
なかなか終息できぬコロナウィルス蔓延の猛威
お互い コロナにまけぬよう
体調変化に留意して God Be With You!!
我が身を励まして この危機を乗り切りましょう

2020.3.26. 神戸 中西

コロナウィルス蔓延
お見舞い申し上げます



新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月
2020神戸の春便り

皆様の気晴らしにでもなれば
２０２０.3.26. Mutsu Nakanishi ・・・・



※表示を「１日ごとの発表数」に切り替えると、新たな感染者数の細かな推移を
確認できます。
※「累計値」は各日24：00までのデータです。「１日ごとの発表数」は各日
「00：00〜24：00」でまとめています。

日本国内の感染状況（NHKまとめ）
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春節

春節

中国コロナウイルス大流行
武漢封鎖

中国コロナウイルス大流行
武漢封鎖

武漢へ
チャーター機

下船開始

国内感染者
日増しに増加

非常事自粛要請
専門者会議



実際の数字は全く予断許さず、
特に大都市都市圏はクラスター爆発の危機
高齢者には春到来と浮かれていられぬ命の危機が
続いている そんな受け止めを。
早く終息することを願っています



トップリーグ 神鋼 – キャノン戦
２０２０春 待ち兼ねた ラグビーシーズン到来

でも 満員の観客席はマスク・マスク
神戸総合公園でコロナウィルス・肺炎劇症化が
頭をよぎるのですが・・

コロナウィルス・肺炎劇症化が頭をみんなマスクをしているのにびっくり
ノー天気ではいられない 初めて自分も気が付いた高齢者感染の恐怖



コロナウィルス蔓延
お見舞い申し上げます

２０２０ 3月 高齢者には厳しい家籠り
なにか 明るい話題はないやろか…と

2020 ３月神戸からの春便り
ちょっとでも気晴らしになれば…



早春須磨の海 2020.2.28. 西六甲鉄拐山より

紀淡海峡を背に
須磨海苔 摘み取りの船が浮かぶ

紀淡海峡を背に 須磨海苔摘み取りの船が浮かぶ
早春須磨の海 2020.2.28.
例年だと 神戸の春を告げるイカナゴ漁の船が数多く見えるののですが、
今年はその姿なし。 また、神戸の街にもコロナウィールス蔓延の兆し
いつもとは違う 神戸須磨の早春
でも 須磨の海には名産須磨海苔摘み取りの船見える２０２０春の海



早春 須磨の海 2020.2.28. 西六甲鉄拐山より
確定申告も済 須磨網敷天満宮の梅も咲いて 孫の高校入試も決まり、 ホッと一息き
思いがけない鶯の初鳴きにも出会えました さぁ この春を楽しまねば・・・
そんな今年の早春に 劇症化するコロナウィルス 高齢の我が身を守らねば…
毎年春到来一番の春告げ行事 高校仲間の同窓会も苦渋の中止に
高齢の身に迫りくる切実な危険 また神西神戸の風物詩 いかなご新子漁も不漁という

なにか もやもやを吹っ飛ばす明るい話題はないやろか・・・・
まぁ 人のいない山歩きは許されるやろ…・と いつものwalkjngに
意外にも遠望が利く早春の須磨の海
今日は霞の中に四方の景色がよく見える 久しぶりの四方遠望にデジカメパチリと



早春須磨の海 2020.2.28. 西六甲鉄拐山より 東 霞の生駒山を背に神戸
の街

早春須磨の海 2020.2.28. 西六甲高倉山より 西 明石海峡



早春須磨の海 2020.2.28.
西六甲鉄拐山より 西 霞の中に神鋼加古川の高炉遠望



早春須磨の海 2020.2.28. 西六甲鉄拐山より
北 西神ニュータウンの背に神出の雌岡山と雄岡山が美しい姿を見せる



早春須磨の海 2020.2.28. 西六甲鉄拐山より
南 紀淡海峡を背に 須磨海苔 摘み取りの船が浮かぶ



早春須磨の海 2020.2.28.西六甲鉄拐山より
南 紀淡海峡を背に
須磨海苔 摘み取りの船が浮かぶ



早春須磨の海 2020.2.28. 西六甲鉄拐山より 久しぶりに一の谷を下る



西神戸に春到来を告げる菜の花
丘に登ったタイミングが良かったのか 例年になく素晴らしい

2020.3.3. 神戸総合運動公園の丘で



春到来 菜の花
2020.3.3. 神戸総合運動公園の丘で



春到来 菜の花 2020.3.3. 神戸総合運動公園の丘で



春到来 菜の花 2020.3.3. 神戸総合運動公園の丘で



春到来 菜の花 2020.3.3. 神戸総合運動公園の丘で



クルーズ船感染者対応がなかなかうまくいかぬ中で
次々と街も自粛ムード イベントが中止 火が消えたように…
そんな中 3月19日 コロナウィルス専門者会議 日本国内のコロナウィルス
蔓延が大変な事態に。特に高齢者には厳しいとのコロナ非常事態宣言
学校も休校になり、次々発せられる商況に空気が一変。
我が身に迫る危機にのんきにはおれぬ 家族も仲間もみんなみんな・・・・
公共機関・人込みは避けて今は家籠りと。



※表示を「１日ごとの発表数」に切り替えると、新たな感染者数の細かな推移を
確認できます。
※「累計値」は各日24：00までのデータです。「１日ごとの発表数」は各日
「00：00〜24：00」でまとめています。
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コロナウイルス蔓延で３月２日 遂に一斉臨時休校に

非常事態
専門者会議



2020春 大朗・祐森・祥麻
下鴨に泊まって京都合宿 2020.3.11.-3.12.

コロナウィルスをふっ飛ばして
飛び出せ 元気一杯

恵奈 大学 3回生に 新成人になりました
大朗 市尼 体育科へ
祐森 4年生に
祥麻 一年生に

孫 みんな待ち遠しい春



幼稚園・学校の一斉休校で暇を持て余す孫たち
気分を変えて 家内の車で京都へ
家内の実家下鴨で 京都合宿



2020.3.11. 夜はゲームタイム UNOでスタート



2020.3.12. 下鴨神社境内のラグビー神社 鈴も賽銭箱もみんなラグビーボールの形



2020.3.12. 下鴨神社境内のラグビー神社 鈴も賽銭箱もみんなラグビーボールの形



2020.3.12. 賀茂川の土手を走る



2020.3.12. 植物園の芝生 鬼ごっこで走る 元気一杯



植物園の芝生で 植物園 春の草花展 2020.3.12.
春をいっぱい詰め込んだ草花 に気分も爽快



植物園 春の草花展 2020.3.12.



植物園 春の草花展 2020.3.12.



植物園 春の草花展 2020.3.12.



植物園 春の草花展 2020.3.12.



植物園 春の草花展 2020.3.12.



2020.3.12. 植物園横の賀茂川で



2020.3.12. 植物園横の賀茂川で ボール遊び

2020.3.12. 今日一日 駆けまわっ田一日 みんな元気一杯



2020.3.13.夕暮れ 車大歳神社から眺める車集落の田園地の奥 鵯越風早乗越

「今年は土筆取り行けなかった ちょっとでええから食べたいなぁ」
と家内か言う。
たしか 昨年すぐ下の車集落の田園地にも土筆出ていた気がすると
思い立てって ちょっと遅くなりましたが、車の田園地へ土筆探しに

車の田園地へ土筆探し 2020.3.13.夕



2020.3.13.夕暮れ 車大歳神社から眺める鵯越風早乗越と車集落の田園地

2020.3.13.夕暮れ 車の田園地で土筆をみつけました 今年初めてです



2020.3.13.夕暮れ 車大歳神社から眺める鵯越風早乗越と車集落の田園地



2020.3.18. 横尾山側より 馬の背から東山
須磨アルプス馬の背の縦走路

一向に収まらぬコロナウィールス 神戸籠りが続く中で
西六甲の縦走路に春を告げるミツバツツジが

もう咲き始めました
2020.3.18.



2020.3.18.午後 暖かな春の日差しに栂尾山の直登大階段を登る
明石海峡がキラキラ光って春到来



2020.3.18.午後 栂尾山の直登大階段上
もうミツバツツジが咲き始めました



2020.3.18. 馬の背の狭い稜線に人の姿が見える



2020.3.18. 鞍部への岩場を下る



2020.3.18.午後 栂尾山の直登大階段上
もうミツバツツジが咲き始めました



2020.3.18. 栂尾山の直登大階段上で
もうミツバツツジが咲き始めました



西六甲の縦走路に春を告げるミツバツツジが
もう咲き始めました

西六甲須磨アルプス 馬の背

コロナウィルス蔓延で家籠りの日々
久しぶりに須磨アルプス馬の背を歩く
縦走路に咲くミツバツツジにも出会えて
気分もハレバレ
早くコロナウィルスがおさまってほしい

2020.3.18. 須磨アルプス 馬の背
Mutsu Nakanishi



神戸の春 2020.3.19.

桜に先駆けて咲くアーモンドの花

東灘 魚崎運河沿いのアーモンドの並木道



2020.3.19.東灘 魚崎運河沿いのアーモンドの並木道で



神戸の春 2020.3.19.

桜に先駆けて咲くアーモンドの花
花言葉は「希望」



2020.3.19.東灘 魚崎運河沿いのアーモンドの並木道で



2020.3.19.東灘 魚崎運河沿いのアーモンドの並木道で



2020.3.19.東灘 魚崎運河沿いのアーモンドの並木道で

アーモンドの並木道の北に広がる市街地の背後に六甲の山並



2020.3.19.近くの住吉川の河口 東神戸の港
手前 阪神高速の橋 奥に六甲アイランドへ 渡る橋が見える



住吉川やアーモンドの花が咲く公園ではコロナウィルスで家に閉じ込められた
子供たちが 暖かい日差しに個々かしこでのびのびと



もう 春はすぐそこに
お互い コロナにまけぬよう
体調に留意して この危機を乗り切りましょう

2020.3.22. 神戸 中西



※表示を「１日ごとの発表数」に切り替えると、新たな感染者数の細かな推移を
確認できます。
※「累計値」は各日24：00までのデータです。「１日ごとの発表数」は各日
「00：00〜24：00」でまとめています。
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武漢封鎖

中国コロナウイルス大流行
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お互いコロナにまけぬよう この危機を乗り切りましょう

非常事自粛要請
専門者会議



一向に収まらぬ コロナウィールスの猛威
実際の数字は全く予断許さず、
特に大都市都市圏はクラスター爆発の危機
高齢者には春到来と浮かれていられぬ命の危機が
続いている そんな受け止めを。
早く終息することを願っています



妙法寺の若草の丘でもさくらが咲き始めました020.3.26.



妙法寺の若草の丘でもさくらが咲き始めました020.3.26.



新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月
2020神戸の春便り

勝手なスライドです
少しでも お役に立ちましたでしょうか・・・・

中西睦夫
スタンプ



神戸でも桜の花も咲き出して 春到来
お互い コロナにまけぬよう
体調変化に留意して この危機を乗り切りましょう

この便りをお届けする頃には 終息の兆しが見え、
笑みが戻りますように

2020.3.26. 神戸 中西

コロナウィルス蔓延
お見舞い申し上げます


