツジが岩尾根を彩る須磨アルプス 馬の背を歩く     17walk07.pdf 

久しぶりに栂尾山階段を登って 栂尾山・横尾山から馬の背から東山   2017.4.19. 

8. 2017 ひまわりの夏 恒例の夏迎え 播磨のひまわり畑を訪ねる            17walk08.pdf 

1.東播磨の田園地帯にある小野市浄谷 ひまわりの丘                2017.7.19 

    2.西播磨千種川が流れ下るたたらの里 佐用町旧南光のひまわり畑    2017.7.20. 

         ● たたらの里 漆野段集落のひまわり畑  

         ● ひまわり祭のメイン会場 林崎のひまわり畑 

9. <比叡山 walk  古道 雲母坂 & 八瀬ケーブル>                             17walk09.pdf 

緑の雲母坂を登って比叡山延暦寺へ 帰りは八瀬ケーブルで   2017.5.2. 

10. 梅雨入り前「麦秋」の播州路 播磨富士「高御位山」へ        2017.5.17 . 17walk10.pdf 

11. 西六甲縦走路の須磨「鉄拐山」山頂からの展望 Walk                     17walk11.pdf  

     六甲連山&神戸や大阪湾 絶好の大展望所が誕生           2017.5.16. 

12．若草山から最短ルートで 南にそびえる高取山へ       2017.5.7.& 6.5.  17walk12.pdf 

崖下の周囲から取り残されて残る不思議な谷筋地形を通り抜けて 高取山へ  

すり鉢地形として残る幕末 神戸開港を支えた神戸亜炭の採炭地の痕跡か?  

【1】 崖下の不思議な地形・車集落の農地を横断して緑ヶ丘へ   

【2】 緑ヶ丘・野路山登山口より高取山を目指す 

13  京都府の東南部 宇治茶の山郷  宇治田原 奥山田の里                 17walk13.pdf 

    ハート型猪目窓が大人気の 正寿院 を訪ねる                  2017.8.15.  

1. Google Earth Street Viewで 宇治田原 正寿院への道をたどる 

2. 正寿院の風鈴祭り 

3. 正寿院 客殿の猪目窓から眺める夏 

4.正寿院のある宇治 緑茶の山郷 奥山田の茶畑 

5.帰りに立ち寄った宇治川  

       1.関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム 2.宇治平等院 

14. 京都府立植物園 毎夏恒例 京都半日会  2017京朝顔展     2017.7.30 17walk14.pdf 

    【京朝顔展・虫の目展-虫の目が視る花の姿と彩-・バオバブの花鑑賞会】.   

15. 2017年夏 わが家の庭の朝顔帳                            2017.8.10. 17walk15.pdf 

16.【Photo Album】 2０１７ 実りの秋 東播磨のコスモス畑      2017.10.11.  17walk16.pdf 

 加古川中流西岸に広がる 志方 & 小野きすみの里のコスモス・蕎麦畑  

今年も東播磨 実りの秋の田園を飾るコスモス・ソバの花に出会えました  

1.志方の西の入口 志方城山の山裾 広尾の里  

       2.志方の田園の中央 城山が見下ろす 高畑の里  



       3.志方の田園の中央 送電線が渡ってゆく東飯坂の里   

       4.城山の北側の山間 蕎麦栽培の里 志方野尻の里  

5.志方と小野の境  福甸峠 実り秋景色  

       6.そば処 小野アルプスの山裾 来住野の里のそばの花  

17. 2017秋 今右衛門の色鍋島のプラチナ釉 & 縄文のビーナス                17walk17.pdf 

    1.陶芸美術館特別展 今右衛門の色鍋島 煌めく人間国宝のわざと美、そのルーツ展」  

2.京都国立博物館特別展「国宝展」 

久しぶりに縄文のビーナス・女神たちに出会ってきました 

18. 古い記憶を思い起こしながらの大阪港の渡し walk             2017.10.27 17walk18.pdf 

  

 

  

 



 

 

風来坊 Country Walk【17】  里歩き・山歩き・街歩き  

2018 

 



22001199  風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk    ももくくじじ  

山山歩歩きき・・里里歩歩きき・・街街歩歩きき  22001199      1111 件件記記載載  

風来坊 Country walk 【18】山山歩歩きき・・里里歩歩きき・・街街歩歩きき  22001199                      

  

11..  神神戸戸白白川川峠峠    高高御御座座山山  夫夫婦婦岩岩「「雄雄高高座座・・雌雌高高座座」」wwaallkk      22001199..11..1177                          1199wwaallkk0011..ppddff  

須須磨磨白白川川  峠峠周周辺辺はは摂摂播播のの国国境境地地帯帯  古古くくかかららああるる磐磐座座      ..  

22..  暖暖かかいい冬冬のの一一日日  ほほっっここりりとと      22001199..11..2222..                                                                    1199wwaallkk0022..ppddff  

          清清盛盛がが整整備備ししたた旧旧大大輪輪田田泊泊  兵兵庫庫のの津津  「「兵兵庫庫のの津津」」界界隈隈  wwaallkk    

          11..  久久ししぶぶりりにに兵兵庫庫のの港港をを歩歩くく  

          22..  ニニッットトをを着着飾飾っったた「「兵兵庫庫のの津津」」界界隈隈をを歩歩くく    

  ニニッットトをを着着飾飾っったた新新川川運運河河ププロロムムナナーードドととニニッットトのの仏仏様様    

          33..  兵兵庫庫のの津津のの今今のの海海岸岸線線  兵兵庫庫突突堤堤かからら  港港神神戸戸をを眺眺めめるる  

33..  【【PPhhoottoo  アアルルババムム】】22001199  西西神神戸戸梅梅見見WWaallkk待待ちちかかねねたた春春のの足足音音ががすすぐぐそそここにに!!!!            1199wwaallkk0033..ppddff  

          11..須須磨磨離離宮宮公公園園梅梅林林            22001199..22..1133..  

22..  神神出出のの郷郷  雌雌岡岡山山のの梅梅林林    22001199..22..2200..    

44..  【【PPhhoottoo  アアルルババムム】】待待ちちかかねねたた春春のの訪訪れれ!!!!                                                                                1199wwaallkk0044..ppddff  

22001199 神神戸戸のの春春  毎毎日日wwaallkk  44月月卯卯月月のの春春迎迎ええ  

11..  22001199  春春のの草草花花  妙妙法法寺寺界界隈隈でで  

          22..  春春のの陽陽光光にに照照りり輝輝くく須須磨磨のの海海    須須磨磨  旗旗振振山山  山山上上梅梅林林よよりり    22001199..33..99..        

33..  22001199  菜菜のの花花  総総合合運運動動公公園園ココススモモススのの丘丘でで                        22001199..33..1155..  

          44..  北北山山腹腹  飛飛竜竜寺寺かからら高高取取山山山山頂頂へへ登登るる                                        22001199..33..1188..    

          55..  須須磨磨寺寺  おお大大師師ささんん    弘弘法法市市                                                      22001199..33..2211..      

55..【【PPhhoottoo  アアルルババムム】】  44月月後後半半かからら55月月  22001199 春春  平平成成かからら令令和和へへ  FFrroomm  KKoobbee  のの記記録録    

            野野もも山山もも街街ももひひとともも新新生生のの息息吹吹  新新緑緑のの神神戸戸のの街街をを元元気気にに駆駆けけるる!!!!                                1199wwaallkk0055..ppddff  

66..【【PPhhoottoo  アアルルババムム】】    66 月月  夏夏のの始始ままりり  梅梅雨雨時時のの晴晴れれ間間                  

            久久ししぶぶりりにに須須磨磨アアルルププスス東東山山毎毎日日wwaallkk                                    22001199..66..1133..                      1199wwaallkk0066..ppddff  

77..【【PPhhoottoo  アアルルババムム】】【【22001199 年年梅梅雨雨時時  西西六六甲甲鉄鉄拐拐山山のの展展望望】】                                            1199wwaallkk0077..ppddff  

            梅梅雨雨空空ののももややももややをを  ぶぶっっ飛飛ばばせせ!!!!  神神戸戸のの山山・・海海  青青空空とと湧湧きき上上ががるる入入道道雲雲  

88..【【PPhhoottoo  アアルルババムム】】■■  ひひままわわりりのの夏夏22001199  ひひままわわりりwwaallkk  22001199..77..1177..                    1199wwaallkk0088..ppddff  

東東播播磨磨小小野野市市ひひままわわりりのの丘丘    &&  西西播播磨磨たたたたららのの山山郷郷  佐佐用用((旧旧南南光光町町))ののひひままわわりり畑畑    

99..【【PPhhoottoo  アアルルババムム】】22001199  西西神神戸戸・・東東播播磨磨田田園園  初初秋秋のの風風物物詩詩をを訪訪ねねるる  22001199..99..2255..  1199wwaallkk0099..ppddff  

            毎毎年年  彼彼岸岸花花がが咲咲ききだだすすとと原原チチャャリリをを走走ららすす        東東播播磨磨加加古古川川添添いいにに広広ががるる田田園園地地帯帯    

1100..【【PPhhoottoo  AAllbbuumm】】    22001199 秋秋桜桜  東東播播磨磨  加加古古川川市市志志方方のの郷郷でで    22001199..1100..2233..              1199wwaallkk1100..ppddff  

        HHaappppyy  AAuuttuummmm  秋秋真真っっ盛盛りりにに      今今年年もも田田園園ををピピンンククのの絨絨毯毯にに埋埋めめ尽尽くくすすココススモモススにに出出会会ええままししたた    

11.【スライド動画】【Photo Album】  

2019京都の紅葉 永観堂・真如堂と八瀬・比叡山    2019.11. 22.&23.        1199wwaallkk1100..ppddff 

毎年楽しみにしている秋恒例の京紅葉探勝  毎年それぞれ 新しい発見も       

  

  11..    神神戸戸白白川川峠峠  高高御御座座山山  夫夫婦婦岩岩「「雄雄高高座座・・雌雌高高座座」」wwaallkk  以以外外のの22..～～111111..のの記記事事ににははすすべべてて  

    【【ススラライイドド動動画画】】とと【【PPhhoottoo  アアルルババムム】】ががつついいてていいまますす。。  

   下記 インネットhhoommee  ppaaggee    22001199 風風来来坊坊記記事事掲掲載載リリンンククリリスストトのの ppaaggeeかかららアアククセセスス下下ささいい。。  

                UURRLL::  hhttttppss::////wwwwww..iinnffookkkkkknnaa..ccoomm//iirroonnrrooaadd//wwaallkk1199lliisstt..hhttmm  

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/walk19list.htm


2020 風来坊 Country Walk  もくじ 

山歩き・里歩き・街歩き 2020   10件記載 

風来坊 Country walk 【19】山歩き・里歩き・街歩き 2020   

 

コロナ禍 神戸籠りの中で 西神戸・東播磨walkを楽しみました 

 

1. 2020神戸の春便り 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月  2020.4.1.   20walk01.pdf 

神戸の街にもコロナウィルス蔓延の兆し 遠出は避けての家籠           

例年とは違う神戸の春到来に   孫たちもうずうず 京都の家で合宿することに 

目まぐるしく移り行く美しい春の息吹  人込みを避けての毎日walkに春を探す  

【番外】4月春爛漫 神戸の桜2020 【From Kobe 2020年 神戸便り】より転記  20walkApril.pdf 

     神戸の一本桜「奥平野の舞桜」「宇治川添いの桜並木」「妙法寺川界隈」2020.4月  

2. 6月 梅雨の合間 神戸梅雨時のCountry walk  2020.6.5.&16.               20walk02.pdf 

コロナ禍 神戸家籠りの中で気分も晴ればれ  今年もうれしい出会いに  

3. 播磨/但馬の境生野峠の北  但馬朝来市竹田 に小さい秋をさがして 2020.9.4.  20walk03.pdf 

天空に浮かぶ竹田城再訪 但馬実りの秋の田園風景  

山上の城郭石垣群、見晴らす郷は実りの秋 日本の原風景 うれしい小さい秋 み～つけ 

4. 西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡り               2020.10.2.  20walk04.pdf 

 彼岸花が畔を飾る実りの田園 一面黄金色の田園地帯の里の秋  

西神戸から 加古川西岸に里山が続く志方の里 & 小野町きすみ野へ  

5. 2020秋コロナ禍の中で 西国街道 武庫川髭の渡し           2020.10.11.   20walk05.pdf 

国道171号線武庫川甲武橋東岸周辺 尼崎にもこんなゆったりと時間が流れる緑の草原がある  

六甲を背にした甲山の眺望 & この秋 河川敷に出現した草原  

6. コロナ禍の秋 神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路を菊水山に登る  2020.10.13.    20walk06.pdf 

私のミステリ-Walk  鵯越-烏原-菊水山登り口-菊水山-鈴蘭台      

山麓バイパス鵯越バス停をスタートに表側の鵯越から烏原を抜けて菊水山へ登りました。  

7. コロナ禍の秋にほっと一息 秋の風物詩 志方の郷のコスモス 2020.10.15.     20walk07.pdf 

加古川西岸東播磨志方の郷  黄金色の田園 一面ピンクのコスモス畑を送電線が渡りゆく  

志方の郷の秋景色 ここ数年で一番の美しいコスモス畑でした  

8. 須磨離宮公園  2020年秋のバラ              2020.10.28.   20walk08.pdf 

Photo Albumスライドにして ゆっくり秋の夜長を楽しむ   

色鮮やかな大輪のバラ その香りとともに一機にリフレッシュ  

9. 私の秋送り 兵庫県花「野路菊」2020 横尾山山腹野路菊の丘  2020.11.10.    20walk09.pdf 

横尾山腹を真っ白にして晩秋 の散歩道を楽しくしてくれる                               

10. きつい きついと言われる摩耶山黒岩尾根を登る                2020.11.9.     20walk10.pdf  

摩耶山へは登りがつつく長いコース 知らなかった摩耶山の魅力発見の登山道 



 2020 和鉄の道・Iron Road :掲載記事 スライド動画 インタ-ネットリンクサイト表 

   

 

 

1. 2020神戸の春便り 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月  2020.4.1.   

目まぐるしく移り行く美しい春の息吹 毎日walkに春を探す  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/2003march.mp4 

2. 6月 梅雨の合間 神戸梅雨時のCountry walk  2020.6.5.&16.                

コロナ禍 神戸家籠りの中で気分も晴ればれ  今年もうれしい出会いに  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/2006rokko.mp4 

3. 播磨/但馬の境生野峠の北  但馬朝来市竹田 に小さい秋をさがして 2020.9.4.   

天空に浮かぶ竹田城 & 但馬実りの秋の田園風景 日本の原風景 小さい秋 み～つけ 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0209asagotakeda.mp4 

4. 西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡り               2020.10.2.  

加古川西岸 里山が続く志方 & 小野町きすみ野の里の秋  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210satonoaki.mp4 

5. 秋コロナ禍の中で 西国街道 武庫川髭の渡し           2020.10.11.    

R171号線武庫川甲武橋東岸周辺 この秋 河川敷に出現した草原  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210higenowatashi.mp4 

6. コロナ禍の秋 神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路を菊水山に登る  2020.10.13.    

私のミステリ-Walk  鵯越-烏原-菊水山登り口-菊水山-鈴蘭台 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210kikusuiyama.mp4 

7. コロナ禍の秋にほっと一息 秋の風物詩 志方の郷のコスモス 2020.10.15.     

志方の郷の秋景色 ここ数年で一番の美しいコスモス畑でした  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210sikatacosmos.mp4 

8. 須磨離宮公園  2020年秋のバラ              2020.10.28.    

Photo Albumスライドにして ゆっくり秋の夜長を楽しむ   

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210sumabara.mp4 

9. 私の秋送り 兵庫県花「野路菊」2020 横尾山山腹野路菊の丘  2020.11.10.     

横尾山腹を真っ白にして晩秋 の散歩道を楽しくしてくれる   

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0211nozigiku.mp4 

10. きつい きついと言われる摩耶山黒岩尾根を登る               2020.11.9.  

知らなかった摩耶山の魅力発見の登山道 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0212kuroiwa.mp4 

 

  

掲載記事のスライド動画のインターネットリンクサイト

です 
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2021 風来坊 Country Walk  もくじ 

 

風来坊 Country walk 【20】山歩き・里歩き・街歩き 2021   

コロナ蔓延いまだ収束せず 神戸籠りの自己行動節制の中で 

 神戸西播磨や近郊の四季折々の景色 16件 

 

01 春の足音  須磨離宮公園の梅林                              2021.2.5.   .2１walk01.pdf 

    水仙・菜の花・梅そしてサクラソウも咲きだしてもうすぐ春ですねぇ 

02 弥生3月須磨 春の輝き【1】                                     2021.2.13.  21walk02.pdf                                               

    開になった須磨の梅 もう春はすぐそこまで 満開になった梅 須磨離宮公園梅林へ  

03 弥生3月須磨 春の輝き【2】                                     2021.2.16.  21walk03.pdf 

    春の訪れ 陽光キラキラ光る須磨の海                                         

04 2021 春 京都 大文字山 スタンプラリーWalk                     2021.2.23.  21walk04.pdf 

05 2021年春 元気出してゆこう!! 土筆とミツバツツジを探して                      

         車集落の田園地を抜けて緑ヶ丘から高取山へ                    2021.3.15.   21 walk05.pdf 

06 2021年京都の桜 京都御所 & 出町界隈から高野川堤walk      2021.3.30.  21walk06.pdf 

    京都御所(御苑)桜見物と見学 - 同志社構内の桜-相国寺境内- 出町 加茂川出町合流点- 高野川堤の桜  

07 2021春マスクwalk 狸谷不動院奥 瓜生山 山スタンプwalk    2021.3.31.  21walk07.pdf 

  洛北 ミステリアスなパワースポット  狸谷不動院奥の瓜生山へ 

08 新緑の但馬 残雪の残る氷ノ山山麓ドライブ                        2021.4.21.   21walk08.pdf 

     芽吹きの春山 兵庫県最高峰氷ノ山山腹を巡る Album   

  ■氷ノ山の登山口 関宮親定 親定親水公園登山口   

     ■氷ノ山山麓林道 福定→国際スキー場→鵜縄→関宮出合  

09  2021春のバラの香りに誘われて                                 2021.5.22.  21walk09.pdf 

     春の掉尾を飾るバラ & 梅雨到来の花菖蒲  須磨離宮公園   

10 コロナ禍蔓延の中で迎えた2021年の秋 秋の七草咲く横尾道       2021.9.18.   21walk10.pdf 

   台風一過 秋晴れになった横尾道 ロング歩行を兼ねて 藤袴の花咲く秋を訪ねる    

11 コロナ禍蔓延の中で迎えた2021年の秋                           2021.9.19.   21walk11.pdf 

      2021年稔りの里を飾る彼岸花を巡る  西神戸 伊川谷で   伊川谷 小寺 & 上脇 の里 

12 コロナ蔓延の中で迎えた2021年秋 田園を真っ白にするそば畑    2021.9.27.    21walk12.pdf 

      播磨加古川東岸小野アルプスの山裾 秋の風物詩   来住野 & 志方の郷の秋景色とJR小野町駅の蕎麦  

13 西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【1】            2021.10.18.   21walk13.pdf 

     心地よい秋風が渡るコスモスの秋2021加古川西岸の田園 志方の郷のコスモス畑                                                   

14西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【2】            2021.10.18.   21walk14.pdf             

     秋の掉尾を飾るバラの香りに誘われて  須磨離宮秋のバラ展へ秋のバラ2021   

15. 西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【3】           2021.11.11    21walk15.pdf 

      私の秋送り 友を想い浮かべて  

兵庫県花 野路菊2021晩秋 横尾山山腹をの真っ白にする野路菊   

16.  深まりゆく秋  わが街 西神戸須磨の秋 Photo Album          2021.11月   2１walk16.pdf 



 2021 風来坊 Country Walk  :掲載記事 スライド動画 & インタ-ネットリンクサイト表 

   

 

 
 

01【スライド動画】  春の足音  須磨離宮公園の梅林  

    水仙・菜の花・梅そしてサクラソウも咲きだしてもうすぐ春ですねぇ 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302harunoashioto00.htm 

   https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk01.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk01.mp4 

02【スライド動画】&【Photo Album】 弥生3月須磨 春の輝き【1】 

    開になった須磨の梅 もう春はすぐそこまで  満開になった梅 須磨離宮公園梅林へ 2021.2.13. 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk02.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk02.mp4 

03【スライド動画】&【Photo Album】 弥生3月須磨 春の輝き【2】  

      春の訪れ 陽光キラキラ光る須磨の海  2021.2.16. 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi00.htm 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk03.pdf  

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk03.mp4 

04【スライド動画】&【Photo Album】   2021 春 京都 大文字山 スタンプラリーWalk  2021.2.23.  

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoStampRally00.htm 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk04.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk04.mp4 

05【スライド動画】2021年春 元気出してゆこう!! 土筆とミツバツツジを探して  

      車集落の田園地を抜けて緑ヶ丘から高取山へ  2021.3.15.   

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk05.pdf 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk05.mp4 

06【スライド動画】【Photo Album】 2021年京都の桜   

京都御所 & 出町界隈から高野川堤walk  2021.3.30.  

    京都御所(御苑)桜見物と御所内見学 - 同志社構内の桜-相国寺境内- 出町 - 加茂川出町合流点 

   - 高野川堤の桜 -北大路橋  

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0305kyosakura00.htm 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk06.pdf 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk06.mp4 

 

掲載記事のスライド動画のインターネットリンクサイト

です 
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07【スライド動画】【Photo Album】  2021春 京都マスクマスクwalk(2)   2021.3.31.  

  洛北 ミステリアスなパワースポット 狸谷不動院奥の瓜生山へ 

東山一乗寺狸谷不動院奥 瓜生山 山スタンプwalk   

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0305uryu00.htm  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk07.pdf 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk07.mp4 

08【スライド動画】【Photo Album】新緑の但馬 残雪の残る氷ノ山山麓ドライブ  2021.4.21. 

     芽吹きの春山 兵庫県最高峰氷ノ山山腹を巡る Album   

■氷ノ山の登山口 関宮親定 親定親水公園登山口  ■氷ノ山山麓林道 福定→国際スキー場→鵜縄→関宮出合 

       https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk08.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk08.mp4 

09【Photo Album】【スライド動画】 2021春のバラの香りに誘われて  

     春の掉尾を飾るバラ & 梅雨到来の花菖蒲  須磨離宮公園 2021.5.22.  

       https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk09.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk09.mp4 

10【Photo Album】【スライド動画】コロナ禍蔓延の中で迎えた2021年の秋  秋の七草咲く横尾道   

   台風一過 秋晴れになった横尾道 ロング歩行を兼ねて 藤袴の花咲く秋を訪ねる2021.9.18. 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0310fuzibakama00.htm 

     https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk10.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk10.mp4 

  11【Photo Album】【スライド動画】   コロナ禍蔓延の中で迎えた2021年の秋  

      2021年稔りの里を飾る彼岸花を巡る  2021.9.19.  伊川谷 小寺 & 上脇 の里 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0310higanbana00.htm 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk11.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk11.mp4 

12【スライド動画】 2021年の秋 田園を真っ白にするそば畑 2021.9.27. 

   播磨加古川東岸小野アルプスの山裾 秋の風物詩   来住野 & 志方の郷の秋景色とJR小野町駅の蕎麦 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0310kisumino00.htm 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk12.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk12.mp4 

13【Photo Album】【スライド動画】西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【1】 2021.10.18. 

     心地よい秋風が渡るコスモスの道 コスモスの秋2021加古川西岸の田園 志方の郷のコスモス畑  

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk13.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk13.mp4 

14【Photo Album】【スライド動画】   西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【2】  

     2021秋の掉尾を飾るバラの花 バラの香りに誘われて須磨離宮秋のバラ展へ 2021.10.18 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk14.pdf 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk14.mp4 

15.【 Photo Album】【スライド動画】 西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【3】  

 兵庫県花 野路菊2021晩秋 横尾山山腹をの真っ白にする野路菊  2021.11.11 

私の秋送り 友を想い浮かべて 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk15.pdf 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk15.mp4 

16. 記録PDF  深まりゆく秋 わが街 西神戸須磨の秋 Photo Album 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk16.pdf  
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    2022年 風来坊・Country Walk  目 次  2022.12.30       .    

  西神戸・東播磨近郊  四季折々の風物詩・里景色を１年を通じて スライド動画で記録集成   

 資料２８件 春夏秋冬 うれしい里景色の移ろい 西神戸東播磨の風物詩集成になりました 

■ 西神戸の春  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に 

■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に 

■ 彼岸花の咲く初秋からそばの花そしてコスモス満開の秋へ 近郊の里を風来坊  

■ 晩秋から初冬へ 日に日に変わりゆく紅葉を眺めての毎日Walk & 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

            今年は例年より美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色かも… 

  

 

■ 西神戸の春  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に  

 01 【スライド動画】令和４年２月 如月もうすぐ春が・・ 2022.2.22.  

須磨の散歩道  澄み渡る空きらきら光る須磨の海   

    久しぶりに大阪湾を眺めたくなって風早乗越から高取山に登りました  

 02 【スライド動画】 弥生３月  神戸須磨の春便り 神戸に春到来 須磨walk  

       春の日差しに誘われて   須磨の花便り& 春の海・里山歩き  

 03 【YouTube 映像】 NO WAR  ウクライナに思いを寄せて  2022.3.20.  

ウクライナ讃美歌 「ウクライナへの祈り」 

 https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

04 【スライド動画】 白川峠の北西 丘陵地が続く西神戸 2022.4.6 

      里山は芽吹き 桜咲く里も春作業  心も晴れ晴れ、西神戸春の里歩きを楽しむ  

      新生の息吹に満ちて 春うらら里山の春景色walk  原チャリで駆ける  

05 【スライド動画】白川峠の北西丘陵地を原チャリで駆ける  西神戸里山の春景色walk   

      フルーツの大生産地  押部谷高和 性海寺の里の春景色 2022.4.7. 

06 桜便り2202  ４月満開の桜  京都八瀬の山桜 & 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜  

      1. 芽吹きの比叡山山裾 春絶景 2022.4.1.   2. 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜2022.4.5.  

07 【スライド動画】  西神戸伊川谷 春の田園・野原はピンクの花でいっぱいに     

小寺の里で 春のれんげ畑を探す 2022.4.9. 

       1. 伊川谷小寺の里田園-長坂越-西高塚山  2. ハイキング道-学園都市-総合運動公園  

08 【スライド動画】 毎日の散歩道 芽吹きから新緑へ  ミツバツツジの咲く西六甲縦走路へ   

      春の午後  三つ葉ツツジ散策  高倉山-鉄拐山-旗振山   2022.4.9. & 4.17. 

09 【スライド動画】 桜が散って野山は一気に新緑へ   

新生の息吹を胸一杯 home town 若草の丘周辺で 2022.4.25  

1.庭も春爛漫 アグロステンマの花も咲きだして  2. 若草の丘・車の里の田園地 周回散策  

10 【スライド動画】山スタンプラリーコース六甲山（須磨-高取山） 2022.5.3. 

      西六甲にもアルプスに負けぬ岩稜縦走路  新緑須磨アルプス 栂尾山・横尾山 馬の背 walk  

11 【スライド動画】２０２２年バラ 春の掉尾を飾る須磨離宮公園の春のバラ 2022.5.15.   

バラの香りに誘われて ２０２２須磨離宮 春のバラを届けます 

■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に ■   

12 【スライド動画】】 梅雨入り目前   原チャリで駆ける東播磨 加古川沿い風来坊walk  2022.5.24.  

       1. 5月中旬 麦秋 麦の収穫と田植えの準備に忙しい東播磨  

       2. 絶滅危惧種八丁蜻蛉の兵庫県唯一の自生地   加西市網引湿原の記録と紹介 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk


                                                                                                  

13 【スライド動画】  須磨西六甲縦走路  澄み渡る空 弧を描く大阪湾沿岸の大展望 2022.6.7.& 6.8.   

 絶好の大阪湾・播磨灘大展望スポット 西六甲須磨 高倉山・鉄拐山・旗振り山  

      久しぶりにくっきり 大阪湾・淡路島・明石大橋・播磨灘   

14 【スライド動画】 梅雨目前 快晴の空に誘われて  東播磨加古川西岸 播磨富士「高御位山」walk  

     笹百合の咲く高御位神社参道登山道」を登りました    2022.6.12. 

15 【スライド動画】 ２０２２ひまわりの夏【1】 2022.7.13. 

   青田が広がる東播磨の田園地帯 小野のひまわり畑&青田がすくすく育つ酒米の郷を原チャリで駆ける   

16 【スライド動画】 ２０２２ひまわりの夏【2】 2022.7.21.   

     ３年ぶり西播磨佐用 古代たたらの山郷佐用町旧南光  千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑  

 17 【スライド動画】 2022夏 朝顔帳 2022.8.1.  夏の朝を清々しくしてくれる朝顔 夏の朝の楽しみ  

18 【スライド動画】 足元で白鷺が舞うがごとく自生の鷺草が咲く加古川西岸 加西市網引湿原へ 2022.8.21.   

「夏の終わり鷺草が咲く網引湿原の見事な美しさ」と  教えてもらった加西市網引湿原  

        我が家の鷺が咲くのを見て、原チャリ走らせ湿原に  

■ 彼岸花の咲く初秋から そばの花・コスモス満開の秋へ 

◎ 戦争遺産がそっくりそのまま整備され残る加西市鶉野飛行場 滑走路跡地 & 戦争遺産にびっくり 

◎ 藤袴の花に群がり、乱舞する渡りの蝶「アサギマダラ」や 真っ赤なソバの花が咲くそば畑 

       志方のコスモス畑の天空に弧を描いて架かる秋の虹も見ました。 うれしい秋の里景色です 

    ◎ 秋の夕暮れ 真っ赤に海を染めて暮れゆく須磨の秋景色 深まりゆく秋を感じるphotoも撮れました 

 19【スライド動画】 初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩 2022.9.12   

東播磨の田園地帯 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける   初めての加西市鶉野飛行場探訪 

    滑走路跡地 &戦争遺産 戦争遺産がそっくりそのまま整備され残されている びっくり 

20.【スライド動画】 神戸の小さい秋 2022.9.22.～9.30. 

初秋の散歩道で  里の秋を飾るヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶 アサギマダラ  

21【スライド動画】【映像資料】 藤袴の花に群がり乱舞する蝶    2022コスモスの秋 2022.11.5.   

     蝶の道 旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ  アサギマダラの渡りの道 遠く種子島 台湾へ   

     藤袴の花に群がり乱舞する蝶「アサギマダラ」の映像  初めて撮れました それも旗振り山の頂上で!!   

22【スライド動画】2022コスモスの秋  

   加古川東岸に広がる東播磨の田園地帯  広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21.  

     いつもとは違うコスモス畑、コウノトリに出会えるかもと稲美野天満池周辺に点在するコスモス畑へ  

23【風来坊】【スライド動画】【Photo Album】2022コスモスの秋【1】 

     東播磨の田園の花巡り 一面 ピンクの絨毯 赤ソバの里 姫路市香寺恒屋の里を訪ねる 2022.10.24.         

     赤いそばの花 姫路市香寺恒屋・ピンクのコスモス加古川市志方の里・白いそばの花 小野市来住野 

 24【スライド動画】2022コスモスの秋 【2】 秋の夕暮れはつるべ落とし   

       コスモスの花満開の西神戸の夕暮れ2022.10.28.&31.  

■ 晩秋から初冬へ 日に日に変化する紅葉の毎日Walk & 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

   今年は例年より美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色なのでしょうか… 

25【スライド動画】  私の秋送り2022 横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で  

横尾山山腹の丘一面を真っ白にして    野路菊の花が咲きはじめました   2022.11.15. 

26【スライド動画】 11月中旬神戸の街で 毎日walkより  紅葉が始まった久し振りの布引谷 2022.11.11.  

27【スライド動画】 神戸の街で 毎日walkより   

登録有形文化財  新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～2022.11.26.  

28【スライド動画】  久し振りの京都 京都の紅葉2022 2022.11.28.  

真っ赤な紅葉が見たくて 北野天満宮 御土居・高雄雄の山紅葉・東山真如堂へ 

28件ものスライド動画とPhoto Album  

2022年一年の四季折々の西神戸・東播磨の記録が収蔵できました。 

 



 2022 風来坊・Country walk  

 スライド動画掲載した２０２２風来坊のインタ-ネット リンクサイト表 

新型コロナ感染対応 自己行動規制の中で 見つけた神戸近郊 四季折々 デジカメスライド 

           数えてみれば 西神戸から東播磨の郷・そして 京都へも 一年の里の移ろいがスライド動画に。 

      作成した資料２８件 春夏秋冬 うれしい里景色の移ろい 西神戸東播磨の風物詩集成になりました 

 

  西神戸・東播磨近郊  四季折々の風物詩・里景色を１年を通じて スライド動画で記録集成    

■ 西神戸の春  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に 

■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に 

■ 彼岸花の咲く初秋からそばの花そしてコスモス満開の秋へ 近郊の里を風来坊 ■ 

■ 晩秋から初冬へ 日に日に変わりゆく紅葉を眺めての毎日Walk & 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

        今年は例年より美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色かも…  

 

 

 

 

 

 

 



 

■ 西神戸の春  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に ■ 

01  令和４年２月 如月もうすぐ春が・・須磨の散歩道  澄み渡る空きらきら光る須磨の海  2022.2.22.  

   久しぶりに大阪湾を眺めたくなって風早乗越から高取山に登りました  

   https://www.infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk01.mp4 

02  弥生３月 神戸に春到来 須磨walk 春の日差しに誘われて 須磨の花便り& 春の海・里山歩き  

     https://www.infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk02.mp4 

03【youtube 映像】ウクライナ讃美歌 

「ウクライナへの祈り」NO WAR ウクライナに思いを寄せて 2022.3.20.  

https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

04 白川峠の北西 丘陵地が続く西神戸 春うらら里山の春景色walk  原チャリで駆ける 2022.4.6 

     里山は芽吹き 桜咲く里も春作業  心も晴れ晴れ、西神戸春の里歩きを楽しむ  

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk04.mp4 

05 白川峠の北西丘陵地を原チャリで駆ける  西神戸里山の春景色walk  2022.4.7. 

     フルーツの大生産地  押部谷高和 性海寺の里の春景色  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk05.mp4 

06 桜便り2202   京都八瀬の山桜 & 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜  

      1. 芽吹きの比叡山山裾 春絶景2022.4.1.   

 2. 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜2022.4.5. 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk06.mp4 

07 西神戸伊川谷 春の田園・野原はピンクの花でいっぱいに  小寺の里で 春のレンゲ畑を探す 2022.4.9.  

      1. 伊川谷小寺の里田園-長坂越-西高塚山  

 2. ハイキング道 - 学園都市 - 総合運動公園 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk07.mp4 

 08 芽吹きから新緑へ  毎日の散歩道 ミツバツツジの咲く西六甲縦走路へ  2022.4.9. & 4.17.  

     快晴で心地よい春の午後  三つ葉ツツジ散策   高倉山-鉄拐山-旗振山   

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk08.mp4 

09 桜が散って野山は一気に新緑へ  新生の息吹を胸一杯 home town 若草の丘周辺で 2022.4.25  

1.我が家の庭も春爛漫 アグロステンマの花も咲きだして   

2.若草の丘・車の里の田園地周回散策  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk09.mp4 

10 山スタンプラリーコース六甲山（須磨-高取山） 2022.5.3. 

     西六甲にもアルプスに負けぬ岩稜縦走路  新緑須磨アルプス 栂尾山・横尾山 馬の背 walk  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk10.mp4 

11 ２０２２年バラ 春の掉尾を飾る須磨離宮公園の春のバラ 2022.5.15.   

バラの香りに誘われて 2022須磨離宮 春のバラを届けます 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk11.mp4 

■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に ■   

12 梅雨入り目前   原チャリで駆ける東播磨 加古川沿い風来坊walk    2022.5.24.  

       1. 5月中旬 麦秋 麦の収穫と田植えの準備に忙しい東播磨  

       2. 絶滅危惧種八丁蜻蛉の兵庫県唯一の自生地   加西市網引湿原の記録と紹介 

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk12.mp4 

13  須磨西六甲縦走路  澄み渡る空 弧を描く大阪湾沿岸の大展望 2022.6.7.& 6.8.   

 絶好の大阪湾・播磨灘大展望スポット 西六甲須磨 高倉山・鉄拐山・旗振り山  

      久しぶりにくっきり 大阪湾・淡路島・明石大橋・播磨灘   

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk13.mp4 
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 14  梅雨目前 快晴の空に誘われて  東播磨加古川西岸 播磨富士「高御位山」walk  2022.6.12. 

    笹百合の咲く高御位神社参道登山道」を登りました  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk14.mp4 

15. ひまわりの夏2022【1】 2022.7.13. 

  青田が広がる東播磨の田園地帯 小野のひまわり畑&青田がすくすく育つ酒米の郷を原チャリで駆ける  

   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk15.mp4 

16. ひまわりの夏2022【2】 2022.7.21.   

     ３年ぶり古代たたらの山郷佐用町旧南光  千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk16.mp4 

17. 2022夏 朝顔帳 2022.8.1.    夏の朝を清々しくしてくれる朝顔 夏の朝の楽しみ  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk17.mp4 

18  足元で白鷺が舞うがごとく自生の鷺草が咲く加古川西岸 加西市網引湿原へ 2022.8.21.   

「夏の終わり鷺草が咲く網引湿原の見事な美しさ」と  教えてもらった加西市網引湿原  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk18.mp4 

■ 彼岸花の咲く初秋からそばの花そしてコスモス満開の秋へ 近郊の里を風来坊  

19  初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける  2022.9.12   

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19.mp4 

20. 神戸の小さい秋 里の秋 ヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶 アサギマダラ  2022.9.22.～9.30. 

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk20.mp4 

21【映像資料】藤袴の花に群がり乱舞する蝶    2022コスモスの秋 2022.11.5.   

     アサギマダラの渡りの道 旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ 遠く種子島 台湾へ   

     藤袴の花に群がり乱舞する蝶「アサギマダラ」の映像  初めて撮れました  それも旗振り山の頂上で!!  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.mp4 

22 2022コスモスの秋  加古川東岸の田園地帯 広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21.  

     いつもとは違うコスモス畑、コウノトリに出会えるかもと稲美野天満池周辺に点在するコスモス畑へ  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22.mp4 

23  コスモスの秋  東播磨の田園の花巡り2022  

一面 ピンクの絨毯 赤ソバの里 姫路市香寺恒屋の里を訪ねる 2022.10.24.         

    赤いそばの花 姫路市香寺恒屋・ピンクのコスモス加古川市志方の里・白いそばの花 小野市来住野 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.mp4 

 24 コスモスの秋  秋の夕暮れはつるべ落とし  コスモスの花満開の西神戸の夕暮れ  2022.10.28.&31.  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.mp4 

■ 晩秋から初冬へ 日に日に変わる紅葉を眺めての毎日Walk& 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

     今年は例年よりも美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色なのでしょうか 

25  私の秋送り2022 横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で  

横尾山山腹の丘一面を真っ白にして 野路菊の花が咲きはじめました   2022.11.15. 

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.mp4 

26  11月中旬神戸の街で 毎日walkより  紅葉が始まった久し振りの布引谷 2022.11.11.  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.mp4 

27  神戸の街で 毎日walkより  

 登録有形文化財  新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～2022.11.26.  

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.mp4 

28 久し振りの京都 京都の紅葉2022 2022.11.28.  

真っ赤な紅葉が見たくて 北野天満宮 御土居・高雄雄の山紅葉・東山真如堂へ 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.mp4 
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  22..    山山口口・・美美祢祢・・長長門門のの四四季季      

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/ironroad.htm 

 

美祢・長門の四季【1】1998.-2003. 

◆ 山口県長門市   湯本温泉                                         2001.5   kaze06.pdf 

◆ 田中講平先生の新しい陶房葉月を訪ねて                                 2002.5.  kaze14.pdf 

◆ 春 草色に輝く秋吉台 カルスト台地 Walk                              2002.5.   kaze15.pdf 

1. オニックス・大理石と花の街 美祢市                                           1998.1. sikimine01.pdf 

2. 土井が浜弥生遺跡と人類学ミュージアム 土井が浜弥生パーク                     1999.5. sikimine02.pdf  

3. 萩焼のふるさと 陶芸の里「長門深川」                                         1998.1. sikimine03.pdf 

4. 日本名水百選 別府弁天池湧水 秋吉カルスト台地の湧水                         1997.1. sikimine04.pdf 

5. 初夏の草花 黒田さん宅の素晴らしいガーデニング                               1999.5. sikimine05.pdf 

6. 美祢線の夏 於福駅付近 たたらの山 花尾山をバックに走るワンマーカー         1998.8. sikimine06.pdf 

7. 美祢夏便り 大理石シンポジューム フイナーレ                                 1998.8. sikimine07.pdf 

8. 美祢・長門の秋の風物詩 1秋芳なし                                           1998.9. sikimine08.pdf 

9. 美祢・長門の秋の風物詩 2田のあぜの彼岸花                                    1998.9. sikimine09.pdf 

10. 山口県美祢・秋芳町の境にある河原上たたら製鉄遺跡                            1996.10. sikimine10.pdf 

11. 第 15回日本陶芸展 陶芸作家 田中講平先生 連続入選                         1999.6. sikimine11.pdf 

12. 山口県美祢市に住んで 5年                                                    1998.4. sikimine12.pdf 

13. 西長門角島の夕暮れ &  秋芳 白糸の滝                                         2001.1. sikimine13.pdf 

14. 山口市吉敷に田中講平先生の新しい陶房葉月を訪ねて               2002.5. sikimine14.pdf 

15. 春 草色に輝く秋吉台 カルスト台地 Walk                    2002.5. sikimine15.pdf 

16. 2002年秋 霧の中の美祢と小野田の銘菓 最中「セメンダル」                    2002.10. sikimine16.pdf 

山口・美祢・長門の四季【2】2004 

 1. 山口県角島 浜木綿の花が咲く浜と角島大橋                                    2004.7. 2mine01.pdf 

2. 萩焼 陶房葉月 田中講平先生の作品 田中講平 広島作陶展より                  2mine02.pdf 

萩焼 花器と花のコラボション                                              2004.5. 

3.  萩焼きにほたる舞う」                                                        2004.10. 2mine03.pdf 

山 口・美祢・長門の四季【3】2005 

 1.  田中講平さんの素晴らしい作品展示館 ｢GALLERY HAZUKI｣を訪れて                2005.10. 3mine01.pdf 

            オールカラー鋼板の斬新な建物に感激       

2. 久々の下関で  おもしろかった下関唐戸市場 2題                             2005.10  3mine02.pdf 

山 口・美祢・長門の四季【4】2006. 

 1. 6月の山口に広がる田園風景 山口吉敷の里と油谷半島の棚田                     2006.6.   4mine01.pdf 

 2. 写真アルバム山口・長門の秋 2006 美祢の朝霧                                2006.11.  4mine02.pd 

      1. 晩秋 美祢の朝霧  美祢市来福台で   

       2. 秋芳町から山口へ  秋吉カルスト台地 &  鳳翩山 山麓で  
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            ● 山口吉敷の郷 赤田神社の紅葉 ● 秋芳町 別府弁天池  

       3. 萩で 国民文化祭 陶芸展と萩の街  

       4. 津和野の秋  

山 口・美祢・長門の四季【5】2007 

1.  美祢 市街を流れる厚狭川の桜                                              2007.4.15. 5mine01.pdf 

美祢の Yさんからメールで送ってもらいました 

2.  久 しぶりに童謡詩人「金子みすず」の街 長門市仙崎を訪ねました              2007.6.29. 5mine02.pdf 

3. 写真アルバム 防 府 阿弥陀寺のあじさい                                     2007.6.12. 5mine03.pdf 

4. 写真アルバム 山口 県油谷半島 棚田の夕景  東後田の６月                   2007.7.11. 5mine04.pdf 

美祢市の Yさんからの写真メール 

山 口・美祢・長門の四季【6】2008                                                                                                                 

  1.  山口 美祢からの便り                                                        2008.3.12. 6mine01.pdf 

  復元された古代の円筒炉で   銅製錬実験が行われました  

 奈良の大仏の採銅所 古代の長登銅山遺跡のイベント 

2.  美祢 N.Y.さん からの桜便り  

美祢桜山の桜に遊ぶ めじろ と 岩国錦帯橋の桜                          2008.4.7. 6mine02.pdf 

3.  日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した「長登銅山」を訪ねて              2008.6.10. 6mine03.pdf                                           

1. 日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した「長登銅山」概要  

2. 「長登銅山」と奈良の大仏 長登銅山の変遷と日本国内銅生産事情概説  

3.  日本最古の銅山 奈良の大仏の銅を産出した「長登銅山」Walk  

4.  長登銅山の銅鉱床・銅鉱石の変遷と銅製錬技術   

    銅の製錬も 鉄と同じく 一筋縄ではなかった  

5.  東大寺大仏と 重源   

    東大寺大仏殿の焼失後 山口県佐波川上流の山 徳地の木材で再建された 山口市徳地町 

4. 【写真アルバム】   佐々木小次郎/宮本武蔵血統の場 下関海峡 巌流島       2008.6.7    6mine04.pdf 

 

山 口・美祢・長門の四季【7】2009. 

1.  【写真アルバム】   霧雨に煙る美祢の６月                                       2009.6.5.     7mine01.pdf  

2.  摂萩焼の主原料土「大道土」の採取地  鋳銭司・大道を訪ねる                     2009.6.6.     7mine02.pdf 

 

山 口・美祢・長門の四季【8】20010 

1.  美祢市於福に店内に野菜生産工場がある野菜レストラン誕生  美祢も新しい街の息吹が・・・   2010.8.2.  8mine01.pdf 

 

山口・美祢・長門の四季 【9】 2011 

1.  初窯・本焚きの見学記  山口市吉敷  萩焼陶芸家 田中講平さん自作の登り窯   2011.1.15.   9mine01.pdf 

             田中講平さん自作の萩焼登り窯の初窯・本焚きの一日  

2.  梅雨の晴れ間   山口県美祢カルスト台地で                    2011.5.24.-5.26.    9mine02.pdf 

美祢の山郷・水が張られた棚田・麦秋・バラの花  

 

山口・美祢・長門の四季【10】 2012                                                                                                                            

1.  2012 初夏の山口美祢【1】 私の心に残る風景 初夏 美祢の田園風景   2012.5.25.～5.29.  10mine01.pdf 

         誰にも 記憶にとどめておきたい心の風景がある  美祢の初夏は そんな私の心に残る風景 

2.  2012 初夏の山口美祢【2】  森に包まれた美祢湖  初夏の野の花 walk       2012.5.26.  10mine02.pdf 

3.  2012 初夏の山口美祢【3】   初夏の秋吉台カルスト 野の花 walk          2012.5.26   10mine03.pdf 

         アザミなど 初夏の野草を見たくてカルスト台地内の散策路を歩く  

 

 



   掲載ファイル 総覧 1999-2018【四季折々・from Kobe 思いつくまま】      

        ■ 四季折々 Monthly 神戸便り  ■ 思いつくまま From kobe by Mutsu 

 

中西睦夫
スタンプ

zp4m-
スタンプ



      四四季季折折々々      Monthly 神戸便り  & From Kobe  1999-2018                              

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/ironroad.htm 

四季折々 【Ⅰ】 1999-2002 

四季折々 まえがき   mutsustart.pdf  

     四季折々 Mutsu  1999  mutsu1999.pdf  

四季折々 Mutsu  2000 mutsu2000.pdf 

四季折々 Mutsu  2001   mutsu2001.pdf 

四季折々 Mutsu  2002  mutsu2002.pdf 

四季折々 あとがき      mutsuend.pdf   

 

◎ 思いつくまま 1999 (四季折々 Mutsu 1999 より)      mutsu1999.pdf 

 1. 鉄道員」ポッポ屋の映画         1999.7.3. 

2. 東海村 JCO 原子炉臨海事故に思う    1999.11.4. 

3. 日本溶接協会 創立50周年記念講演    1999.11.24. 

竹中平蔵氏「日本経済の復活は可能だ」   

 

◎ 関東で  思いつくまま Ⅰ  2000.1.-2003.2.       kantou01.pdf 

  

     ◎ 神戸で 思 いつくまま Ⅰ2000.1.-2003.2.   kobe01.pdf 

         
 

 

中西睦夫
スタンプ

zp4m-
スタンプ



四季折々【Ⅱ】 2003 

四季折々    Mutsu  2003              mutsu2003.pdf 

神戸・関東で  思いつくまま Ⅱ 2003         kobe2003.pdf 

 

四季折々【Ⅲ】 2004 

四季折々    Mutsu  2004                      mutsu2004.pdf 

神戸で     思いつくまま Ⅲ  2004             kobe2004.pdf 

 

四季折々【Ⅳ】 2005 

 四季折々    Mutsu  2005                        mutsu2005.pdf 

神戸で    思いつくまま Ⅳ  2005               kobe2005.pdf 

 



四季折々【Ⅴ】 2006 

 四季折々    Mutsu  2006                      mutsu2006.pdf 

 神戸で     思いつくまま Ⅴ  2006              kobe2006.pdf 

    

 

四季折々【Ⅵ】 2007 

四季折々    Mutsu    【6】 2007  mutsu2007.pdf 

神戸で    思いつくまま【6】  2007     kobe2007.pdf 

 

 

 

1.  2007 年 1月 きままなひとりごと                               2007.1.25.   

2.  「発掘された日本列島2006」展 大阪                2007.1.17  

3.  「縄文時代が教科書から消えつつある」にぴっくり         2007.3.5.  

4.   「兵庫」の鎖 -「兵庫鎖」を調べていて-                     2007.4.15.  

         兵庫鎖」・「兵庫」のルーツとゴム輪など・知らないことが次々と  

5. 「この春 風来坊で感じた地方の疲弊                          2007.6.1.   

        地方格差・公共交通の崩壊がすすんでいます  

そして 中央では絶対見えないほころびが・・・ 」   

6.  「8月 広島で感じたこと」                                       2007.8.25.  

         風化させてはならないのは 何 なんでしょうか  

7.   「この夏であった不思議な石」                                   2007.8.25.  

         「カンカン石」と呼ばれるサヌカイトと蛇紋岩 

8. この秋 感激したこと おもいつくまま                              2007.12.1.  

1.  エジプト ツタンカーメンの鉄につながるかも???  たたらのルーツである 塊錬鉄     

   2. 月面探査衛星「かぐや」の撮影した「三日月の地球」に感激   

      3. 大阪の西の守り 四層の天守閣と３層櫓の素晴らしい尼崎城の姿(復元模型)   



四季折々【Ⅶ】 2008 

■ 四季折々    Mutsu    【7】 2008    mutsu2008pdf 

■ 神戸で     思いつくまま【7】  2008      kobe2008.pdf 
 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四季折々【Ⅷ】 2009 

■ 四季折々    Mutsu    【8】 2009   mutsu2009.pdf 

■ 神戸で     思いつくまま【8】  2009    kobe2009.pdf 

 

    From Kobe                                  
1. 2008年 1月 年の初めに                                       2008.1.1.   

     「くろがね」の「くろび かり」の美しさと暖かさ そんな思いが頭をよぎっています  

2. From Kobe 2月    日 本人の一部   節分の「鬼」                                  2008.2.3.            

3. From Kobe 3月   鉄のモニュメント  世界遺産になっているこんな珍しい橋がある            2008.3.5. 

                           世界遺産 世界最古の運搬橋  ｢ス ペイン ビスカヤ橋 ｣  

                          TV TBS｢世界遺産｣ 2008.2.24. & インターネット｢ビスカヤ橋｣検索より  .               

4. From Kobe 4月  4 月 神戸より 思いつくまま                                            2008.4.5.  

1. 3月 23日 イースター・復活日に                          

2.  卑弥呼の時代 「大和への鉄の道」のルートは 淀川・大和川・紀ノ川 ????       

           やっぱり 大和川が最有力 か･･･   畿内に現れる庄内式土器が語る卑弥呼の重要路 

5. From Kobe 5月   

【1】 大 阪 国際ウエルディング ショウ に 「ものづくり」の現実             2008.4.21. 

      【2】 久 しぶりにアフリカのむかしばなし と アフリカのリズムを堪能            2008.5.4.          

6. From Kobe 8月   

惜  別 言葉と心の壁越える達人と愛された 江口一久さんが急逝               2008.8. 

                 この５月 「久しぶりに 江口サロンの人たちに出会えた」と紹介した仲間  

7 From Kobe  9月                                       2008.9. 

     帚木蓬生著「国銅」（新潮社）に物づくりの思いを見る 奈良の大仏を作った長登の銅の周辺で  

8. From Kobe  10月  「混乱の時代に」                           2008.10. 15        

          「変えられないものを受け入れる   心の静けさ   

            変えられるものを変える        勇気と   

            その両者をみわける          英知と 」 

9. From Kobe  11月                                      2008.11.15. 

1. Yes We Can  やれば できる  

        2. 巣に引っかかった虫の振動で獲物を知る蜘蛛 

                                                                                                               



 

四季折々【Ⅸ】 2010 

■ 四季折々    Mutsu    【9】 2010    mutsu2010.pdf 

■ 神戸で     思いつくまま【9】  2010    kobe2010.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



四季折々【10】 2011 

■ 四季折々    Mutsu     【10】 2011  mutsu2011.pdf 

■ 神戸で     思いつくまま 【10】  2011     kobe2011.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

From  Kobe  2011 

 1. 2011年 1月  Kobe 便り  2011年 年の始に                 fkobe1101.pdf 

 2. 2011年 3月 Kobe 便り  元気出して行こう 声かけあってゆこう        fkobe1103.pdf 

  3.  2011年 4月 Kobe 便り  未曾有の大災害 東日本大震災                       fkobe1104.pdf 

           メデイアの報道姿勢に大きな差  毎度ながら TV の報道姿勢に疑問  

4.  2011年 5月 Kobe 便り  共に元気出して 声かけあって                       fkobe1105.pdf 

  5.  2011年 6月 Kobe 便り  放射能と向き合う 朝日新聞の特集記事図面要約       fkobe1106.pdf 

                放射能被曝と健康 朝日新聞の特集記事より 

  6.  2011年 8月 Kobe 便り  夏に多い脱水症・熱中症からの脳梗塞にご用心         fkobe1108.pdf 

                          脳卒中は猛暑の夏場にも多いことご承知でしょうか        

 朝日新聞の記事より 

    7.  2011年 9月 Kobe 便り   実りの秋が もう そこまで、            ｆkobe1109.ｐｄｆ 

この 暑い夏 ふと頭をよぎったこと  

（1） 鉄の歴史に 今の生き方を考える  

     「鉄学 137億年の宇宙誌」を読み返してみて 頭によぎったことを書きとめました。 

（2） 京都大文字の送り火騒動に見た日本の情報社会のほころび  

 8.  2011年 10月 Kobe 便り 明石たこ フェリーがなくなって 1年          fkobe1110.pdf 

                原付バイクが渡れぬ明石海峡 淡路島は原付バイクの孤島に 

                原付の道がとざされたまま これも弱者切り捨てか・・・・ 

 9.  2011年 12月 Kobe 便り 一年を振り返って 今出来ることを精一杯             fkobe1112.pdf 

 

 



四季折々【11】 2012 

■ 四季折々    Mutsu     【11】 2012      mutsu2012.pdf 

■ 神戸で     思いつくまま 【11】  2012      kobe2012.pdf 

 

 



 

 



四季折々【12】 2013 

■ 四季折々    Mutsu      【12】 2013                    mutsu2013.pdf 

■ 神戸で     思いつくまま 【12】  2013                           kobe2013.pdf                               

  



 

 

 



四季折々【13】 2014 

■ 四季折々    Mutsu      【13】 2014                  mutsu2014.pdf               

■ 神戸で     思いつくまま 【13】  2014                  kobe2014.pdf             

■■四四季季折折々々  MMuuttssuu      MMoonntthhllyy  神神戸戸便便りり【【1133】】  22001144        mmuuttssuu22001144..ppddff  

  

  



 神戸で  思いつくまま  From Kobe   【13】2014     kobe2014.pdf 

 

1. From Kobe  2014年 1月  迎春  2014年 年の初めに “ Stay Young Day !! ”  fkobe1401.pdf 

古希を迎えて ぼやいてばかりはいられない 70歳   

まだまだ早い せくな 老楽 これからよ  好奇心さえあればと前向いて 

2. From Kobe  2014年 2月 2月春待ちの便り - 毎年気になる「鬼と共」に -    fkobe1402.pdf 

    【1】 1.17.阪神淡路大震災から 19年 「神戸の記憶」  

    【2】 2014年節分の鬼 「仲間としての鬼」に思う 

3. From Kobe  2014年 3月 弥生 3月 Spring has come  春迎の便り 2014.3.1.   fkobe1403.pdf 

     【1】 Spring has come 神戸の春便り  

     【2】「ソチ五輪の放送に感動しましたか?」 何かおかしい「特別」の氾濫 

4. From Kobe  2014年 4月  From Kobe   2014. 4月 2014.4.5                   fkobe1404.pdf 

   1. 日本は今 心のない時代に 今警鐘をならさねば・・・  

   2. STAP細胞の小保方さん STAP細胞は存在するのでしょうか… 

5. From Kobe  2014年 5月 草木萌える新緑がまぶしい                           fkobe1405.pdf                        

一本桜 奥平野の「舞桜」に寄せて  

   桜を眺めるといつも口づさむ歌 私の応援歌 TVドラマ主題歌「記念樹」 

6. From Kobe  2014年 6月 June Bright 春から夏へ 梅雨時前の輝きの中           fkobe1406.pdf 

     1. 6月 様相を変えるのに忙しい梅雨時前の息吹き 

     2.「利他的精神」について  

7. From Kobe  2014年 7月 自民党が猪突猛進「集団自衛権」を今一度考えよう      fkobe1407.pdf 

8. From Kobe  2014年 8月ひまわりの夏 2014 到来                              fkobe1408.pdf 

          1.「私雨」「得意傲然」を排して  

            2.「NHKスペシャル」『東日本大震災 復興 正念場の夏～" 建設バブル "と被災地～ を見て』   

    9. From Kobe  2014年 9月 夏の終りと秋の始まりが入り混じる神戸で                fkobe1409.pdf 

      1.  災害に備えを自己確認    

        2. 朝日新聞 ひとえきがたり 三陸鉄道 島越駅 

10. From Kobe  2014年 10月  澄み切った青空に 元気に飛び出しましょう !!       fkobe1410.pdf 

1.  初秋 神戸の観光 walking spot スポット 案内   

   2.  気持ちがほっとする 京都 東寺の弘法さん これは私だけ??  

11. From Kobe  2014年 11月   11月 秋便り 神戸の秋 ３つ                       fkobe1411.pdf 

 1. １０月８日夜 皆既月食  東の山の上高くに 赤い月  

          2. 疾走するモーターボートレースの迫力に元気を  

          3. 秋の夜長  折込んで小さく平坦にできる紙バック その折り目はとでこ??     

12. From Kobe  2014年  師走の便り                                             fkobe1412.pdf 

最近 都会のヤングママに果実の人気がなく、消費が落ち込む これも時代か??  

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 



四季折々【14】 2015 

■ 四季折々    Mutsu      【14】 2015                 mutsu2015.pdf 

■ 神戸で     思いつくまま 【14】  2015                 kobe2015.pdf   

■■四四季季折折々々  MMuuttssuu      MMoonntthhllyy  神神戸戸便便りり【【1144】】  22001155    mmuuttssuu22001155..ppddff  

 

 

 

 

  

  

  

 



神戸で  思いつくまま  From Kobe   【14】2015     kobe2015.pdf 

 

 

 



四季折々【15】 2016 

              ■■  四四季季折折々々  MMuuttssuu      MMoonntthhllyy  神神戸戸便便りり  【【1155】】  22001166      mmuuttssuu22001166..ppddff  

       ■ 神戸で 思いつくまま  From Kobe      【15】  2016  kobe2016.pdf  

    ■■  四四季季折折々々  MMuuttssuu      MMoonntthhllyy  神神戸戸便便りり  【【1155】】  22001166    mmuuttssuu22001166..ppddff  

  

  

  

 
 

 



■ 神戸で 思いつくまま  From Kobe 【15】2016  kobe2016.pdf 

 

   【From Kobe  2016年1月  迎春】                    fkobe1601.pdf 

         1. 2016年 年の初めに 溶鉄の輝き「閃光」と鉄の黒光り「肌光」 

         2. ≪縄文の心≫ 一万年も平和な生活が続いた 「縄文」のエンジンは「他人を思いやる心」 

   【From Kobe  2016年 2月 如月】                      fkobe1602.pdf 

     1. 春が待ち遠しい如月の便り 

          2. 阪神淡路大震災の記憶 「風化させてはいけない記憶とはなんなのだろうか?」 

     【From Kobe  2016年 3月】                         fkobe1603.pdf 

     1.どこかで春が生まれてる 弥生3月の便り   

        ◆ 弥生３月 雌岡山・神出の里の田園地で見つけた春   

        ◆ 原発再稼働トラブルに見る日本人気質  

        ◆  播磨地域に広がる溜池群を利用したメガソーラー発電所の建設 

   【From Kobe  2016年 4月  春爛漫 】                    fkobe1604.pdf 

           1. 春爛漫 4月の便り 新しい出会いと出発へ 日々あらた 元気に今を 

      2. 神戸の春 

       ◆ 毎春の恵み イカナゴ漁と牡蛎の水揚げ また「イカナゴの夏眠」   

         ◆  わが町 妙法寺「車」周辺の谷筋は  幕末期神戸開港を支えた神戸石炭の大生産地   

           3. この四月 TVニュース番組の芸能番組化 また おかしかった朝日新聞の紙面構成の変化 

   【From Kobe  2016年 5月  新緑 】                     fkobe1605.pdf 

      1. 新緑 5月の便り 野も山も里も草木燃え 輝きの一瞬  戸外へ出て元気に 

           2. 緑色にはどれほど種類があるのだろうか  知らなかった緑色にびっくり 

         3. 神戸三宮・元町「高架下」商店街が高架の耐震補強で存続の危機に!! 

   【From Kobe  2016年 7月  happy rainy days!! 】                 fkobe1607.pdf 

          1. 7月初旬の便り  happy rainy days!! 

          2.  NHK BS  英雄たちの選択  

            征夷大将軍「坂上田村麻呂」& 蝦夷のリーダー「アテルイ」評価討論から見えてくること  

        3. 合成の誤謬」と今の世相 インターネットで見つけた「合成の誤謬」の評論を見つけて 

   【From Kobe  2016年 8月  ひまわりの夏】                     fkobe1608.pdf 

     1. ひまわりの夏2016の便り 8月 自らと向き合って 平和の危機「憲法九条を守ろう」   

     2. 法政大学総長田中優子氏「国民投票に備える 改憲論議 事実知る努力を」 

       神戸新聞 2016.8.1. 朝刊記事「識者の視点」のご紹介 

   【From Kobe  2016年9月  初秋 】                         fkobe1609.pdf 

          1. 9月 初秋の便り 青空を吹きわたる爽やかな風に気分も新た 

     2. 地球の気象異変をわが身のものとして 考えよう!!  

   【From Kobe  2016年10月 里の秋  】                       fkobe1610.pdf 

          1. 10月  里の秋の便り 胸膨らませ、今を元気にと 

   【From Kobe  2016年11月  秋桜の秋 】                    fkobe1611.pdf  

     1 .秋桜便り １１月 秋桜便り 道端のコスモスにふっと顔を寄せる  

 2. 神戸港で 深海調査船「しんかい 6500」とその 母船「横須賀 」一般公開 

     【From Kobe  2016年12月 Merry Christmas !! 2016 師走】        fkobe1612.pdf  

     1. 12月 Merry Christmas !! 2016 師走の便り 

     2. この世界の片隅で 久しぶりに映画「この世界の片隅に」を見て  

  

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/2016mutsu/fkobe1602.pdf


 

 １月 年の初め 迎春の便り                  

1. 2017年激動の時代   

歳をものともせず、乗り切ってゆきましょう 

2. 2017年 1月 17日 神戸淡路大震災記念日 

3. ２０１６年和鉄の道を振り返って  

4.「平和を そして国を考えよう」 2017  

5. 今月の home page 更新記事 

 2月 如月 春迎えの便り                      

1. ２月が近づくと気になる［鬼］のこと 

2. 私の春迎え 

(1)長田神社 節分の鬼 2017  

(2)尼崎大覚寺の節分 身振り狂言「大物之浦」 

 3. 須磨妙法寺大歳神社 翁の舞 

4. 今月の home page 更新記事 

 3月 弥生 3月 神戸の春便り  春を探しに                    

1. 陽光と霞が交錯する春の須磨の海 

2. 菜の花が満開に近くの神戸総合運動公園の丘 

3. 孫たちが駆けてゆく  

伊川谷森本さんちの朝採りイチゴ 

4 庭先で咲き出した春の草花 冬あやめ・サクラウ  

エンドウ・ツタンカーメンの豆 

5.  今年は不漁? 「いかなご新子漁」3月7日解に 

     西神戸の春の風物詩「いかなご新子漁」とくぎ煮 

  6.  3.11.東日本大震災と原発事故の記念日を前に 

 7. 今月の home page 更新記事 

  4月 春うらら 待ち兼ねた春 神戸の春便り     

1. 2017年春爛漫「桜」                         

満開の花をつけた枝を精一杯広げる一本桜        

 人それぞれに思い出がある                   

2. 2017年春爛漫 神戸の春到来 2017        

 早春から待ちかねた春へ                                                                   

3. ４月１６日Happy Easterわが身を振返って 

4. 今月の home page 更新記事                  

  5月 薫風 新緑の便り   

1. 薫風５月 新緑  いかがでしょうか… 

ミツバツツジの花言葉「節制」「平和」 

 

2.  2０１７ 一本桜 * カタクリの花 

3.「いいから いいから」  

   絵本作家長谷川義史の世界展の紹介 

4. ５月３日 憲法記念日に 

5.  2017 石楠花 (速報) 

6. 今月の home page 更新記事 

 8月 ひまわりの夏 盛夏 夏便り            

1. 盛夏 厳しい夏の到来  いかがでしょうか… 

2. 夏の朝の楽しみ 「朝顔」 

3. 今年も夏の高校野球の応援で夏が来た!! 

4. 初夏の味覚 トウモロコシの髭 

5. 海の記念日 7月 15日 帆船パレード 

6.  8月 平和を願って 広島原爆資料館で  

7. 今月の home page 更新記事 

  10月 秋便り 彼岸花の花が里を飾る秋    

1. 彼岸花の咲く秋 小さな秋を探して 

2. 10月 若者たちが日本の突破口を開け!! と 

3. 秋の空に映える白鷺城 

4. 昭和レトロの看板満載の町屋  穂の街で 

5. 天ケ瀬ダム 轟音を轟かせて一斉放水 

6. 神戸の里山 白川の里を飾る彼岸花 

7. 今月の home page 更新記事 

  11月 秋便り < 街も野山も紅葉が彩る秋       

1. 11月秋便り 街も野山も紅葉が彩る秋 

2. 神戸勝手気ままな毎日walk  紅葉  

3. 横尾山北斜面を真っ白 兵庫県花「野路菊」 

西神戸の小さい秋 須磨横尾道 のじぎくの丘 

4. 天空を行く登山鉄道 神戸電鉄  

5. 老いを元気に 高齢期の幸せづくり  

 家森幸雄先生の健康講演と桂福丸さん落語で 

6 今月の home page 更新記事 

  12月 Merry Christmas!!   2017年師走     

1. 2017年Merry Christmas!! １２月 師走   

2. 2017年和鉄の道を振り返って        

3. 師走 盛りは過ぎたが、京都の紅葉も  

4. 今月の home page 更新記事

四季折々【16】 2017 

    ■■  四四季季折折々々  MMuuttssuu      MMoonntthhllyy  神神戸戸便便りり  【【1166】】  22001177      mmuuttssuu22001177..ppddff  

 ■ 神戸で 思いつくまま  From Kobe      【16】  2017  kobe2017.pdf  

■■  四四季季折折々々  MMuuttssuu      MMoonntthhllyy  神神戸戸便便りり  【【1166】】  22001177    mmuuttssuu22001177..ppddff 

 



■ 神戸で 思いつくまま  From Kobe 【16】  2017  kobe2017.pdf 

【from Kobe 2017年1月  年賀 】                   fkobe1701.pdf 

 年の初めに 激動の時代 歳をものともせず、乗り切ってゆきましょう  2017.1.1. 

◆ 日本人の心の故郷 「縄文」・日本の国土・海を豊かにしてきた「鉄」に思いをはせて 

【From Kobe  ２月 如月 春迎え】                                       fkobe1702.pdf                                                                              

春迎えの便り 元気に春を探しに    2017.2.5.             

◆アメリカ トランプ大統領の政治にとまどっています。 日本もそれにそまるのか・・・ ] 

        ◆激動の時代 刹那の SNSは本 当に民意ツールなのか??  

SNS武器に振り回す政治のこわさ  今一度立ち位置をしっかりと                                                                                                                                                    

【From Kobe 弥生3月 春が生まれてる】                                 fkobe1703.pdf 

弥生3月 春便り ここちよい風に 春が生まれてる  2017.3.5.      

◆尼崎港周辺の工場街の夕・夜景を見に行く 2017.2.19.  

「鉄の町 工都尼崎」のにおいが残る工場街 その歴史・産業遺産をもっと大事に                                                                                                                                                   

【From Kobe 4月 春爛漫】                                                fkobe1704.pdf 

 4月 春うらら 待ちかねた春到来 神戸春便り  2017.4.              

● 春うらら 待ちかねた春到来 神戸春便り  

● 森友問題 ぶれている国会の「忖度」論議に 縄文の他利の精神を重ねて 

【from Kobe  ５月 薫風】                                                  fkobe1705.pdf 

薫風５月 新緑の神戸便り 2017.5.5                                  

● 薫風５月 新緑の神戸便り 

● 5月3日 憲法記念日に 平和憲法と立憲主義(新緑の神戸便りより抜き出し file) 

●「いいから いいから」長谷川義史の世界展の紹介(新緑の神戸便りより抜き出し file) 

【from Kobe  8月盛夏 ひまわりの便り】                                   fkobe1708.pdf 

8月盛夏 2017 ひまわりの便り 2017.8.1.  

● 2017 ひまわりの便り 

● PDF Photo 原爆資料館 & オバマさんの折り鶴 

      ● 原爆資料館 映像展示資料 原爆を投下された広島 

【From  Kobe  彼岸花の咲く秋 】                                           fkobe1710.pdf 

2017年秋だより 彼岸花の咲く秋 小さい秋を探して 2017.10.1.   

1. またぶつぷつと 気がかりは平和 そして 日本活性化の道が見えぬこと 

2. 秘湯 含鉄-ナトリウム-塩化物強塩温泉「クア武庫川」  

   まったく火山も何もない平地に沸く天然かけ流し太古にルーツを持つ赤湯の秘湯 

3. 神戸近郊で   秋到来を告げる彼岸花 里の秋2017   

◎神戸の里山 白川の里を飾る彼岸花      

◎お彼岸の墓参りで出かけた京都  大原の里を彩る彼岸花  

◎神戸近郊で小さな秋を探して 秋だより  秋の空と海 

【From  Kobe  2017年１１月  秋便り】                                  fkobe1711.pdf     

秋便り  街も野山も紅葉が彩る秋     2017.11.15.                                  

1. １１月 秋便り  街も野山も紅葉が彩る秋   神戸須磨界隈 

2.  神戸製鋼のトラブルに思いをはせつつ 世界流と日本流  

技術立国日本がどんどん取り残されてゆく 国際規格 ISOをどうとらえるのか 

3.「今に生きる縄文」そんな思いで出会った久しぶりの縄文のビーナス・女神たち 

【From Kobe   12月..】 Merry Christmas!!                          fkobe1712.pdf 

「Merry Christmas!! 師走の街で」         2017.12.15. 

● 収録 おもしろセミナ−高齢期の幸せづくり  家森幸男先生講演  「食で作る長寿力」   

         【和食で作る若い血管維持 + 1日 8000歩 軽い汗かき 30分健康Walk 】 



 

 

 

四季折々【17】 2018 

    ■■  四四季季折折々々  MMuuttssuu      MMoonntthhllyy  神神戸戸便便りり  【【1177】】  22001188      mmuuttssuu22001188..ppddff  

 ■ 神戸で 思いつくまま  From Kobe      【17】  2018  kobe2018.pdf  

■■  四四季季折折々々  MMuuttssuu      MMoonntthhllyy  神神戸戸便便りり  【【1177】】  22001188    mmuuttssuu22001188..ppddff 

 



 



 

■ 四季折々 Mutsu  Monthly 神戸便り【18】 2019   mutsu2019.pdf 

         Home page更新時の top pageを集めて収録しています 

  

 

       1月年賀 迎春の便り        

1. 迎 春 

2. 心の故郷「縄文」 そして「鉄」に思いを寄せて 

3. 1.17. 阪神淡路大地震 忘れまい 忘れない 

ルミナリエの灯とともに 

4. 老齢の身 厳しい激動の時代 お互い笑顔で 

5. 今月の更新記事リスト 

   2月如月 福は内 鬼も内             

1. 春迎え 複は内 鬼も内 

2. 神戸の鬼・仲間の鬼 動画&Photo収録・ 

3. 寒い冬の一日 ひだまり ほっこりと 

4. シアノバクテリアが作った大気酸素の時間軸 

5. 冬の夕暮れ 明石大橋に沈む夕日 

６．今月の home page 更新記事 

    弥生３月 春はすぐそこに !!       

1. どこかで春が生まれてる 新しい時代に向かって 

2. 西神戸の春を知る梅見  今年は梅につぐみ 

3. 西神戸の春の味覚 伊川谷森本さんちのイチゴ 

4. 和鉄の道・風来坊・四季折々2018の製本 

5. 今月の home page 更新記事リスト 

     4月桜満開 春爛漫               

1. 4月21日 Happy Easter 

2. 新生の息吹に満ちる神戸の春  一気に華やぐ 

３．春の息吹 スライド動画で 

   ◎日本各地の里の一本桜 

   ◎２０１９年神戸の春のphoto Album 

4. 尼崎城オープン 

5. 和鉄の道 今月のトピックス 

   トルコで世界最古の鉄 ヒツタイト鉄起源説に一石 

  人工鉄・製鉄技術の起源 &  

西ユーラシア大陸を結ぶ《Metal Road》を探る 

6. 今月の home page 更新記事リスト 

   7月 遅れた梅雨から酷暑の夏へ     

     経験したことのない初夏 

1. 7月のはじめ 夏の歳時記 

   京和菓子「水無月」& 半夏生 

2. 梅雨時のもやもやをふっとばす入道雲 

3. インターネット暗号化処理対応 

 

 

 

4. 和鉄の道 トピックス 

 徳島で出土の弥生中期末・後期の大交易拠点 

生産工房集落 加茂宮ノ前遺跡 

5.  今月のhome page 更新記事リスト 

        8月 ひまわりの夏                  

ひまわりの夏到 

【動画】東播磨 小野市ひまわりの丘 & 西播磨  

古代たたらの郷のひまわり畑を訪ねる  

体調変化に気を付けて  

この厳しい夏を乗り切りましょう 

   9・10月  Happy Autum  秋迎え          

1. 2019西神戸・東播磨田園 秋の風物詩 

2. 夏から初秋へ 入道雲から秋雲へ 

3. 今月の和鉄の道 トピックス 

  弥生時代後期に淡路島や阿波で出土した鍛冶工房 

「卑弥呼・初期大和王権国造りに繋がるのか?」 

4. 今月の home page 更新記事リスト 

  11月 Happy Autumn【2】              

秋桜 2019 秋 まっ盛りに 

1.ラグビーワールドカップの試合にかじりついて 

2.深まりゆく秋の風物詩 秋桜 

3. かつて関西で盛んだった綿花栽培 志方の里で 

4. 今月の和鉄の道 トピックス 

旧東海道 京都三条通 粟田口 

謡曲「小鍛冶」に謡われる鍛冶伝承地を訪ねる 

5.  今月のhome page 更新記事リスト 

   12月 2019師走の便り           

1. Merry Christmads!! 

2. 神戸ルミナリエ  まばゆい希望の灯 

3. 秋の終わり 横尾山腹を真っ白に野路菊の丘 

   毎年の秋送り 荷窯を悼む 

4. 師走のニュース 日本の現状に不安がよぎる 

5. google 音声翻訳機 もう20年早かったら 

6. 今月の和鉄の道 トピックス 



 角田徳幸氏著「たたら製鉄の歴史」紹介を兼ねて  

 たたら製鉄始まり 私の謎 砂鉄は海を渡ったのか? 

７. 今月の home page 更新記事リスト 

 

■ 神戸で 思いつくまま  From Kobe【18】2019  kobe2019.pd

【From Kobe 1月 年賀 年の初め】   

2019年激動の時代に 希望を膨らませ、心も新た 今を元気に         fkobe1901nenga.pdf  

 ◎ 収 録   心の故郷「縄文」と「鉄」に思いを馳せて                   ( h3101nenga.htm ) 

【From Kobe 2月 如月 節分 神戸便り 】                 fkobe1902.pdf  

春迎え 2019 「福は内 鬼も内」  

 ◎ 収 録  

1. 日本各地に伝承されている鬼 鬼にされた愛すべき仲間の鬼たちに思いを寄せて  

   2. 朝日デジタル 最近の縄文の捉え方に警鐘をならす編集委員・宮代栄一氏の記事    

「エコロジカルな縄文人」とのイメージについての記事に接しての Iron road 発信の私の思い 

【From Kobe 弥生3月  春の足音がすぐそこに】              fkobe1903.pdf  

 どこかで春が生まれてる       

 ◎ 収 録  「平成の３０年間、日本は敗北の時代だった 敗北日本、生き残れるか」 

経済同友会代表幹事  小林喜光氏 < インタビュ >記事 転記ご紹介  

2019.1.30朝日新聞朝刊オピニオン欄 掲載記事 平成から新しい時代に向かって  

【From Kobe 卯月4月 待ちかねた春 さくらと共に春爛漫】                  fkobe1904.pdf  

   野山・海も街・里そして人も 新生の息吹に満ちて  

  新しい出会いと出発に日々あらた 平成最後の春を元気に!  

    ◎ 再収録 平成から令和へ 新しい時代に向かって  

      小林喜光氏 「平成の３０年間、日本は敗北の時代だった 敗北日本、生き残れるか」 

【From Kobe 7月 神戸便り 遅れた梅雨のはじまりから酷暑の夏へ 】           fkobe1907.pdf  

遅れた梅雨の中で迎えた 7月 神戸便り  2ケ月ぶりの更新 お元気ですか!!  

 経験したことのない初夏 目まぐるしく変わる気象変化に負けぬよう  

◎ 収 録  高度成長を支えた鉄鋼住金の名が消えた 

【From Kobe 8月盛夏 2019ひまわりの夏 】                                 fkobe1908.pdf  

2019ひまわり夏 2019雑感 

今年も田園一帯を真っ黄色に染める元気なひまわりに出会ってきました。  

異常気象をひしひしと感じる今年の夏   

参議院選「嘲笑する政治」この夏 一番 私に響いた言葉 朝日新聞 2019.7.7. 

【From Kobe 9 & 10月 初秋 Happy Autumn 】                fkobe1909.pdf  

10月 初秋の便り Happy Autumn  From Kobe  

 ◎ 収録新聞記事  朝日新聞 ２０１９．９.27.朝刊 天声人語・オピニオン&フォーラムより  

    理念も目標も失いいまだに高度成長期の流れにしがみつく日本   

国民に何も説明せず、みくだす横暴な仲間政治 これでよいのだろうか…  

【From Kobe : 11月 秋便り】                                               fkobe1911.pdf  

11月 秋便り Happy Autumn【2】From Kobe  

 ◎ 収 録 この秋に思うこと 色々 この秋 何度か耳にした情報  

   多重・多様化をキーワードに《柔軟な社会造りへ舵を切る》  

【From Kobe : 12月 師走の便り】                                          fkobe1912.pdf  

12月 師走の便り 12月 令和元年師走の便り色々あった 1年 また来年  

  ◎ 収 録   師走の今 本年を振り返って 心に響いた言葉   

http://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/h3101nenga.htm#◆年のはじめに「縄文」と「鉄」に思いを馳せて
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019mutsu/fkobe1902.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019mutsu/fkobe1903.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019mutsu/fkobe1903kobayashi.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019mutsu/fkobe1910.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019mutsu/fkobe1910asahi.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019mutsu/fkobe1911.pdf
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■ 四季折々 Mutsu  Monthly 神戸便り【19】 2020   mutsu2020.pdf 

         Home page更新時の top pageを集めて収録しています 

    

 

   1月年賀 迎春の便り            

1.迎 春 

2.心の故郷「縄文」そして「鉄」に思いを寄せて 

3. 1.17. 阪神淡路大地震 ルミナリエの被 
4. 兵庫県花「のじぎく」2019仲間を偲ぶ秋送り 

5. 今月の更新記事リスト 

   2月如月 福は内 鬼も内             

1. 春迎え 複は内 鬼も内 春はもうすぐそこに 

2. 節分の鬼に思いを馳せて 災い祓い   

3. 早春 須磨梅見 Walk   網敷天満宮& 須磨離宮 

4. 西神戸玉津田中遺跡 縄文・弥生人共生の痕跡      

5. 和鉄の道 今月のトピックス 

  2019和鉄の道・風来坊・四季折々 収録 

6. 今月の home page 更新記事 

 3・4月 美しい春 毎日 walkに春を探す      

 コロナウイルス蔓延の厳しい春に           

1. 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春 3月  

2. 4月12日 Easter 

春の草花は みんなの応援歌 

３．久しぶりにアーモンドの並木へ 

4. 参考 新型コロナウイルスの情報サイト 

5. アルバム 日本各地で郷を見下ろす一本桜 

6. 和鉄の道 今月のトピックス 

 鉄の起源 & ユーラシア大陸東遷の道 

愛媛大国際シンポ 聴講記録集成収録 

電子 Book Eurasia Iron Road   

7. 今月の home page 更新記事リスト 

   7・8月 2020夏 神戸籠りの中で                     

1.2020 神戸籠りの中で 

2.もう飽き飽きの家籠り From Kobe 7月より 

互いに非接触の暮らし方  安直な情報評価一辺倒? 

3. 参考 新型コロナウイルスの情報 

未曾有の状況下でどう考え、どう判断すべきか 

4.朝顔の初咲 毎朝が楽しみに  

5.2020.8月 命は宝  

今一度立ち止まって平和な暮らしを考えよう 

6.和鉄の道 トピックス 

視聴記録&画像NHK アイアンロード～知られざる

文明の道～後編「激闘の東アジア 鉄は日本へ」 

「鉄のユーラシア大陸東遷の道」 

鉄のイノベーションが社会を世界を変える 

7.今月の home page 更新記事リスト 

 9・10月  2020秋  3密行動規制の中で        

1.実りの秋 爽やかな風を胸一杯吸い込んで 

今日も一日 Good Day!! と 思いを仲間にも 

2.毎日散歩の楽しみ いつも元気をもらう樹  

大歳神社の大楠 & 狭い縦走路に立つウバメガシ 

3.何一つ変わらぬ飽き飽きの年寄りの仲間政治 

「同調圧力・科学的思考の欠如」美辞麗の無責任 

4.私の神戸秘境駅 神鉄鵯越駅 

5.東播磨初秋の風物詩 酒米の郷に酒蔵の旗  

6.今月の和鉄の道 トピックス 

・天空に浮かぶ竹田城と但馬朝来 竹田郷の里の秋  

 ・弥生時代後期に淡路島や阿波で出土した鍛冶工房 

「卑弥呼・初期大和王権国造りに繋がるのか?」 

7.今月の home page 更新記事リスト 

  11月 猛烈なスピードで秋が駆けてゆく               

1. スクラム組んで笑顔で毎日を 

2. 神戸・東播磨 田園の秋景色 2020  

黄金色の田園を彩る彼岸花・そばの花・コスモス 

3.秋の夕日が素晴らしい  

収録 「相手の心と通じ合う」これがヒューマン 

4.今年は柿が豊作 秋の話題が豊かに  

5.今月の和鉄の道 トピックス 

6.今月の home page 更新記事リスト 

   12月 師走                  

1.Merry Christmads!! コロナ収束はみんなの願い 

2.2020紅葉  丹波の高源寺&和田山中央公園メタセコイア 

3.私の秋送り 横尾山散文 野路菊の丘 

4.CoolJapan  今世界の若者が評価する「IKIGAI」と「EMOJI」 

5.淡路島 弥生山間地集落の中心舟木遺跡が国の遺跡に 

6.最新の兵庫県 感染状況の推移  

7.今月の和鉄の道 トピックス 

 縄文晩期(弥生早期)関西の水田稲作が始まった 

かつての猪名川河口地域Walk 

8..今月の home page 更新記事リスト 



   

■ 神戸で 思いつくまま From Kobe【19】 2020  kobe 2020.pdf 

 

 

 

 

1.【From Kobe 1月 年賀】  2020年 迎春 年の初め                             fkobeR020nenga.pdf 

  日本人の心の故郷「縄文」・そして太古から国土・海を豊かにしてきた「鉄」に思いをはせて   

  地球46億年 鉄の惑星地球  この激動・変革の時代に新しい姿を見せる「鉄」に希望を託す  

    ◎ 和鉄の道・Iron Road 「閃光」と「肌光」鉄のまばゆい輝きに希望を託す 

2.【From Kobe  2020 早春2月 春迎え】春はもうすぐそこに】             fkobeR0202.pdf 

  ● 収録  嬉しい春の訪れ、気にかかるは我が身の健康と地球温暖化のこと 

3.【From Kobe  2020 3月 神戸の春便り 】 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月     fkobeR0203.pdf 

   ● 収録  弥生3月   新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月 Photo Album 

4.【From Kobe  2020 4月  令和２年 新しい門出とで合いの春 】                fkobeR0204.pdf 

  ２０２０年４月春 コロナウィルス蔓延の厳しい春に                   fkobeR0204B.pdf 

    ● 収録A  1. 神戸の桜2020 中央区宇治川添いの桜並木 & 須磨板宿 妙法寺川岸 桜のトンネル   

               2. 正確なコロナウイルスを知るために 知人が送ってくれたyoutube アニメ動画    

                  Youtube Kurzgesagt In a Nutshell「CORONA VIRUS」コロナウィルス あなたは何をすべきか  

                 https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q 

  https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY&t=17s&app=desktop 

● 収録 B コロナ理解私見【参考まで】「みんながみんな接触数8割削減でコロナ終息へ」 

5.【From Kobe  ひまわりの夏 2020 】 2020.7.20   

  ひまわりの夏 新型コロナウィルス蔓延の中で                           fkobeR0207.pdf 

● 収録 ■ 5月中旬・6月のコロナ禍の中で 神戸籠り by Mutsu Nakanishi  

           ■ 2020.7.10. 梅雨の末期 各地で集中豪雨災害 お見舞い申し上げます 

6.【From  Kobe  2020秋 】実りの秋 爽やかな秋の風を一杯吸い込んで 2020.9.22.   fkobeR0209.pdf 

   ● 収録 ■ まだ続くのか? 年寄り仲間うち内閣もううんざり朝日も皮肉った紙面満載!! 最近の風潮に疑問一杯 

「知恵の学び・行動を軽んじ、自ら考えることを放棄し 通信・情報・AI そのものに頼ろうとする」 

■ 余計なお世話ですが、カード頼りの通帳記載せぬ危うさにご用心   

              ドコモ口座事件 わかりやすいと感じたインターネット解説 鈴木貴博：百年コンサルティング代表 

               ドコモ口座パニック拡大、他人事ではない「本当に怖い落とし穴」より  2020.9.18. 

                                  https://diamond.jp/articles/-/249070 

7.【From Kobe  秋11月 コロナ禍の中で】秋が猛烈なスピードで駆けてゆく 2020.11.1.     fkobeR0211.pdf 

2020年の秋を明るくしてくれた秋の草花  秋11月 コロナ禍の中で  季節の便り届けます  

   ● 収録 1 コロナ禍の中で見えたインターネット・通信にははびこる無責任   

               無責任な通信・SNSなど通信仲介業に仲介責任がとえないのか?  

            2 政権交代一か月 新聞等を読んで もう老練政治家から若者へ政治をわたしては・・  

               老練が負け惜しみで口にするパワーも知恵も・スピードも  

                 それに裏付けられた判断・直観力も若者はみんな持っている  

8.【From Kobe 12月 コロナ禍の中で】コロナウィルスの猛威が止まらぬ師走 2020.12.5.  fkobeR0211.pdf  

 2020 12月 師走 コロナ禍の中で  コロナ収束の道はみんなの願い 季節の便り届けます  

     街も人も「3密」防止の行動規制に取組んで 平常の日々と変わらぬコロナと向き合う師走です  

   ●  収録 コロナ感染者急増の3波襲来の中で、もう一度基本を問い直そう  

https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q
https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY&t=17s&app=desktop
https://diamond.jp/articles/-/249070


 

2021 四季折々 Monthly    目 次   mutsu2021.pdf 

Home page更新時の top page Monthly pageを集めて収録しています 神戸便り【20】 

  

 

  1 月 年賀 2021 年 迎春 年の初めに   2020 年を振り返りつつ 新しい年に思いをはせて   

 

                           2021 2月 春迎え 春の足音                          

    

                                      弥生3月 春の訪れ 元気出してゆこぅ                                    

 

                          4月 春爛漫  神戸の春 桜便り                           

   

                新緑 5月の風 うまい空気を胸いっぱい 厳しい春を前向いて                  
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  6月 梅雨の始まり  厳しい新型コロナ蔓延 わが身大事で 梅雨を乗り越えましょう     

 

                       ７・８・9月極暑・コロナ禍の厳しい中を 踵骨折 入院・リハビリ生活                        

  

                                  10月 真っ青な空 秋の草花が里を彩る里の秋                                  

    

し  

              11月 & 12月の始まり  深まる秋から冬へ  秋送り   師走の足音も                 

 

2021年総括 コロナ禍の中で  home page 和鉄の道・Iron Road を振り返って 

                        

 

 



四季折  々 【From Kobe・思いつくまま 神戸便り 】 From Kobe    kobe2021.pdf 

 

コロナ禍 神戸籠もりの中で 疲弊する暮らしに想いをよせつつ  8件 

1【From Kobe 1月 年賀】 2021年 迎春 年の初め  2021.1.1. 

  まだ見通せぬコロナ禍の中で  新しい年に思いをはせて  笑顔が取り戻せるよう 

  明日への思いを託して  みんなでスクラム組んでがんばろう!  

  ◎和鉄の故郷 Iron Road  鉄の惑星地球   2020年を振り返りつつ 新しい年に思いをはせて 

2.【From Kobe２月 春の足音】  春の足音春迎え 春はもうすぐそこに   20212.5.   

  収録 2050年カーボンニュートラル   またぞろ外国頼みの周回遅れをたどるのか…  

3.【From Kobe  弥生3月】須磨の春  春の訪れ うまい空気を胸一杯  

   収録 ■ポストコロナへ 輝きを取り戻せ日本  ぬるま湯日本のつけ?  

        ■最近の新聞記事より  これでいいのか?日本 

4【 From Kobe 4月春爛漫】神戸の春 桜便り  

  収録 コロナ禍の中で 久し振りに野球とバスケの話題  

         神戸新聞正平調に田辺聖子さんのトラキチファンの話が取り上げられ、懐かしく 

5【From Kobe 新緑の5月】新緑の神戸の春便り 新型コロナ蔓延 神戸籠りの中で とにかく元気です  

  収録 コロナ禍の中で どうなる日本  

       1. 大音響約800m の五輪PR 隊  聖火ランナーは脇役か?  

       2. .ポストコロナの日本 元京大総長 山際寿一氏のオピニオン  

       3.. 胸に輝く“カラフルなドーナツ型バッジ”の正体 

6【From Kobe 6月梅雨】6月梅雨時の神戸便り コロナ禍の中で迎えた梅雨の絶景  2021.6.5.   

     神戸籠りの中 風来坊 勝手な梅雨時のPhoto 記録ですが 心やすめになれば  

   収録 大坂なおみさんの会見拒否に縄文の世界遺産登録を重ねて 最近の気になった新聞記事より  

         今人が人として一番大事なことを思い起させてくれた  コロナ禍の中で  

       参考1.【2014.6 月From Kobe】「利他的精神」について  朝日新聞天声人語より   

                競争社会から成熟社会へ 日本に必要なのは「心の優しさ」では  

       参考2. <NHK 取材班「Human」 視聴・購読メモ>  「なぜヒトは人間になれたのか」  

              1. 視聴・購読メモ 「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」   

               2. 補足メモ 人間を人間たらしめているもの「分かち合う心・通わせる心  

7.【 From Kobe 深まりゆく秋】  10月 新型コロナも収束の兆し   

     HP3ヶ月ぶりの更新 神戸の秋便り 2021秋迎え 稔りの里を飾る秋の草花     2021.10.5.  

   収録 コロナ禍の中で   追悼経済評論家 内橋克人さんご逝去   

行き過ぎた市場経済主義に警鐘 ブレることなく人重視を貫く  

     参考  ■【2021年10 月 From Kobe】  

              内橋克人さん逝去に想いをつのらせて 想いだすままに  by Mutsu Nakanishi  

               添付「和鉄の道- from Kobe」に掲載紹介してきた 内橋克人氏の記事リスト 

8. 【 From Kobe 11月 & 師走へ】 深まり行く秋から冬へ神戸の便り  2021.11.1.-11.20. 

   ま真っ赤に色づいた街 コロナ禍の中 やっと収束の兆し ポストコロナの新時代 

      ポストコロナを見据えて いろんな事がありました  

     「何も変わらぬこの閉塞感と不安感。心地よい、ゆでガエル状態」 

         今一度２０１９年３月に掲載した小林喜光氏の指摘に耳を傾けよう 

     収録 ポストコロナの時代の模索が始まっています  

             我々一人一人 今何をすべきなのか・・・・・ 

9. 【From Kobe  師走 2021年本年の締め】Merry Christmas!!  一年ありがとうございました 

   ポストコロナ 低炭素社会構築へ 大変革とコロナからの復興へ 激変の時代を前向いて  
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  1月 年賀  迎春  年の初めに   コロナ禍の中で  一年を振り返って                                    

  ２ 月 如月  神戸籠り近況の便り コロナ禍の中で  もうすぐ春が・・・・・                                    

  弥生  ３月  ロシアのウクライナ侵攻 NO WAR  神戸の春便り 毎日の須磨 walk                      

  4月 春爛漫から新緑の５月へ  芽吹き・桜から新緑へ 素晴らしい里山の春                               

  6月 梅雨入り目前 神戸便り   新緑が素晴らしい季節に でも先が見えぬ厳しい世相                    

  7月 初夏 神戸紫陽花の便り   期待の膨らむ７月になりますよう                                        

  8月 盛夏 ひまわりの夏        酷暑・大気不安定・コロナ感染爆発  変革・混乱の渦の中に                 

  9月 爽やかな秋の始まり      たたら製鉄と日本の刀剣 蕨手刀からそして東北へ歴史をたどる                        

 10月 初秋 神戸便り 小さい秋を探して 東播磨を駆ける                                                            

 11月 深まりゆく秋 神戸コスモスの便り 美しい秋の夕暮れ そして サプライズ オリックスの優勝                

  師走 冬晴れ 澄み渡る大阪湾・播磨灘 色々あった一年 真っ赤な紅葉が美しい ゆっくり一年を振り返る    

 

  

 

毎月々の巻頭を飾ったページ 

ページ  
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   2022四季折  々 From Kobe  毎月々頭にあったことをメモ代わりにぶつぶつと 

 四季折々 【From Kobe ・思いつくまま 】 From Kobe    kobe2022.pdf 

         ポストコロナへ 低炭素社会実現への激動の社会変革の時代の幕開けにロシアのウクライナ侵攻 

                混乱が渦巻くコロナ禍３年目 疲弊する日本社会に思いを寄せて 

       From Kobe 2022  11件 老いをひしひしと感じる歳になりましたが、まだまた元気に前向いて  

1. 【From Kobe 1月年賀】 ２０２２年年の初め 迎春 

     高齢化が進む中で迎える「ポスト コロナ・低炭素社会の構築」 社会大変革の新時代の幕開け 

     みんながみんな 穏やかな暮らしが実現できるよう スクラム組んで新しい時代へ第一歩 前向いて 

    ◎  home page 和鉄の道・Iron Road 2021年総括  コロナ禍の中で一年を振り返って  

 2. 【From Kobe 2月 如月】  コロナ禍の中で 神戸籠り もうすぐ春が・・ 近況便り 

◎ ポストコロナで迎える新時代 激変過酷な厳しい時代だと皆が言う。  

70有余年の「気力-毎日毎日の思い-」が生きる力  ときには世話にもなりながら、頑張ろうと気分も新た 

「コロナ対策と経済・雇用の回復へ 暮らし・雇用・経済の復興」に並行してもう待ったなし 

「人類の危機地球温暖化の歯止め 低炭素社会への大転換」 

誰もが避けられぬ経験したことのない「令和の 社会・経済の激烈な再編の時代」へのターニングポイント 

高齢者には足がすくむ新時代 もう 自分の時代でないと知りつつも、 でも立ち止まっては居られない 

 3. 【From Kobe 弥生 3月】神戸春便り 毎日の須磨 walk  ロシアのウクライナ侵攻 兵庫から「NO WAR」 

      コロナ禍の中で、ロシアのウクライナ侵攻、無慈悲・悲惨な戦場が眼前に。戦闘の即時停止を!! 

       ◎ 春迎え 2022.2.28 神戸の春迎えの風物詩 いかなご新子漁と須磨離宮公園の梅   

      ◎ ２０２２年神戸の春のPhoto Album   

4. 【From Kobe 4・5月】 4月春爛漫から新緑の５月へ  芽吹き・桜が散って野山は一気に新緑へ  

◎  新生の息吹を胸一杯 素晴らしい里山の春を楽しむ 

収 録  1. 初めてみた残分0.00 逆転さよならの３点シュート バスケB2リーグ 西宮ストークス76-75仙台  

2. 飛行船が高倉山を越えていきました これも何年ぶりでしょうか・・・ 

 5. 【From Kobe 6月】 梅雨入り目前 新緑が素晴らしい季節に でも先が見えぬ厳しい世相 

      収 録 1. 仲間が送ってくれた懐かしい小冊子  優しい言葉が詰まっている 

           2. 中年化する就職氷河期世代 －非正規雇用５４０万人の衝撃-の驚き 

 6. 【From Kobe 7月】 初夏 神戸紫陽花の便り    期待の膨らむ７月になりますよう  

      収 録 1. 神戸新聞 桂文珍 落語見聞録 「茗荷宿」 

      収 録 2. 「立場の異なった人たちとつながる」  先が見えぬ日本 参議院選挙が告示  ６.２２.  

 7. 【From Kobe 8月】 ひまわりの夏2022  酷暑・大気不安定・コロナ感染爆発 変革・混乱の渦    

       ◎ 酷暑の夏を明るく爽やかにしてくれるひまわりと朝顔   平和を願って 思いも新た 

収 録  最近のインターネット記事より「低炭素社会構築のために」  

 8. 【From Kobe 9月】爽やかな秋の始まり たたら製鉄と日本の刀剣 蕨手刀からそして東北へ歴史をたどる       

収 録  経済評論家 内橋克人氏 没後一年   2022.9.5. 神戸新聞特集「内橋克人の歩いた道」転記  

 9.  【From Kobe 10月】 初秋 神戸便り 小さい秋を探して 東播磨を駆ける     

       収 録   鉄の街 尼崎  鉄のモニュメント設置後約半世紀 鉄鋼戦士の像と尼崎讃歌 

10.  【From Kobe 11月】 深まる秋 神戸コスモスの便り 美しい秋の夕暮れ そして サプライズ オリックスの優勝                

周囲はすっかり秋色  夕暮れはツルベ落とし 須磨のサンセットも素晴らしいコスモスの秋景色をスライド動画に 

11.  【From Kobe 12月 師走】 師走 冬晴れ 澄み渡る大阪湾・播磨灘 今年の紅葉がことのほか美しい 

Merry  Christmas ！！   God be with You！！  われらみんな地球人  一年を振り返りつつ 

     ■ 若者の時代到来を体現してくれたサッカー ワールドカップ この厳しい時代を生きる知恵 期待から確信へ 

        「あきらめない 一つになれば 奇跡は何度も起きる」 

     ■ うそをつかない「科学の眼」  若者たちへのバトンタッチを日本は急がねば 

      ■ 和鉄の道一年を振り返って  
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