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      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 
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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
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■ 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 】 
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■ 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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