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何をするにも、
をするにも、今しかないとの思
しかないとの思いも強
いも強いこの頃
いこの頃、
好奇心と
好奇心と行動力さえあれば・・・・・と
行動力さえあれば・・・・・と。
さえあれば・・・・・と。
まだ はやい せくな
せくな老楽 これからよ
どこにいても「
どこにいても「思いはせる仲間
いはせる仲間」
仲間」がいる
それだけでうれしい
それだけでうれしい。
だけでうれしい。
無理せず
無理せず 体調に
体調に気をつけて!!
をつけて!!
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2014 年 四季折々
2014 年 迎春 「和鉄の
和鉄の道・Iron Road」
Road」

四季折々

2015.1.1.

鉄の故郷 たたらの島
たたらの島「種子島」
種子島」 鉄砲を鍛つ八板金兵衛 と 砂鉄の浜西之表市 鉄浜海岸
砂鉄の浜・たたらの島「種子島」を昨年 4 月に訪ねました

今できることを精一杯 毎日を笑顔で

平和で穏やかな一年になりますよう

皆様のご健康とご多幸をお祈りします
平成 26 年 元旦

“ Stay Young Day !! ”
1 月 あたらしい年の初め 好奇心さえあれば・・・と 前向いて
. 古希を迎え 「まだまだ早い せくな 老楽 これからよ」 の言葉に元気付けられています

2014 年 年初
今できることを精一杯 毎日を笑顔で
平和で穏やかな一年になりますよう
皆様のご健康とご多幸をお祈りします
平成 26 年 元旦
“ Stay Young Day !! ” 今できることを 精一杯
お互い笑顔で 前向き思考 元気で乗り切って行きましょう
病気や介護など幾多の苦難に立ち向かっている数多くの仲間へ
そして東北の人たちへ
いつも 思いをはせています。
忘れまい 忘れないで 暖かい希望の輪がつながっていることを
困難の中に居られる方々を 応援しよう!!
応援しよう!!
震災後 初めて ぱっと灯りがついたルミナリエの喜びは忘れない。
今年も 数多くの笑顔に出会えました
今 元気にくらしていることを感謝しつつ お互い元気で 日一日を笑顔で すごせたら
古希を迎え「まだまだ早い
「まだまだ早い せくな 老楽 これからよ」の
これからよ」 言葉に元気付けられています。
「無理せず 声掛け合って 毎日毎日を」是が一番。
そんな 新しい年のスタート ホームページ更新です。
今年は良くも悪くも これからの日本の方向がみえてくる。目が離せぬ一年
どんな道をたどるのか・・・・人任せ 頂点リーダーに頼らず、しっかり考えねば・・と
あたらしい年の初め 好奇心さえあれば・・・と

本年もよろしくお願いします。

2014.1.1. 神戸で

Mutsu Nakanishi

2013 ルミナリエの灯
1 月 17 日 阪神淡路大震災の
阪神淡路大震災の日を迎えます
幾多の
幾多の苦難を
苦難を乗り越えた思
えた思い一杯の
一杯の 喜びの灯
びの灯でもあります
今回も数多くの笑顔に出会えました。
今 幾多の苦難に立ち向かっている人々の上に
笑顔と人間復興の光りが 広く降り注ぎます様に。

神戸から
神戸から応援
から応援しています
応援しています !!

2013.12.13. 神戸ルミナリエで

★★ 今月の
今月の home page 更新記事 ★★
1.

2013 年和鉄の道 製本版
製本版 電子 Book
「和鉄の道」・「風来坊」・「四季折々」

2.

【和鉄の道・Iron
【和鉄の道・Iron Road】
Road】
2013 年和鉄の道 口絵

3.

【From Kobe 2014 年 年初】
2014 年 年の初めに 2014.1.

昨年 1 年掲載してきた記事をそれぞれ 1 冊に纏め上げ PDF 電子 Book を作成しました。
デジカメ写真を動画に作成できるようになり、最近はスライド動画を作成し、それを photo アルバムにして、 添付することが
多くなり、個々の項目それぞれのページ数が多くなり、また、大容量のファイルとなりました。

お許しください

昨年は種子島・屋久島を訪ねましたが、東北には行けず。 今年こそは 東北を訪ねねばと思っています。
また、古希を迎え、時代は大きな転換期の真っ只中
我々の知る大量生産・大量消費を御旗にスピード・効率・コスト低減の一極集中至上主義が破綻した今、
日本はどこへ向かうのか・・・ そんな中で、政治は相変わらずのていたらく。
益々数だのみの中央集権・村社会的発想を強め、即物的な対応に終始。 日本沈没の危機に直面している。
「おもてなし」の言葉の大合唱であるが「みせかけ」が幅を利かせ、「こころ」が失われている。
建て直しの key word は何なのだろうか 今年 1 年問い続けねば・・・・・と。
また、ご意見お聞かせください。

2014.1.1. from Kobe

Mutsu Nakanishi

2014 年 2 月

春待ちの
春待ちの便
ちの便り

まだ 冷たい「冬晴れの須磨の海」

2014.1.18.

この寒さの中での 名産須磨海苔の摘み取り作業

四季折々

2014. 2. 5.

須磨塩屋海岸で

まもなく この海で いかなご漁も始まります

待ち遠しい春
しい春 「はぁ～
はぁ～るよ こい は～やくこい」
やくこい」 2 月「春待ち
春待ち」のページです
のページです

春と冬とが引き合う今日この頃、霜柱が立った庭では 水仙が咲き始め、
遅れていた蝋梅の花が甘いほのかな香りを庭に漂わせています

2014.1.19.朝 私の住む須磨の街から眺める須磨アルプス周辺は雪景色

私の住む須磨の街は朝 一面の雪 「サクサクサク」久しぶりの雪道の感触がうれしい

2014.1.19.

日一日と春の足音が近づいてきますが、澄み渡る「冬晴れ」に 家に篭もってばかり入られない

≪ 冬晴れの街風景 ≫

家の中ではカニサボテンなどがが満開 家の中を明るく飾ってくれています

2014 年 2 月 春待ちの便り
“Stay Young Day !!” 今できることを 精一杯

お互い笑顔で 前向き思考 元気で乗り切って行きましょう

あっという間に 1 月が通り過ぎて、2 月になりました。
神戸では 忘れてはならない 1.17.阪神淡路大震災の記念日もおわり、 気持ちもちょっと軽くなって、
街中では華やいだ春節を迎えました。 やっと蝋梅がやっと咲き出し、「春待ち」といえるように。
寒さがこたえ、知力・体力の衰えを感じるこの頃 健康でいることに感謝しつつ、風来坊の毎日
仲間からの「お互い無理せず前向いて がんばろう」の声がうれしく、 闘病・介護・老化に正面から取り組ん
でいるいる多くの仲間たちにも 応援のエールを送りたい。
「毎年 3 月 7 日に出会おう!!」と連絡を取り合ってきた高校仲間のミニ 同窓会がある。 幾つになっても
童心に変えれる仲間はありがたい。 今年も誰に出会えるか 楽しみで「春待ち」のひとつです。
また、「鬼」が気になる 2 月 「福は内 鬼も内」 孫たちと豆まきせねばと・・・・
そんな 2 月「春待ち」のホームページ更新です
今年ももまた「ノロウィルス」に「新型インフル」が猛威。 ご留意ください。
2014.2.1 神戸で Mutsu Nakanishi

京都の街中の水族館

大水槽を泳ぐイワシの群れ スゴイ

京都駅の直ぐそば梅小路公園に大きな京都水族館ができて、多くの人でにぎわっている。正月休みの小 3 になる孫を連れて行
ってきました。
なんで、盆地の中の京都に魚など海の生物を集めた水族館やねん???とへそ曲がりの私ですが、大水槽の中を群れて泳ぐ「イ
ワシの群れ」に 大満足。 ・・
山口長門の童謡詩人金子みすずの詩「大漁」とそれを童
画に描いた中島潔氏の描いたシーンがそっくりそのまま眼
前に。 感激・感激で見入っていました。
また、化石としてしか知らなかった生きた化石「オウム
ガイ」がゆっくり目の前を悠然と泳いでゆく。
機会があれば お勧め。
どこにあっても 大人も子供も水族館は面白い。
ちょっと 大人目線が過度なのは最近の風潮か・・
「イワシの群れ」が泳ぐ動画をホームページに掲載しまし
たのでご覧ください
また、このイワシの群れと泳ぐ大型の魚がイワシを襲わな
いのはなぜ??

BS asahi BBC 地球伝説「
地球伝説「人間を
人間を超えた賢
えた賢い動物たち
動物たち」
たち」
スケボーを操って道路を疾走するブルドック もうびっくり
先日 BSasahi BBS 地球伝説「人間を超えた賢い動物」をみた。動物の記憶力・学習能力を発揮し、人間にしか備わっていな
いとする素晴らしい能力・知力を発揮する人間を超えた動物たちを紹介。
一番びっくりしたのは、ブルドックがスケボーを操り道路を疾走する姿。孫が一生懸命練習して覚えたテクニックをはるかに
超えたスピードで スケボーを操っている。
久しぶりに見た京大の高能力チンパンジー 「アイ」の子供「アユム」のすごい能
力。 1 秒にも満たぬ一瞬見せられた数字の順番 と位置を即座に答える姿。
もう はるかに人間の能力域を超えて こんな域に達したのかと。
これは もう 訓練・猿真似学習だけでは説明できないなぁ・・・・と。
人と会話するオームに 2匹のいるかが相互会話して、
呼びかけた訓練者に 指示・
訓練したのではない自分たちで考えた新しい技 等々
完全に動物を見る目がひっくりかえってしまった。
宇宙人もロマンですが、地球上に人間以上の知力者がいる。 そのうち 気楽に声を掛けてくるかも・・・・
また、これらの能力の発見は今後 人の生活を変えるかもしれないと・・
チンパンジーやゴリラの研究がこんな道を開くとは・・・・。
びっくりすると共に 今更ながら おごらず地球上での共生が必要と

柿本人麻呂の
柿本人麻呂の人丸神社と
人丸神社と長門のたたら
長門のたたら

俗説 柿本人麻呂は
柿本人麻呂は鉱山技術者だったのではないか
鉱山技術者だったのではないか?
だったのではないか?

明石海峡を望む子午線上にある明石天文館の直ぐそばに柿本人麻呂を祭る人丸神社がある。
最近インターネットをを見ていて、
「山口県には
山口県には人丸神社
には人丸神社が
人丸神社が数多くあり
数多くあり、
くあり、それらの中
それらの中には、
には、江戸時代 石見国から
石見国から
来たたたら製鉄従事者
たたたら製鉄従事者や
製鉄従事者や記事師によって
記事師によって勧進
によって勧進されたものが
勧進されたものが多
されたものが多い」との記事と人丸神社の分布図とを見つけた。
「現存する「人丸社」を地区別に比較すると、長門部 46 社、周防部は 156 社と 3 倍を超える多さ。長門部は旧阿武郡(22
社)に集中しているが、 周防部は防府市(22 社)、旧徳山市(33 社)、旧玖珂郡(32 社)が拮抗突出。

「山口県内の『人丸社』の大部分は島根県益田市高津の柿本神社からの勧請で、古来より石見地方は周防・長門との結びつき
が強く、大内、毛利と続いた政時代には一つの藩内に組み込まれるなどし、往来が自由であったため であろう」と記し、
「柿
本氏は和邇臣に属し、特に採鉱・冶金や木地業を生 業とする小野氏と行動をともにしていることなどから、人麻呂は鉱山技
術者 だったのではないか? などから、石見の製鉄従事者や木地師たちに「人丸信仰」が根づいていたのではないか?」と紹
介している。

山口県の人丸神社分布図

「防長人丸社新考」

http://www.geocities.jp/astpa693/tatara.html
上記「防長人丸社新考」にも山口県長門の詳細なたたら製鉄地が帰され
て いるが、特に江戸時代長門は製鉄の盛んな地であり、人丸神社と製
鉄との関係には興味がある。
柿本人麻呂は 7 世紀の持統・文武時代に活躍した大歌人で「歌聖」
と称せられ、平安時代の歌人は画像を掲げて和歌の神として祭り、次第
に神格化されて「人丸信仰」が全国にひろがり、各地に柿本神社や人丸
神社が伝わっている。
しかし『万葉集』に歌を残すのみで、生没年、閲歴ともに不詳という謎の多い。
歌人である。大和や石見など各地に生没地や出自が伝承されているが、現在の島根県益田市（石見国）が有力な終焉地とされ
ている。 異説・俗説が数多くあり、梅原猛は「人麻呂は高官であったが政争に巻き込まれ刑死した」との「人麻呂流人刑死
説」を唱えて話題となったこともある。
また、2013 年 1 月 21 日 奈良新聞には「犬養万葉記念館に協力する会」と同館(明日香村岡)が全国調査し、
「神になった
柿本人麻呂―人丸信仰の調査と 報告書」を発行したと記されているので、全国的に見て、たたら師たちに
人丸信仰が広まっていたのか 見てみたいと思っている。
謎多き柿本人麻呂がたたら製鉄に関係していたとは俗説にしろ 興味がある。

★★ 今月の
今月の home page 更新記事 ★★

1. 【和鉄の道・Iron
【和鉄の道・Iron Road】
Road】

2014 年 節分の鬼に 「仲間としての鬼」に思う

2014.2.1.

鬼にされた たたら製鉄集団 「鬼は外 福は内」から「福は内 鬼も内」
2. 【風来坊・Country
【風来坊・Country Walk】
Walk】
1. ≪スライド動画≫
スライド動画≫ 京都水族館 孫と好奇心一杯で
2. ≪スライド動画≫
スライド動画≫ 冬晴れの神戸 walk

2014.1.4.

冬を楽しむ 2014 年 1 月

3. 【From Kobe 2014 年 2 月】 毎年 この頃 気になる「鬼と共」に 2014.2.
【1】 1.17．
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
〔今月の和鉄の道・Country
〔今月の和鉄の道・Country walk 〕
◎ 毎度同じことを記していますが、節分の頃 毎年気になる鬼のこと里に残る鬼伝承と鬼から生まれた
ことわざの中に、縄文からのつながる「日本人の奥深い心情」がよみ取れると思って書き出してみました。
また、日本の鬼を各地に訪ねた記録をリストアップ
◎ 毎年寒くて家に篭もってしまう冬ですが、冬は一年でもっとも澄み渡る「冬晴れ」の季節「神戸の冬晴れ
の景色」と京都の水族館で触れることができた。

「金子みすず「大漁」のシーン 群れ動くイワシの大群」 を紹介しました。
◎ 2014 年 たたら製鉄の謎を解き明かしてくれるかも知れないユーラシア大陸中央草原の Iron Road
日本でたたら製鉄が始まる 5 世紀中頃 中国・朝鮮半島には既に原型の塊錬鉄製鉄はなく、たたら製鉄ルー
ツの謎となってきた。
西ユーラシア大陸の西端でヒッタイトらによってはぐくまれた製鉄技術がユーラシア大陸の中央を通って東
アジアに伝播してくる様子が愛媛大学と各国との共同調査などで次第に明らかになってきた。
もっと北方のユーラシア大陸の草原を西から東へ草原地帯を駆け抜ける鉄の 様子が次第に明らかになって
きた。
そういえば日本に馬が入ってくるのも 5 世紀「鉄と馬」 同じ Iron Road を通って伝来したのかもしれない。
「古代製鉄技術の大陸側窓口を、中国・朝鮮半島としなくても良いのでないか?」
新しい大陸との交流ルートを通した新しい鉄の文化史そして古代日本の歴史が書き換えられるかも知れぬ。
期待一杯の 2014 年である

殺伐とした世相の中で
殺伐とした世相の中で 春が待ち遠しい
オリンピック招致が決まった途端に東北復興も景気対策も福祉も地域復興も何もかもどこかへ吹っ飛んでしまって、
オリンピックが万能薬の様相。 オリンピック狙いの東京再開発ばかりでなく、名古屋・大阪までもが、都市再開発を唱える。
膨大な借金を抱え、国際収支も連続して赤となり、その額もさらに膨大に膨れ上がる中、アベノミックスでさらに借金を増す
政治にオリンピック。 オリンピックが作り出した過度のコンクリートジャングル群に過去の歴史を重ねると背筋が寒くなる。
もう頂点迎合の中に生きられぬ若者たちよ!!

高度成長を作り、過去財産に生きられる年寄り批判を繰り返す前に

自分たちの社会財産をつくり出すことに眼をむけよ!!
スマホで短絡になる前に 自分を見つめる時間が必要ではないか
こんなことを言うのは、年寄りのたわごとか・・・
こんな中で 神戸の若者から世界的な発見・発明が生まれた。
理化学研究所の 30 歳の若い研究者が、iPS 細胞とは違う万能細胞を作り出すのに成功し、世界から賞賛の大合唱。
その方法はあまりにも簡単。 あまりにも簡単な方法ゆえ、3 年以上その論文や研究は無視され続けたという。
中央から無視され続ける中、こつこつと協力者を探し続け、成功にいたったという。
技術屋が一度や二度経験する苦い思い出と重なって本当によくがんばったと。
最近の派手な若者像とはあまりにも違う印象に拍手喝采。
こんな若者たちから 時代が変わってゆくことを願いたい

ホームページの更新。「あんたの HP は夜ひとり ゆったりながめるのがいい」といってくれる仲間も。
最近は だんだん 文章をつくるのが億劫になって、スライド動画にして、 BGM にゆったり聞ける静かな
音楽にして自分自身楽しんでいる。
映像資料を残せるのとイメージがゆったり広がるのがうれしい。
それぞれの記事の容量がおおきくなって、オープンに時間がかかるがお許しを。
又、突破口のみえぬ「ぶつぶつ」。 お叱りを受けるかもと思いつつ またの繰り返し。
今回の「2 月春待ち」の更新も そんなページになってしまいました。
ご意見や感想などまた お知らせください。

2014.2.5. from Kobe

Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 2 月更新 記事概要】

.

今月の和鉄の道
今月の和鉄の道・
の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 2 月
1. 2014 年 節分の
節分の鬼に「仲間としての
仲間としての鬼
としての鬼」-鬼にされた たたら製鉄集団
たたら製鉄集団製鉄集団鬼は外 福は内」から「福は内 鬼も内」
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」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
◆ 鬼の起源 そして 古代たたら製鉄集団と鬼 ◆ 鬼から生まれた言葉 ことわざ
参考 1.

関連「和鉄の道」リスト

参考 2 日本各地に残る「鬼」関連地探訪リスト

毎度同じことを記していますが、節分の頃 毎年気になる鬼のこと
里に残る鬼伝承と鬼から生まれたことわざの中に、縄文からのつながる「日本人の奥深い心情」がよみ取れると
思って書き出してみました。現在の世相にことわざを照らしていただければ・・・・・。
また、日本の鬼を各地に訪ねた記録をリストアップしました。

「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

今月の
今月の風来坊 Country Walk

2014 年 2 月

1. 京都水族館 孫と好奇心一杯で
好奇心一杯で

2014.1.4.

「金子みすず
金子みすず「
大漁」のシーンそのままに群
のシーンそのままに群れ動くイワシの大群
くイワシの大群」
みすず「大漁」
大群」に感激
「須磨の水族館も知っているし、 水族館なんで・・・」と思いなが
ら京都一泊旅行をしたいという 孫を連れて行きました。
「京都の街中に水族館??」の思いもありましたが、知らない魚に、す
ばらしい魚の動きにすっかり引き込まれました
長門の童謡詩人金子みすずの詩「大漁」とさの童画に描いた中島潔
氏の描いたシーンがそっくりそのまま眼前に。感激・感激!! 水族館
は大人にとってもお勧め。
● 大水槽を
大水槽を乱舞する
乱舞する鰯
する鰯の群れ

● 化石でしか
化石でしか知
でしか知らなかった生
らなかった生きた化石
きた化石 「オウムガイ」
オウムガイ」の遊泳
●「空飛ぶケープペンギン
・
「くらげ」
・
空飛ぶケープペンギン」
ぶケープペンギン」
くらげ」
「ゴマフアザラシ」
・
「いるかショウ」
ゴマフアザラシ」
いるかショウ」

等々

京都市水族館の大水槽

2. 冬の神戸を
神戸を楽しむ

2014.1.4.

2014 年 1 月 冬晴れの
冬晴れの神戸
れの神戸 walk

「家に篭もってばかりは 居られない」
られない」 冬晴れの
冬晴れの神戸
れの神戸の
神戸の景色

今月の
今月の From Kobe

2014 年 2 月

2 月 春待ちの便り 毎年 気になる「鬼と共」に 2014.2.
【1】 1.17．
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
鬼は外 福は内」から「福は内 鬼も内」
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・・
今一度社会のお底に潜んでしまった「心の奥深さ」 「仲間としての鬼」への思いを呼び戻さねば・・・・・

2014 年 弥生 3 月 春便り

四季折々

2014. 3.
3. 1.

春の陽光に照らされてきらきら輝く須磨の海 Spring has Come
神戸の春の訪れを告げるいかなご漁解禁 2014.2.28.
2 月の寒さがうそのような暖かい日差しに神戸須磨の海では 2 月 28 日 神戸の春を告げるいかなご漁が解禁
神戸垂水･須磨や明石の街々では 威勢の良い掛け声とともに「とれとれのいかなご・新子」の行列
いかなごの「値段と売り場 それにそれぞれが自慢の釘煮」が笑顔の中で、飛び交っています
きらきら光る海に 振り返る山裾では ほのかに漂う梅の香りも
神戸の春

Spring has Come 待ちかねた弥生 3 月 春の到来です。
2014.3.1.

Mutsu Nakanishi

【今月の
今月の和鉄の
和鉄の道・Iron Road 掲載記事より
掲載記事より】
より】
前月ご紹介した日本各地に伝承されてきた節分の鬼 今年の節分には、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 京都壬生寺の壬生狂言と尼崎大覚寺の身振り狂言で演じられる節分の鬼を訪ねました。
尼崎は私の故郷「どんがらがん ドンガラガン」鉦と太鼓・笛の囃 子のリズムに頭の奥のかすかな記憶がなつかしく、
合わせて演じら れる無言劇も本当に新鮮で楽しい時間でした。

2014.2.2. & 2.3. に出かけた壬生狂言
かけた壬生狂言・
壬生狂言・大覚寺身振り
大覚寺身振り狂言を
狂言を掲載
2014 年節分の
年節分の「鬼」京都壬生寺・
京都壬生寺・尼崎大覚寺に
尼崎大覚寺に伝承されてきた
伝承されてきた節分会
されてきた節分会
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

Spring has come 神戸 街の春景色
春景色
≪毎年春恒例のイベント神戸･西宮･伊丹は灘の酒どころ 2 月になるとあちこちの酒蔵で蔵開き≫

.

清酒発祥の地 伊丹「白雪」の長寿蔵開き 2014.2.9

弥生 3 月 春便り
春便り
弥生 3 月 待ちかねた春迎
ちかねた春迎えの
春迎えの便
えの便り
“Stay Young Day !!”
!!” 今できることを 精一杯
お互い笑顔で
笑顔で 前向き
前向き思考 元気で
元気で乗り切って行
って行きましょう

きらきら輝く春の海 神戸港島より眺めた大阪湾西部 2014.2.23.
2 月南岸低気圧による大雪が各地を襲い、寒さの厳しい日が続きましたが、毎夜、熱狂の渦に包まれたソチ五輪も終わっ
て、ほっと一息。 弥生 3 月 暖かい日差しの中、梅の花も咲き出し、須磨の海もキラキラ輝き、神戸では 待ちかねた
春の風物詩「いかなご漁」も始まり、 うれしい春の到来です。 神戸からの
待ちかねた春迎えの便りです
生産的ではありませんが、お互いどこかで、刺激しあえればと。
老境とは言いたくないが、
70 の歳を越え、
毎日がサンデーの風来坊暮らし。
孫の成長を眺めつつ、めまぐるしく変わってゆく世相にはなんとなく違和感
を感じて、歳を重ねるとはこんな心境かと「ぶつぶつ」の毎日。
でも、じっとして入られない。 頑固といわれようとも付和雷同せず、笑顔
で前向き思考の発信で
「お～い 元気か?」と声をかけよう。

いつも元気をもらう鉄人 28 号

今できることを精一杯 それが年寄りの強み・頭の体操と。

神戸新長田駅前 2014.2.13.

2014.3.5.

神戸で Mutsu Nakanishi

変貌する神戸の新産業「神戸医療産業都市」と港島
この 2 月家内が鼻の手術で神戸ポートアイランド(港島)の市民病院に入院。
内視鏡による鼻の手術と聞いて、たかをくくっていたのですが、「全身麻酔をして、人工
心肺に切り替えて手術」と聞く。 「おいおい これは何をすんねん」とびっくりしました
が、 無事手術も済んで 1 週間で退院し、ほっとしました。
医学・医術の進歩はめざましいと聞いていましたが、本当にすごい。
また、病院の医療サービスシステムのコンピュータ化に病院の巨大化もすごい。
人の数といい、システムといい、病院は巨大産業ということを 初めて実感しました。
港島のニュートラムなどガラガラと思っていたのですが、平日昼間も ほぼ一杯。
巨体病院に大学そして最速コンピュータ「京」を中心とした 神戸医療都市企業群。神戸の
産業構造がこんなにも急速に変身しつつあ るのか?とびっくりするとともに、医療分野が
こんなにビックであること認識を新たにしました。
神戸医療産業都市構想がこんなに具体的な展開していることもつゆ知らず。
港島が港の機能としてではなく、医療産業の巨大基地として、今後神戸の街を引っ張ってゆくであろうことを予感しました。
一度、無人運転のニュートラムに乗って港島一周することお勧め。
神戸に住んで もう約 40 年 知っているようで知らぬ神戸「港島」

医療分野を産業と見ることも含め、家内の入院で知った急速に変わり行く新しい神戸。 若者たちが築いてゆく神戸の姿を見
た気持ちでした。

一度 じっくり港島を勉強して、その姿を発信せねばと思っています。

巨大コンピュータ「京」を中心に再生医療など先端医療技術集団が集まる神戸医療産業都市 神戸ポートアイランド

春恒例の灘の酒蔵の蔵開き

伊丹「白雪」の長寿蔵の蔵開き
伊丹「白雪」の長寿蔵の蔵開き 2014.2.9.

春恒例の伊丹「白雪」の長寿蔵の蔵開き 2014.2.9.
毎年 新酒の仕込みの終わった 2 月の半ばから 3 月はじめにかけて、各地の酒造酒蔵では その年の新酒の仕込が無事終わ
ったことを祝い、また、 蔵元の造るお酒の PR もかねて、春恒例のイベントとして蔵開きが盛大に開かれる。
灘五郷・西宮・伊丹の酒造メーカーが集まる阪神間では、それぞれの蔵元が趣向をこらした蔵開きを開催する。
珍しいお酒やワインの試飲ができ、お酒も安く買えるので、春の楽しみの一つ。
阪神･阪急電車の駅の案内掲示板にも沿線蔵元の蔵開きの案内が掲示され、蔵開きの各蔵元の蔵開きを巡って楽しむ人も多い。
故郷が尼崎の私には、砂糖を包んで焼いたり、粕汁に甘酒など伊丹「白雪」の酒の粕そして奈良漬などが、この季節になると
食卓に出てきた記憶があり、ここ数年伊丹に住む娘一家から誘いがあると毎年白雪の 蔵開きを楽しんでいます。
この灘の酒蔵の蔵開きもまた、神戸･阪神間の春迎えの楽しいイベント。
今年も 2 月 9 日伊丹白雪の蔵開きを楽しんできました。
一番の土産は 2000 円で買い求める「白雪」福袋。 今年は一升瓶の酒も入っていて、ラッキー。
伊丹は清酒発祥の地 出店で酒やビールの肴を買って、酒やビールなど色々試飲。チョコレート味のビールにはびっくり。
すっかり酔っ払って帰ってきました。

庭に珍しい「冬あやめ」が咲いた
「庭にあやめが咲いているよ 冬に咲く珍しい花この花の写真を
とってほしいわ」と家内が言う。
寒いこの時期に「あやめ」が咲くなんて・・・
冬あやめ（寒咲あやめ）といい、庭の片隅に寒さにもめげず、
背丈の低い青い可憐なあやめが庭の片隅に咲いていました。
この寒いのによう咲いたなぁ･････と。

★★

今月の
今月の home page 更新記事

★★

1. 【和鉄の道・Iron
【和鉄の道・Iron Road】
Road】
2014 年節分の「鬼」 京都壬生寺・尼崎大覚寺に伝承されてきた節分会
壬生狂言・大覚寺身振り狂言

2014.2.2. & 2.3.

2. 【From Kobe 2014 年 3 月】
弥生 3 月 Spring has come 春の便り 2014.3.1.
【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?
「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
何かおかしい「特別」の氾濫

〔今月の和鉄の道・Country
walk 〕
〔今月の和鉄の道・
◎ 前月ご紹介した日本各地に伝承されてきた節分の鬼
今年の節分には、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 京都壬生寺の
壬生狂言と尼崎大覚寺の身振り狂言で演じられる節分の鬼を訪ねました。
まったくの私の興味 またのふるさと自慢になってしまいましたが、2014 年節分の鬼の探訪記です。
直接「鉄」と関連する「鬼」の探訪記ではありませんが、ご容赦ください。
〔From Kobe 弥生 3 月 〕
◎ 弥生 3 月 Spring has come 春便り 2014.3.1
1
弥生 3 月 春迎えのすばらしい風景に乗せて 明日への希望･期待が膨らんでいく。
でも いつも どんでん返しの不安が付きまとい、積み残されたくないとの思いの中で、心が揺れ動く
今時代の方向が変わろうとしている時代に黙ってはおれない そんな思いをぶつぶつと。
頂点迎合・過度の多数派横暴が益々露骨な最近の世相
年寄りの冷や水・たわごと 自分だけかと思っていましたが、街でも海外からも逆の声 強気の声のほころびも。
ソチ五輪 毎日夜中まで繰り返し流される映像と感激の押し売りに、もうへきへき。
スタート前から、長々とあおりの話が繰り返し流される。そして、記録と中継 解説と報道がごちゃ混ぜで
スポーツ放送の面白さがどんどんそがれてゆく。 何かおかしい最近の報道姿勢 益々それが急加速。
街でも そんな声を耳にしましたので 自分だけではないのだと ・・・・
70 歳を超えました。
老境とはいいたくないが、病気･介護・家族・Life 等々仲間の話を聞くたびに、70 歳を超えることが、いかに大変なことかと。
気長に付き合うのが一番と皆が言う。 元気な笑顔に出会うことが、エネルギーの源。
Stay Young Day !! 今できることを 精一杯 今困難の中にいる人にも また、笑顔で出会いたい
毎年 3 月 7 日に出会う同窓仲間の会がある。 今年も期待を膨らませながら、出かける予定。
弥生 3 月 Spring has come のホームページの更新。
今回もきつちり整理ができていませんが、

神戸で元気にしているしているしるしです。

更新ページのどこかで、そんな出会いがあればうれしいです。
ご意見や感想などまた お知らせください。
好奇心さえあれば・・・と前向いて
2014.3.5. from Kobe

Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 3 月更新 記事概要】
今月の和鉄の道・
今月の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 3 月
1. 2014 年節分の
年節分の「鬼」 京都壬生寺・
京都壬生寺・尼崎大覚寺に
尼崎大覚寺に伝承されてきた
伝承されてきた節分会
されてきた節分会
壬生狂言・大覚寺身振り狂言 2014.2.2. & 2.3.
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

今年の節分には、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
京都壬生寺の壬生狂言と尼崎大覚寺の身振り狂言で演じられる節分の鬼を訪ねました。
尼崎は私の故郷「どんがらがん ドンガラガン」鉦と太鼓・笛の囃子のリズムに頭の奥のかすかな記憶がなつかしく、
合わせて演じられる無言劇も本当に新鮮で楽しい時間でした。 久しぶりに厄払いされる方の鬼を見てきました。
まったくの私の興味 またのふるさと自慢のスライド動画になってしまいましたが、2014 年節分の鬼の探訪記です。

今月の
今月の From Kobe 2014 年 3 月
弥生 3 月 Spring has come 春の便り 2014.3.1.
【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?
「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

弥生 3 月 春迎えのすばらしい風景に乗せて 明日への希望･期待が膨らんでいく。
でも どんでん返しの不安が付きまとい、積み残されまいとの思いの中で、心が揺れ動く
今 時代の方向が変わろうとしている時代に黙ってはおれない。
そんな思いをぶつぶつと
頂点迎合・過度の多数派横暴が益々露骨な最近の世相

年寄りの冷や水・たわごと

自分だけかと思っていましたが、街でも海外からも逆の声 強気の声のほころびも。
ソチ五輪 毎日夜中まで繰り返し流される映像と感激の押し売りにも もうへきへき。
スタート前から、長々とあおりの話が繰り返し流される。記録と中継 解説と報道がごちゃ混ぜでスポーツ放送
面白さがどんどんそがれてゆく。 何かおかしい最近の報道姿勢 益々それが急加速。
街でも そんな声を耳にしましたので 自分だけではないんだと ・・・・

2014 年 4 月 春爛漫 光輝く春
輝く春便り 四季折々

2014. 4. 5.

一機に菜の花・桜が咲いて春らしくなった雌岡山周辺 西神戸 神出で

2014.3.28.

暖かな春
かな春の陽ざしに 吹く風も心地よく
心地よく 里山も
里山も一機に
一機に芽吹き
芽吹き 春らんまん 桜の花もまもなく満開
もまもなく満開
庭の草花も
草花も華やかになり、
やかになり、街ゆく子
ゆく子どもたちの声
どもたちの声もなんとはなしにうれしい
待ちに待
ちに待った 光あふれる輝
あふれる輝かしい春
かしい春の到来です
到来です

3 月の大雪に寒の戻りに春はどうなるかと思っていましたが、梅の香りが漂う町中に やっと暖かな春の風
野山の草木萌え、桜便りも届きはじめ、春爛漫 待ちに待ったうれしい春の到来
耳をすませると 子どもたちの華やぐ声も聞こえてきます
4 月はまた、 みんな前向いて 新しい出発と出会いの希望に満ちた時期でもある
激動・変革の波が吹き荒れるこの時代 みんな 健康で元気にたちむかってゆければ・・・・と。

激動・変動の嵐が吹き荒れるむつかしい時代
アベノミックスが何でもかんでも 解消してくれるというムード作りが進んでいるが、ほんとうだろうか???
正規・非正規雇用の雇用格差は経済・教育・人口問題等を含め、確実
に日本をハイスピードで 歯止めの効かぬ格差社会化を推し進めて
いる。 東京と地方の格差はますますひろがり、東京一極集中 大企
業一辺倒の政治しか頭にない政府。
「頂点同調主義」の声をまつまでもなく、日本人は自分の頭を見て、
考えなくなった。
仲間の顔色を見るのが処世術の社会に 事の真偽を確かめるすべも持
たず、大量情報が容易に手に入るインターネット・スマートホンに
どっぷり。人が割り込める余地は日に日に狭くなっている。
情報も仲間も何の疑いもなく無節操に手に入る時代

頭の中には

仲間から取り残されまいとする脅迫観念がいつもある。
冷静に考えれば ちょっとおかしくはないか・・・・
人類の歴史一万有余年 「ヒューマン」たる由縁 激動の地球環境を
乗り越えて生き延びてきた唯一の力は「他を思う心」の行動。
人に会って他の動物にないものそれが「他を思う心」だという。
今の日本で一番忘れられているもの。そして、戦後 日本人が捨て去ったものが「他を思う心」かもしれない。
ストップ ザ 雇用格差 を叫ばないと 日本社会は崩壊の危機に立っている。
「日本
日本は
日本は戦後というじゅうばくから
戦後というじゅうばくから脱
というじゅうばくから脱する中
する中で、戦後 広く社会で
社会で議論されてきたこと
議論されてきたこと すべて捨
すべて捨て去ってしまった」
ってしまった
という外国メディアの直言。 一度 耳をかたむけてもよいのでは・・・・
「心優しき縄文人」 言葉も金も持たぬ狩猟・採取自然の中で 厳しい環境の中で生きた縄文人の村で
小児麻痺に侵された幼い少女が、成人して死ぬまで、村人たちに支えられて生き延びたという。
今 国際化・グローバル化の対極として地域循環自立経済の仕組みに身を投ずる若者が増えつつあると聞く。
無責任には言えないが、老兵の身にはうれしい限りである
2014.4.1. from Kobe Mutsu Nakanishi

暖かな日差しに庭も一気に春の庭に 水仙・桜草にクリスマスローズ そして門先のツタンカーメンの豆も

暖かな春
かな春の陽ざし 吹く風も心地よく
心地よく 春らんまん
待ちに待
ちに待った 光あふれる輝
あふれる輝かしい春
かしい春の到来の
到来の 4 月 春便り
春便り

2014.4.1.

【今月の
今月の和鉄の
和鉄の道・Iron Road 掲載記事より
掲載記事より】
より】
◆ Iron Road 鉄の雑記帳 現在の
現在の矛と楯
「レール」と「車輪」 鉄道にまつわる鉄 思いつくまま好奇心に駆られてより
先日 TV を聞き流していた
ら、 新日鉄住金友野社長が
レール」と「鉄道車輪」どちら
が硬くてもいかん。
どちらも 調和するのがいい。
また、レールは硬くて曲がらな
いとお思いでしょうが、簡単に
曲がるのですよ。
レールのカーブは現場で曲げ
て作るのですよ。
と話しておられるのを聞いた。
ほんまかいな???? 久しぶりに聞く「鉄」の話である。
鉄道の「鉄」には子どもの頃から疑問に思っている不思議な話がいろいろある。
また、恩師田村今男先生かいつも口角泡を飛ばして話されていた言葉を懐かしく思い出した。
「カチンカチンのパリンパリンの鉄
カチンカチンのパリンパリンの鉄が ニュニュ～
ニュニュ～とねばくのびよるのよ。
とねばくのびよるのよ。 これが何
これが何とも言
とも言えん ええのや。
ええのや。
鉄鋼は
鉄鋼は剛柔 時を選んで その態
その態を変える

それを忘
それを忘れんように

」と。

鉄の最も重要な 2 つの性質 「強さ・硬さ」と「ねばさ(靱)・脆さ」を実によく表す言葉と今も思っている。
「産業の米」と言われた鉄。

もう時代遅れといわれるが、鉄の良さはまだまだ未開拓。

地球誕生 46 億年 地球にもし鉄なかりせば、生命の誕生もなかった。
今 また地球温暖化対策の切り札として、 この地球の生命誕生を支えた「鉄」がこの難局を打開すてくれるかも…。
◆ 古代たたらの
古代たたらの里
たたらの里 西播磨千種川が
西播磨千種川が流れ下る西播磨佐用に
西播磨佐用に春を告げるカタクリの花
げるカタクリの花が咲く【1】

千種の山から流れ出た千種川が北東から南西へ 古代たたらの郷 旧南光町徳久を流れ下る
その河岸の山裾のなだらかな南斜面に広がる 東徳久 殿崎のカタクリ
殿崎のカタクリ群生地
のカタクリ群生地

2014.3.28.

◆ 古代たたらの
古代たたらの里
たたらの里 西播磨千種川が
西播磨千種川が流れ下る西播磨佐用に
西播磨佐用に春を告げるカタクリの花
げるカタクリの花が咲く【2】

旧三日月町 志文川南岸の山裾北斜面 旧三日月町 弦谷のカタクリ群生地

2014.3.28.

姫路から佐用を抜けて出雲への街道筋と千種への街道の結節点の城下町三日月
旧南光町徳佐と尾根筋を挟んで東側の谷筋を流れ下る志文川が南へ下って旧三日月町の西で千種川にそそぐ。
カタクリが咲く旧三日月町弦谷の北側対岸の丘には今も立派な陣屋が残り、旧三日月町の街道筋・志文川を見下ろしている。
この千種から流れ出た志文川の谷筋には転々とたたら跡が残るが、今はそんな喧噪も忘れた静かな山郷である

*********************************************************************

4 月 待ちかねた春便
ちかねた春便り
春便り
“Stay Young Day !!”
!!” 今できることを 精一杯
お互い笑顔で
笑顔で 前向き
前向き思考 元気で
元気で乗り切って行
って行きましょう
春爛漫 心地よい春の季節になりました。 異
常気象が異常と思えぬ定常化 地球温暖化の影
響がわが身にも
でも 温かい陽ざしの中 街にでると一機に目
や鼻がおかしい。 花粉症の身には 応える 4
月の幕開けです。
本年 3 月退職した仲間がじっくりと自分を見つ
めたくて、この 4 月 50 日かけて 四国八十八
箇所 徒歩巡礼の旅に出るという。無理せず元
気に四国を旅してほしい。
私も久しぶりに 原チャリで西播磨佐用へ 冷たい風にすっくと立ち向かうカタクリの姿にルンルン
老齢の身には特に何の変化もないが、4 月は新年度の始まり。
愚痴はいうまい。 いくつになっても 元気に前向いて スタートです。
2014.4.5. 神戸で Mutsu Nakanishi

4 月 20 日 2014 年 イースター
本年のイースター・復活日は 4 月 20 日
クリスマスほど華やかではないが、思いはおなじ。
クリスチャンにとっては大事な日

「 ヒューマン。 神ともに居まして、共に生かされている私たち
自らをふりかえり、わが身を感謝し、世界平和を祈る

家族・周りの人たち・地球の人たちに思い
家族・周りの人たち・地球の人たちに思いを

」

毎年春 桜に先駆けて
先駆けて咲
けて咲く「アーモンドの花
アーモンドの花」
花言葉は
花言葉は「希望」「
希望」「希望
」「希望」「
希望」「真心
」「真心の
真心の愛」「永久
」「永久の
永久の優しさ」
しさ」
.今年こそみなが
今年こそみなが分
こそみなが分かち合
かち合える

明るい平和
るい平和な
平和な年になってほしいものです。
になってほしいものです。

イースター おめでとう

.

神ともにいまして

愛・信頼・希望は 健康で生きてゆく支え

「勇気」・「冷静」・「知恵」を意識して、
ただ、ひ 2014 年イースターを迎えて
by Mutsu Nakanishi

Windows XP を Windows8 に
4 月 9 日 WindowsXP のサポートが打ち切られ、そのまま XP を使うと OS の脆弱性をつかれてウィルスなどの感染が大幅
に増大。市販のウィルスソフトでは とてもやないが、防ぎきれぬという。
折角快調に動いている XP パソコンですが、
メールやホームページなどとで迷惑をかけぬようやむなく新しい PC に買い替え、
Windows8.1.をインストール。 やっと何とか動き出した。
それにしても、XP から 8.1.への一機の変更。 XP で動いていた古いソフトにプリンターは認識されないし、
見た目には作動しているようですが、使いだすと機能がない。 フリーソフトや古いソフトを使い続けてきた報いかも。
でも、1・2 インストールできないソフト・HD はありますが、ほぼ XP の時の環境に。
これで、XP を LAN 環境から切り離せば OK に。 ほっと一息です。
次はホームページの FTP サーバのドメインごとの引っ越し。
できるだけ資料としても使えるようにと重たいのも承知で圧縮を小さくとどめて、ホームページファイルを管理してきました
が、ついに FTP サーバーの制限容量 一杯に。
この問題カバーのため、4 月半ばにドメインごと制限容量の大きな Ftp サーバー へのトライを予定しています。
ホームページアドレスやメールでアドレス変更なしでやれると思いますが、やってみなければ わかりません。

4月6日
三陸鉄道がうれしい全線復旧
東日本大震災で壊滅的被害をうけた三陸
復興のシンボル 三陸鉄道が 4 月 6 日
南リアス線の盛-釜石・北リアス線宮古-久
慈間で全線復旧。
地元の人たちの手で全線開通された地元
の足。うれしい限り。
これで三陸の復興にはずみがつば・・・・・。
10 数年前 東北のたたらの痕跡を訪ねて釜石から久慈へ三陸を旅した時に、久慈周辺
の琥珀交易の道「琥珀ロード・アンバー・ロード」の言葉を目にして、
この三陸の地は同時に 「Iron Road」が通る道だと。
私の HP「Iron Road・和鉄の道」の名がが生まれた地でもある。
この鉄道復旧とともに 一層三陸復興が進むことを願う。 .
今年はこの全線復旧した三陸鉄道に乗って、
再度 三陸古代たたらに思いを はせるとと
もに三陸の今現実をみつめたい。

★★ 今月の home page 更新記事 ★★
1. 【和鉄の道・Iron
【和鉄の道・Iron Road】
Road】
<< Iron Road 鉄の雑記帳 >>

現代の矛と楯 「レール」と「車輪」

鉄道にまつわる鉄 思いつくまま 好奇心に駆られて
1. 現在の矛と楯 「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??
2. 【風来坊・Country
【風来坊・Country Walk】
Walk】
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.
2014.3.28.
昨年よう行けませんでしたが、ひさしぶりに訪ねました
3. 【From Kobe 2014 年 4 月】 技術変革時代のニューリーダでなかったのか??
技術変革時代のニューリーダでなかったのか?? 小保方さん
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
◎ 〔今月の
今月の和鉄の
和鉄の道・Country walk 〕

現代の矛と楯 「レール」と「車輪」

「レール」と「鉄道車輪」 どちらが硬くてもいかん。 絶妙に調和するのがいい。
「また、レールは硬くて曲がらないとお思いでしょうが、簡単に曲がる。線路のカーブは現場で曲げて作るのです」
との TV から流れてきた話に偶発され、不思議に思っていた鉄道の「鉄」について
ちょっと調べてみました。 専門的な接合の記述もありますが、知っているようで知らない話まとめました。
◎ 【風来坊・
風来坊・Country Walk】
Walk】

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.

私の春迎え いつも気になる西播磨のカタクリの花を 3 年ぶりに訪ねて写真アルバムにしました。
◎ 〔From Kobe 4 月 〕From Kobe 2014.４月
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…
今 日本では格差社会が急速に進んでいる。 みんなが明るく元気に生活できる社会に
みんなが忘れさっているものそれが「他を思いやる心」 人間が人間たるゆえんでもある
また、みんながびっくりした小保方さんの STAP 細胞 本当に存在するのでしょうか
若い研究者をつぶさぬように・・・・と。
*******************************************************************************
3 月に一年ぶり 大勢の同窓仲間に出会えました。
また、街でいつもの仲間と談笑し、若手落語家の話に大笑い。
元気な笑顔に出会うことが、エネルギーの源 そして、自然の中に身を置き、空気を胸いっぱい吸い込む心地よさ。
Stay Young Day !! 今できることを 精一杯
今年出会えなかった仲間にも ぜひ また、笑顔で出会いたいと。
4 月 春便りのホームページの更新。

今回もきつちり整理ができていませんが、

神戸で家族ともども 元気に暮らしているあかしです。
「Iron Road」 更新ページのどこかで、そんな出会いがあれば
うれしいです。 春爛漫 元気に戸外へ飛び出しましょう。
また、home page 「Iron Road」の名のもととなった三陸鉄道沿線
鉄道の全線復旧がそこに住むひとたちを勇気づけ、
復興がさらに加速することを願っています。
ご意見や感想などまた お知らせください。
好奇心さえあれば・・・と
好奇心さえあれば・・・と前向
さえあれば・・・と前向いて
前向いて
2014.4.5. from Kobe

西神戸 性海寺 丸秘の土筆取りの場所で 今年も土筆取り 2014.4.1

Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 4 月更新 記事概要】
今月の
今月の和鉄の
和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 4 月
Iron Road 鉄の雑記帳
現代の
現代の矛と楯 「レール」
レール」と「車輪」
車輪」
鉄道にまつわる
鉄道にまつわる鉄
にまつわる鉄 思いつくまま 好奇心に
好奇心に駆られて

「レール」と「鉄道車輪」どちらが硬くてもいかん。 絶妙に調和するのがいい。
また、
「レールは硬くて曲がらないとお思いでしょうが、簡単に曲がる。線路のカーブ 現場で曲げて作る」
との TV から流れてきた話に偶発され、不思議に思っていた鉄道の「鉄」についてちょっと調べてみました。
◇ レールって 本当にそんなに簡単にまがるのでしょうか ????
◇ 新幹線のロングレールって１km 青函トンネルでは 25km もの長さがあるという。
◇ 夏の暑さで 本当にひん曲がらない??

どうしているのでしょうか?

専門的な接合の記述もありますが、知っているようで知らない話まとめました。

今月の
今月の風来坊 Country Walk 2014 年 4 月
西播磨佐用 古代たたらの
古代たたらの郷
たたらの郷に春を告げる「
げる「カタクリの花
カタクリの花」
西播磨佐用のカタクリ
西播磨佐用のカタクリ群生地
のカタクリ群生地

2014.3.28.

旧南光町東徳久殿崎 & 旧三日月町弦谷

私の春迎え いつも気になる西播磨のカタクリの花を 3 年ぶりに訪ねて写真アルバムにしました。

今月の
今月の From Kobe 2014 年 4 月
From Kobe 2014. 4 月の便り 2014.4.5
1. 日本は
日本は今 心のない時代
のない時代に
時代に今警鐘をならさねば・・
今警鐘をならさねば・・ みんなが忘れさっているものそれが「他を思いやる心」
2. STAP 細胞の
細胞の小保方さん
小保方さん STAP 細胞は
細胞は存在するのでしょうか
存在するのでしょうか…
するのでしょうか… 若い研究者をつぶさぬように・・・・と。

2014 年 5 月 草木萌える新緑の 5 月便り 四季折々

2014. 5. 1.

満開の
満開の桜から あっという間
あっという間に草木萌える
草木萌える 5 月 へ 野に山にそして街歩
にそして街歩きにも
街歩きにも 素晴らしい
素晴らしい季節
らしい季節に
季節に

新緑がまぶしい須磨 若草町から眺める須磨若草山 2014.4.18
水ぬるむ須磨の海 周囲の里山は芽吹き 草木萌える新緑に、
庭もカラフルな草花に包まれ、吹きくる風も心地よい
あっという間に新緑の素晴らしい季節になりました。
満開の桜から 一気に草木が芽吹いて、びっくりする美しさに。 また、毎年 この時期悩ませる花粉症もやっと終息へ・・・
野に山に自然を訪ねるのも、また 街歩きするのも楽しい時節 風薫る 5 月の到来 いかがでしょうか・・・・・
取り立てて、何もありませんが、平平凡凡ですが、
新緑に包まれた神戸を楽しんでいます。
2014.5.1. by Mutsu Nakanishi

世相をにぎわす理研の STAP 問題に どうも釈然とせずぶつぶつ 2014.4.1.

By Mutsu Nakanishi

今月は郷愁の桜の記事ばかりになりましたが、お暇なときにでもどうぞ。
あっという間に山は若葉が素晴らしい緑のグラディエーション。ぜひ 戸外に出ての Walk を !! 2014.5.1. by Mutsu Nakanishi

<< 西神戸の
西神戸の里山 丹生山田の
丹生山田の郷の春景色 2014.4.23.>>

西神戸 丹生山山懐の小さな盆地 「丹生山田の郷」は今、生命観あふれる芽吹きの森に包まれている
新緑の里山にはミツパツツジのピンクがいろどりを添え 集落では 春の農作業が始まり、
ゆったりとしたさわやかな春景色
毎年 春を訪ねる神戸の里山の景色ですが、ホームページ更新の作業中にも、こんな素晴らしい春景色に
ぜひ今年もお伝えしたいと追加更新しました

【今月の
今月の和鉄の
和鉄の道・Iron Road 掲載記事より
掲載記事より】
より】
◆ 2014 京都 好奇心い
好奇心いっばいの桜
っばいの桜 Walk

2014. 4.7. & 4.8.

＜1. 西京極＞→
西京極＞→＜2. 天神川桜堤＞→
天神川桜堤＞→＜3. 御室・嵐電沿線
御室・嵐電沿線 桜のト
桜のトンネル> →＜
→＜4. 平野神社＞→＜5. 高野川桜堤＞
高野川桜堤＞
西京極の野
西京極の野球を見
球を見た帰りに 久しぶりに京都の桜の道をたどりました

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
高野川桜堤

◆ 日本各地の
日本各地の一本桜

神戸の
神戸の一本桜 奥平野の
奥平野の「舞桜」
舞桜」に寄せて

満開の
満開の一本桜を
一本桜を見ると、
ると、いつも自然
いつも自然に
自然に、口をついて出
をついて出てくる歌
てくる歌がある
無性に
無性に懐かしく、
かしく、時には涙
には涙ぐむときも 一本桜を
一本桜を見に行く魅力でもある
魅力でもある

草木萌える新緑の 5 月の便り

【 2014 年 5 月

2014.5.1. 】

桜から新緑
から新緑へ
新緑へ 草木萌える
草木萌える時節
える時節 山も海も街も そして人
そして人も
生命観あふれる
生命観あふれる美
あふれる美しい時節
しい時節に
時節に 元気に
元気に戸外へ
戸外へ 飛び出しましょう

新緑が
新緑が素晴らしい
素晴らしい 5 月

“ Stay Young Day !!
!! ” 今できることを 精一杯
お互い笑顔で
笑顔で 前向き
前向き思考 元気で
元気で乗り切って行
って行きましょう
水ぬるむ須磨の海 周囲の里山は芽吹き 草木萌える新緑に、
庭もカラフルな草花に包まれ、吹きくる風も心地よい
あっという間に新緑の素晴らしい季節になりました。
異常気象というのか、一気に春がやってきた感じで三春。山の緑も燃えている。
海もぼんやり霞んで、のどかな気分を一層盛りたてる。
春の目覚めというのでしょうか、気分も晴れ晴れ すがすがしい。
山・海・里そして街がそろう神戸の役得でしょうか・・・・・
老いを楽しむとの心境にはまだ至らず、あっちへふらふら こっちへふらふら
「ぶつぶつ」の風来坊。
心配すればきりがなしですが、毎日を元気に過ごしています。
2014.5.1. 神戸で Mutsu Nakanishi

2014 年 イースター
イースター 復活日 おめでとう 4 月 20 日
4 月 20 日は本年のイースター・復活日
教会へは ちょっと遠のいていますが、

クリスチャンにとっては大事な日
自らを振り返り、みんなに思いをはせる。
「 神ともに居
ともに居まして、
まして、共に生かされている私
かされている私たち
わが身
わが身を感謝し
感謝し、家族・
家族・周りの人
りの人たち・地球人
たち・地球人に
地球人に
思いをはせ、
いをはせ、世界平和を
世界平和を祈る

」

毎年 桜に先駆けて
先駆けて咲
けて咲く「アーモンドの花
アーモンドの花」
花言葉は
「希望
「真心
「永久
花言葉は 「希望」
希望」
「希望」
希望」
「真心の
真心の愛」
「永久の
永久の
優しさ」
しさ」
今年こそみなが
今年こそみなが分
こそみなが分かち合
かち合える
明るい平和
るい平和な
平和な年になってほしいものです。
になってほしいものです。

意外にも
意外にも釣
にも釣り人は気は長い?? 須磨海釣り
須磨海釣り公園で
公園で 2014.4.12.
ぽかぽか陽気の 4 月 12 日 水温が上がるのを待ちか
ねていた孫を連れて、 須磨の海釣り公園へ。
須磨の海にせり出した釣り台には釣り人で一杯。
家族連れの釣り人も多く、釣竿やえさを借りての釣り
人も多く、弁当を広げたり一杯やりながらの組も多い。
若い人の多いのにもびっくり。
朝早くから頑張るのですが、全く釣れない。 ほとんど
が釣れていないのですが、中には大きな黒鯛を釣り上げる玄人や
メバルやがしら・カケイなどを釣り上げた組もちらほら。
漁協の人も 「まだ 水温低いので 釣れんよ」という。

須磨の海釣り公園で
ひなか 孫に付き合って海釣り 2014.4.12.

でも、みんなニコニコ顔で楽しんでいて、 向こうで釣り上げた人を見るとそっちへ 釣り場をかえる。
じっと 同じ場所で釣っている人は少なく、私も孫が動くと荷物を持って、あっちへ行ったりこっちへ行ったり。
須磨の海や若葉が美しい山並みを眺 めながらの人間観察や、釣り人に話しかけたり。 結構楽しい。
私など気が短くて、はなから釣りはダメ。 気の長い御仁が釣り人やと思っていましたが、みんなあっちへ行ったり
こっちへ来たり。じっとして いる人はほとんどいない。
釣り人もやっぱり 気は短いんやと。

でも 怒って帰る人はいない。 大発見である。

昼からも粘ったのですが、 釣果はゼロ。 結局 明石の魚の棚へ行って 皿に盛られて跳ねているメバルを一皿買いました。
釣台の隣で釣り上げた人と同じぐらいのやつ 20 匹ほど一盛で 500 円。 夜はそのメバルをみんなで食べて、満足。
今度は もう少し温かくなって再トライと。
釣りは別にして、
海の上で風に吹かれながら、
周りの景色見ているのは結構楽しい。
これも 新しい発見。
毛嫌いせずに釣りもやってみるか??
すぐ近くに魚の棚もあるしなぁ・・・・と。
4 月 19 日は充電中の中学生の孫とオリックスの試合へ
久しぶりに外野の応援席で 最近は選手一人一人に歌がある
孫は元気一杯

歌えないとなんか 取り残された気分に・・・・

学生野球 関西一の速球派 田中投手
青空を切り裂くように「カ～ン」と響き渡る
球音。
プロ野球にはない高校野球や学生 野球
の魅力。
関西学生野球に昨年秋１勝も挙げずにベスト
ナインに選ばれた速球派の投手 がいる。 京
大の田中投手。
初めて見たのは、２年前 神戸グリンスタジ
アム。 強豪の相手チームの打者が バントで
攻める。 なんでやねン・・・・・と。
話題になって、先日 久しぶりに西京極球場へ 残念ながらその日は負けましたが、現在２勝 京大野球にとってはすごいこ
とだろう。 この春もベストナインかも また、秋のプロ野球ドラフトの目玉の声も。 また 一つ 楽しみです

★★ 今月の
今月の home page 更新記事 ★★
1. 【和鉄の
和鉄の道・Iron Road】
Road】 鉄の雑記帳
「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
Copy Exactly のむつかしさ・重要性を知って考えねば・・・・
Copy Exactly のむつかしい技術
のむつかしい技術 たたら製鉄
たたら製鉄 & Copy exactly が日本の
日本の伝統技術文化を
伝統技術文化を育んだ
2.

【風来坊・
風来坊・Country Walk】
Walk】
1. 2014 京都 好奇心いっばいの
好奇心いっばいの桜
いっばいの桜 Walk 2014. 4.7. & 4.8.
2. 西神戸の
西神戸の里山 丹生山田の
丹生山田の郷 の 2014 春景色 2014. 4.23.

3. 【From Kobe 2014 年 5 月】
神戸の一本桜 奥平野の「舞桜」に寄せて 桜を眺めるといつも口づさむ歌がある
かつて訪
かつて訪れたことのある日本各地
れたことのある日本各地の
日本各地の一本桜

◎ Iron Road 鉄の雑記帳

今月も特に記事ありませんが、なにか面白い話がないかと・・・・・

だんだん行動半径が狭くなって、発信記事が滞りがちです。
◎ 2014 京都 好奇心いっばいの桜 Walk 2014. 4.7. & 4.8.
京都西京極から御室へ

野球を見ての帰り、天神川の桜堤を見て、ふと 最近よく眼にする「嵐電沿線の桜のトンネル」を

思い出して、 ぶらぶら 北へ 桜見物の Walk に。 観光で訪れる人の少ない京都桜の名所 随分街並みも変わりました。
◎ From Kobe 2014.５月
2014.５月 桜を眺めるといつも口づさむ歌がある
桜が咲くといつも思い出す懐かしい歌がある。
ふと思いついて、 インターネットから引っ張り出して、この歌を BGM にして 日本各地の「一本桜」をスライド動画にして
楽しんでいます。 今年はよそによう出かけませんでしたが、楽しい一本桜鑑賞でした

Home page サーバーを 変更しました
変更しました
Windows XP のサポート打ち切りに合わせて、長年使って
きた PC を Windows8.1.に変更。
同時に Home Page のファイルの総容量の肥大化で、制限
容量ぎりぎりになっていましたので、Home Page サーバ
ーを制限容量の大きな sakura.net に移しました。
巨大ファイルを圧縮して、総量を減らす方法もあったので
すが、できるだけ圧縮せずに、大きな画面で見ることがで
き、後の資料としても情報量が詰まったままの方がよいと
考えて、従来通りの方向を選択。
スマートフォン・携帯電話と同じで、サーバー変更しても、
ホームページアドレス・メール アドレスいずれも、変更せ
ずに使えています。 もし、不都合あれば、お教えください。
◎ 今月は郷愁の桜の記事ばかりになりましたが、 あっという間に山は若葉が素晴らしい緑のグラディエーション。
ぜひ 戸外に出ての Walk を !!

ご意見や感想などまた お知らせください。

好奇心さえあれば・・・と
好奇心さえあれば・・・と前向
さえあれば・・・と前向いて
前向いて

2014.5.1 from Kobe

Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 5 月更新 記事概要】
今月の和鉄の道・
今月の和鉄の道・Iron Road
Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 5 月
1.【
1.【和鉄の
和鉄の道・Iron Road】
Road】
【鉄の雑記帳】
「コピー」
雑記帳】
コピー」が話題なったこの
話題なったこの春
なったこの春 コピーの軽
コピーの軽さばかりが目立
さばかりが目立つ
目立つ今
Copy Exactly のむつかしさ・重要性
のむつかしさ・重要性も
重要性も知って考
って考えねば・・・・
Copy Exactly のむつかしい技術
のむつかしい技術 たたら製鉄
たたら製鉄 そして Copy exactly が日本の
日本の伝統技術文化を
伝統技術文化を育んだ
今 巷では コピーは氾濫し、 政治・経済何もかも コピーフレイズも商品も書物も。
また それを平気でさらにコピーをコピーして使う。情報化社会の中で大量にばらまかれるコピーとはそんなもの。
事の真偽は二の次になっている社会である。そして 問題が起こるとエスケープゴートよろしく走力を挙げてあげつらう。
新しいことにすぐ飛びつく日本人。 でも その中身を深く根本から自分で考えようとしない。
大事な「真偽」
「真偽を見分ける力」を誰も勉強しない。なんせ人任せ。内橋克人氏のいう「頂点同調主義」が社会の隅々
まで蔓延している。 この日本人気質が今日本を破たんの危機に直面させている。

今月の風来坊
今月の風来坊 Country Walk 2014 年 5 月
2014 京都 好奇心いっばいの
2014. 4.7. & 4.8.
好奇心いっばいの桜
いっばいの桜 Walk
＜1. 西京極＞
京極＞→＜2. 天神川桜堤＞→＜3. 御室・
御室・嵐電沿線 桜のトンネル>
ネル> →＜4. 平野神社＞
平野神社＞→＜5. 高野川桜堤＞
西京極の
京極の野球を見た帰りに 久しぶりに京都
りに京都の
京都の桜の道をたどりました

1. 西京極

2. 天神川桜堤

京都西京極から御室へ

3. 御室・嵐電沿線 桜のトンネル

4. 平野神社

5. 高野川桜堤
高野川桜堤

野球を見ての帰り、天神川の桜堤を見て、ふと 最近よく眼にする「嵐電沿線の桜の

トンネル」を思い出して、ぶらぶら北へ桜見物の Walk に。
観光で訪れる人の少ない京都桜の名所 随分街並みも変わりました。

今月の
今月の From Kobe 2014 年 5 月
【From Kobe 2014 年 5 月 】
草木萌える
草木萌える新緑
える新緑がまぶしい
新緑がまぶしい 5 月 の便り

2014.5.1.
2014.5.1.

神戸の一本桜 奥平野の「舞桜」に寄せて 桜を眺めるといつも口づさむ歌がある
懐かしい私の応援歌 かつての TV ドラマ主題歌 「記念樹」
「桜の苗が大きく育つ頃 僕らはみんな大人になるんだ・・・・」
かつて訪
かつて訪れたことのあ
れたことのある日本各地の一
日本各地の一本
地の一本桜

満開の一本桜を見ると、いつも自然に、口をついて出てくる歌

無性に懐かしく、時には涙ぐむときも 一本桜を見に行く魅力でもある

2014 年 6 月 June Bright 元気に
元気に 6 月便り
月便り 四季折々

2014. 6. 5.

梅雨前の
梅雨前の輝きの中
きの中で 元気に
元気に 6 月便り
月便り
June Bright 春から夏
から夏へ移り変わる 梅雨前
梅雨前の輝きの中
きの中で
6月

野山も里も春から夏へ 様相を変えるのに忙しい梅雨時前の息吹きを感じています

6 月の到来を告げるばら・花菖蒲・紫陽花 バラの花満開の須磨離宮公園で 2014.5.30.

東播磨の田園では 麦秋と水が陽に映える田地が交差するほんの一瞬の眺め

2014.5.29. 西神戸友清で

田畑に響く鳥の声 田にも水が入り、忙しく田植えの人の声が響きあう
そして

ゆったりとした時の流れに身を置く心地よさ

◆ 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・・
「縄文かえり・心の優しさ」では・・
朝日新聞天声人語にこんな記事が・・

◆ 庭に咲いた草花
いた草花 今年はことのほかバラが
今年はことのほかバラが美
はことのほかバラが美しく咲
しく咲きました 念願のモッコウばらのアーチも
念願のモッコウばらのアーチも

春から夏へ 梅雨時前の一瞬の輝き 6 月のページに更新

グリーンスタジアム 神戸 オリックス対広島の熱戦

加古川の土手を走る若者たち

若者たちの中に飛び込んで 元気一杯

2014.5.20. 東播磨 小野市の加古川土手で

2014..5.23.

【 2014 年 6 月 春から夏
から夏へ 梅雨前
梅雨前の一瞬の
一瞬の輝きが楽
きが楽しい 6 月の便り 2014.6.5. 】

June Bright

輝きの 6 月“ Stay Young Day !! ” 今できることを 精一杯

お互い笑顔で
笑顔で 前向き
前向き思考 元気で
元気で乗り切って行
って行きましょう

靴の街 神戸長田

100 近い長田の靴メーカー の初夏・冬の靴の即売会

神戸新開地 春のジャズストリート

靴っこ祭り

2014.6.1.

西神戸の田園風景

庭の草花が次から次へと咲き変わるのを楽しんで゛いるうちに、6 月梅雨まじか。 バラの香りが漂う庭の片隅では
紫陽花が淡い色の花をつけています。

これから日に日に色を変えてゆくことでしょう。

また、今日のお天気はどうだろうか・・・ 晴れているとは言うものの PM2.5 の影響か 遠望する海は霞んでよく見えず、
花粉症も街へ出ると又きつくなる。 天気はまさに真夏 ガンガンと照り付ける夏日の連続

この環境変化はこれから

どうなんて行くのでしょうか・・・・ 我々の豊かさの象徴 エネルギーの大消費そして 我々の生活スタイルも考えるべき時
との警鐘がはっきりとわが身にも・・・・ どうしたらよいのだろうか・・・・
未来技術の開発にかけても良いのか・・・ 心配なこの頃 新聞の論調も変わってきました。
毎年 この時期 かつて 7 年過ごした美祢に行くのですが、今年はよう行かず。 美祢の景色が TV にでると懐かしい。
美祢の田園 蛍に秋吉台のカルスト そして美祢の仲間たち どうしているのかなぁ
あいかわらずですが、気の向くまま 足の向くまま 若いお仲間にも入れてもらって毎日を元気に神戸で過ごしています。
2014.6.1. 神戸で Mutsu Nakanishi

バラの花満開の須磨離宮公園で 2014.5.30.
2014.5.30

神戸須磨離宮では今年もほのかなバラの香りが漂い、花菖蒲や紫陽花が 咲き出しました。
毎年のことですが、やっばりこの時節 見ないと落ち着かない。 どれが好きということもないのですが、
ばらに顔を寄せて、ほのかな香りを楽しむ。 今年も楽しんで帰りました。

野球のこと
野球のこと 2 つ
1. 学生野球 関西一の
関西一の速球派 田中投手
先月も関西一の速球派 京大田中投手の話題を提供しましたが、春のリーグ戦で 3 勝を挙げ、京大に勝ち点 1 をもたらす
原動力に。 残念ながら、京大は最下位脱出はなりませんでしたが、秋に期待。
6 月になるとまた夏の甲子園高校野球予選が始まる。 今年はどうだろうか・・・・と気になる季節になりました。
プロ野球のレベルはありませんが、大空に「カ～ン」と大きな球音を響かせて 打球が飛んでゆく。
高校野球・学生野球ならでは・・・・の醍醐味です。

２０１４.５．7. 甲子園 京大３－0 同志社 富田投手の奮闘と打線の活躍で勝利し、勝ち点

2. プロ野球の応援する若者にエール

最近 孫娘がオリックスの応援に週末グリンスタジアム神戸で試合があるとやってくる。席は必ず、トランペット・旗部隊が陣取る外
野のすぐ前段。 私には阪神・広島などの熱狂的応援にはなぜかなじめず、内野席に行くことが多く、外野に陣取る応援風景は見る
方でしたが、今では、中に入るとすごい。 あの応援の歌はなんやと・・・。
球団歌に選手一人一人に応援歌があり、メロディの調子は一人つづ違って、 しかも途中で変調し、旗に拍手に手を挙げて、くるくる
と変化する。

年寄には とてもついてゆけぬ。 でも 違っているのは私だけで、みんな歌も動作もばっちり。びっくりです。

これは、声・体を動かす心身の体操そのもの。爽快感はすごい。
実に統制のとれた応援がトランペットに合わせてつづく。 サッカーの影響に加え、先導リーダーがトランペット隊の若者に
変わったことよると見る。 そのリーダーの若者が試合の終わりのあいさつした言葉に感動。
「今日は一日いい応援ができてありがとう。 きたないヤジはひとつもなく、外野全体の堂々とした応援に感謝」と。
古い球場応援というとなにか 泥臭さのイメージが付きまとっていましたが、この若者たちの真面目な応援ぶりに脱帽。
エールを送りたい。 相変わらず歌はおぼえられず、動作も合わないが、これからも外野に通う。
もっとも、太鼓の横だけは、腹に響いて年寄には無理だ。

国道 171 号線沿いの街道筋 アメリカスタイル トラック ストップ カフェ「WILDCATS
カフェ「WILDCATS」
WILDCATS」

国道１７１号 甲武橋東 トラック ストップ カフェ「WILDCATS」
国道 171 号線武庫川に架かる甲武橋を東へ越えたところに、いつも数多くの見栄えのする車が駐車し、
若者で一杯に見えるアメリカスタイルの トラック ストップ風のカフェがある。
一度入ろうといいながら入れませんでしたが、期待通りでした。
カントリー化が流れ、アメリカの街道筋風のカフェ 久しぶりに家内と二人 アメリカの午後を楽しみました。

★★ 今月の
今月の home page 更新記事 ★★

◎ 「利他的精神」について」

朝日新聞天声人語に掲載された記事紹介

同時に 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・・・・・ From Kobe 2014.6 月にも掲載しています。
◎ 「シャクナゲ 2014 」 六甲森林植物園 石楠花谷 探訪
毎年出かける六甲森林植物園の石楠花谷

2014.5.1.

今年も谷筋一面に咲く日本シャクナゲが見られました。

◎ Jazz の街 神戸 2014 春 Jazz Street
神戸春恒例の行事 ジャズストリート。 新開地ジャュズクイーンコンテストとカントリーミュージックライブに出かけた記録
◎ From Kobe 2014.6 月 June Bright 春から夏へ 梅雨時前の輝きの中で
1 . 6 月 様相を変えるのに忙しい梅雨前の息吹き

ばら満開の須磨離宮・ 麦秋と水田が交錯する梅雨まじかの西神戸

2. 朝日新聞天声人語にこんな記事が・・・ 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・・・
**********************************************************************************
梅雨目前 目まぐるしく移ろってゆく里山・草花に目を奪われます。
同時にまるで真夏でもあるかのような日差しと PM2.5 による曇天環境異常がわが身にも迫ってくる。
何か手を打たねばとの気持ちはひしひしと。 でも どう対処したらよいのか・・・・
意識するしないは別にして、 どうか 無理せず 元気にこれからの梅雨を 乗り切ってください。
また、予期せぬ異常気象にも惑うことなく冷静に。ご意見や感想などまた お知らせください。

好奇心さえあれば・・・と
好奇心さえあれば・・・と前向
さえあれば・・・と前向いて
前向いて
2014.6.1 from Kobe

Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 6 月更新 記事概要】
今月の和鉄の道・Iron
今月の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 6 月
【鉄の雑記帳】
「利他的精神」
雑記帳】
利他的精神」について 朝日新聞天声人語にこんな
朝日新聞天声人語にこんな記事
にこんな記事が・・・・
記事が・・・・2014.6.1.
が・・・・2014.6.1.

日本人の
日本人の心のふるさと「
のふるさと「心優しき
心優しき縄文人
しき縄文人」
縄文人」の知恵
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・・・From Kobe 6 月にも掲載した記事
同時に安田喜憲著 「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・・・・・

今月の風来坊
今月の風来坊 Country Walk 2014 年 6 月
1. 「シャクナゲ 2014 」 六甲森林植物園 石楠花谷 探訪

桜から新緑へ 5 月を待ちかねたように新緑が美しい六甲

2014.5.1.

石楠花が満開になったと聞いて 今年も六甲の森へ

毎年出かける六甲森林植物園の石楠花谷 今年も谷筋一面に咲く日本シャクナゲが見られました。

2. Jazz の街 神戸
2014 Jazz Street 【1】
第 15 回 新開地 ジャズ ボーカル クイクイ-ン コンテスト 2014.5.10.

薫風 5 月 仲間 3 人久しぶりの酔いどれ 3 人組 恒例の新開地ジャズ ストリート Jazz Vocal Queen Contest へ
会場で 旧友にも出会って、帰りに 皆で栄太郎へ

一日中 仲間と一緒に ジャズに酔った 楽しい一日でした。

3. Jazz の街 神戸
2014 Jazz Street 【2】
Country Music Live 第 13 回 FortwortH Jamboree

2014.5.17.

5 月 17 日の週末 西宮アミティーホールで開催された Country Music の FortwortH Jamboree
阪神国道夙川堤の東にあるライブハウス「FortwortH」に出演する Country のグループ 10 数組が出演する 5 時間にわたる
ライブコンサート。5 時間にわたるライブ演奏をスライドとちょっぴり撮ったデジカメ動画から、photo 変換して
雰囲気を伝えるアルバムに編集しました。ブルーグラスにイギリス民謡そしてアバラチヤ山地に途絶されて育まれた移
民たちの歌そして讃美歌に黒人霊歌等々 Country Music は本当に広いなぁ…と。

４. 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.

戦国・桃山時代 岡山備中高松城を攻めていた羽柴（豊臣）秀
吉は本能寺の変 織田信長の訃報を受けて、 明智光秀打倒を決
意し、急拠 強行軍での「中国大返し」
。 その途中 尼崎に至
った時の数々の秀吉伝説。
「単騎で尼崎に至った秀吉が敵兵に襲われ、みそすり坊主に化け
て難を逃れた」との伝承の真偽はともかくとして

尼崎の古い住人

では 誰もが知る秀吉伝説の一つで、その後、錦絵・人形浄瑠璃・
歌舞伎などの題材となった有名な話。 故郷尼崎の私にも、気になる展覧会で、久しぶりに尼崎の空気を吸いに出かけました。

今月の
今月の From Kobe 2014 年 6 月
From Kobe 2014.6 月 June Bright 春から夏へ 梅雨時前の輝きの中で
1.

6 月 様相を
様相を変えるのに忙
えるのに忙しい梅雨時前
しい梅雨時前の
梅雨時前の息吹き
ばら満開の須磨離宮・ 麦秋と水田が交錯する梅雨まじかの西神戸

2. 朝日新
朝日新聞天声人語にこん
にこんな記事
な記事が・・・
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・・・

2014 年 7 月 初夏 梅雨明けが待ち遠しい 7 月の便り 四季折々

2014. 7. 5.

雨上がりの紫陽花が、葉っぱにいくつも雨粒を乗せています 毎年のこの光景がうれしい 7 月
予想もしないゲリラ豪雨かと思うと 夏を思わせる暑さ
初夏 梅雨明けが待ち遠しい 元気にこの夏を乗り切りましょう
元気にこの夏を乗り切りましょう
梅雨の初めの長雨にうんざりしていましたが、神戸ではあまり長雨がなく、今年は水不足の気配に気象予報も今夏は冷夏から、
暑い夏に変更されたと聞く。 いずれにしろ、異常気象というか地球温暖化の中で、最近の男性的な気象変化は経験が通用し
ないすごさ。 他人事だった地球温暖化を自分の身に降りかかる時代についに突入したのか?
そんな時代を反映したのか?

飛び交う言葉とは裏腹に世相も何か変。 原発問題も含めて他人任せではどうにもならぬ。

「自分の身は自分で守る」判断が必要に
お互い無理せずとも

そんな 2014 年夏の始まり

時代に流されぬよう

変化の時代を生きてゆかねば・・・・・

今年もこれからの夏 元気に乗り切ってゆきましょう
2014.7.5. 7 月更新の中で Mutsu Nakanishi

雨上がりの紫陽花が、葉っぱにいくつも雨粒を乗せて、庭で輝いています。
梅雨時の一番 美しい姿かも・・・・・

田舎なれども南部の山は 西も東も 金の山 三陸沿岸をめぐる「和鉄の道・ Iron Road 」の旅に 2014.6.7.-6.9.

三陸沿岸をめぐる
三陸沿岸をめぐる「
をめぐる「和鉄の
和鉄の道・ Iron Road 」の旅に 2014.6.7.2014.6.7.-6.9.
「 あの高嶺
あの高嶺 鬼すむ誇
すむ誇り その瀬音
その瀬音 久遠の
久遠の賛歌
この大地
この大地 燃えたついのち ここは 北上(
北上(東北)
東北) 東北讃歌 -北上市市民憲章より- 」
東北・三陸沿岸が 2011 年東日本大震災と大津波で未曽有の大災害に見舞われた。
いつも頭にあり、気になってきた東北ですが、足を向けることができませんでしたが、震災後３年。
この 4 月 三陸鉄道の全線開通を機に、「この三陸に出かけることも応援の一つ」と思い直して、この 6 月釜石からリアス式沿岸
沿いの街を地域復興の槌音を垣間見ながら、 釜石から
釜石から 山田→
山田→宮古→
宮古→岩泉→
岩泉→普代→
普代→久慈→
久慈→八戸へ
八戸へ

かつて歩いたことがあ

る三陸沿岸の Iron Road。三陸沿岸製鉄関連遺跡 や北三陸の砂鉄浜を訪ねました。
私にとっては大好きな東北縄文の津軽と共に ライフワーク
和鉄の道・Iron Road を意識して歩き始めた土地でもありま
す。
「あの
あの高嶺
あの高嶺 鬼すむ誇
すむ誇り その瀬音
その瀬音 久遠の
久遠の賛歌
この大地
この大地 燃えたついのち ここは 北上(
北上(東北）」
東北）」
「東北讃歌」がいつも頭をよぎった旅でした。
被災地の状況やそのご苦労に、声も出ない場面を何度も見
聞しましたが、明るく親切に声をかけていただき、
また、厳しい中にもこんなにたくましく…と思った局面も。
ほっとした気持ちの反面 行けて本当によかった。
この三陸再訪の旅 まだ整理がついていませんが、
久しぶりの製鉄関連遺跡を訪ねる旅
整理のついたものから順次掲載。
≪ 北上山地の仙人峠を越えて釜石に入る山中は日本近代製鉄発祥の地釜石市
釜石市「
釜石市「大橋鉄鉱山」
大橋鉄鉱山」・「橋野鉄鉱山」
橋野鉄鉱山」2014.6.7. ≫

明治の初年日本で洋式高炉による製鉄が始まり、150 余年。今 日本の近代産業遺産として世界産業遺産登録の運動が
街ぐるみで進む。 背後の山からは岩鉄・川からは餅鉄・浜からは砂鉄を産する「宝の山」
蕨手刀を持って大和と戦った古代 蝦夷の鉄の生産基地ではないか・・・・
奥深い山中で、アクセスが悪くいけなかった地ですが、土砂降りの雨に ひっそりと煙る洋式高炉跡に立ってきました。
≪ 今 三陸復興事業推進の
三陸復興事業推進の中で進む三陸沿岸遺跡緊急発掘調査
三陸沿岸遺跡緊急発掘調査 ≫
沿岸の山際を中心に 300 を越える製鉄関連遺跡があるという山田町でも緊急発掘調査が進む。

山田町船越
山田町船越 発掘調査が
発掘調査が進む古代の
古代の製鉄遺跡
製鉄遺跡「
遺跡「焼山遺跡」
遺跡」発掘現
発掘現場とその西沿
とその西沿岸
西沿岸に広がる船越
がる船越の
船越の砂鉄浜

2014.6.8.

● 古代の
古代の製鉄遺
製鉄遺跡
発掘調査中
発掘調査中「焼山遺跡」
遺跡」

古代の製鉄遺跡（たたら跡）が幾つも眠る山田町船越半島周辺と発掘中の古代のたたら跡「焼山遺跡」
リアス式海岸が続く北三陸 北の山田湾と南の船越湾に挟まれて、船越半島が西へ突き出る山田町 まだ大津波の被害が残る被災
地で、生活基盤作りの高台移転団地の造成や復興道路建設などの復興事業が急ピッチで進む。
しかし、この山裾は古代からの生活の場。特に山田町では、周辺にある砂鉄を原 料とした古代からのたたら製鉄跡や集落跡が
点々と存在し、復興事業推進のため、他府県からの応援も得て、発掘調査が今急ピッチで進められている。
そんな製鉄遺跡の一つ 山田町船越 船越半島の付け根の高台にある「焼山遺跡」では数多くの状態の良い製鉄炉が出土し、
この三陸沿岸のたたら製鉄を知る良い手がかりで、今なら発掘現場がそのままみられると教えていただいて、6 月7 日曜日で誰もお
られなかったのですが、

10 世紀平安時代の遺跡と推定されている焼山製鉄遺跡に立つことができました。

「アテルイ」が活躍したのは 9 世紀後半 ちょうど向かい西の半島側山裾からも平安初期の製鉄遺跡跡が出土したと聞く。
このあたりの製鉄遺跡群のどこかに、蕨手刀を作った蝦夷の鉄生産基地があったのでは??? と興味を募らせています。
今回 まだ 資料整理できていませんが、次回更新時には間に合わせようと思っています。
《

北三陸の
北三陸の砂鉄浜をたど
をたどる 代行バ
代行バス・三陸鉄道・
三陸鉄道・JR 八戸線で北三陸沿岸
北三陸沿岸の街たどりながら

》

【 初夏 梅雨明け
梅雨明けが待ち遠しい 7 月の便り 】
２０１４年
２０１４年７月 雨上がりの紫陽
がりの紫陽花
紫陽花 葉っぱにいくつも雨粒
にいくつも雨粒を
雨粒を乗せて輝いています 毎年のこの光
のこの光景がうれしい

初夏 梅雨明
梅雨明けが待
けが待ち遠しい 7 月 “ Stay Young
oung Day !! ” 今できることを
できることを 精一杯
お互い笑顔で
笑顔で前向き
前向き思考 元気で
元気で乗り切っていきましょう
雨上がりの紫陽花が、葉っぱに幾つも雨粒を乗せて、庭で輝いています。 梅雨時の一番 美しい姿かも・・・・・。
毎年のこの光景がうれしい 7 月です。 窓際のネットには植え替えた朝顔・ゴウヤも日に日にそのツルを伸ばして、
梅雨明けが待ち遠しい毎日。いよいよ高校野球開幕に夏の飲み会そして博物館のシンポに酔っ払い 3 人組のブルーグラス
の予定も。孫からは野球観戦に魚釣りにもついて行けという。 つゆ明けが待ち遠しい 7 月です。
地球温暖化の異常気象に合わせて世相も何か変。 もう 理研 STAP 細胞の件は言うまい。
でも 憲法をないがしろにする集団自衛権の問題は見過ごせぬ。 今この変化のコーナーを曲がってはならないと。
「右のものを左という」何度となく見せつけられてきた強者の論理。集団の暴力。
三権分立もいつの間にか 骨抜きに・・・

力では平和は呼び込めぬ

人が人として命をつないでゆく道筋に武力はいらぬ。
人間の歴史に掉さして 生きてゆけるのだろうか・・・・
政治家の茶番 今度ばかりは見過ごせぬ。 原発問題も含めて 他人任せではどうにもならぬ。
「自分の身は自分で守る」判断が必要に。そんな 2014 年 暑い夏の始まり
お互い無理せずとも

時代に流されぬよう 変化の時代を生きてゆかねば・・

今年もこれからの夏 元気に乗り切ってゆきましょう
2014.7.5. From Kobe

Mutsu Nakanishi

銀河鉄道に乗って 三陸へ
「あの高嶺 鬼すむ誇り
その瀬音 久遠の賛歌
この大地 燃えたついのち
ここは 北上(
北上(東北)
東北) - 北上市市民憲章より - 」
新しい未来への街づくり スクラム組んで人間復興
郷土を愛する東北人の東北讃歌

何度となく home page に掲も載。

気になっていたかつて世話になった 東北・三陸沿岸の Iron Road。
4 月 三陸鉄道の全通・銀河鉄道 SL 銀河の運行を機会にこの 6 月 7 日～9 日まで
梅雨の真っ最中でしたが、やっとふんぎりがついて「この三陸に出かけることも応援
の一つ」と三陸沿岸の再訪ができました。 ご苦労の中にも 明るく立ち向かってお
られる姿も眼にすることもできて、ほっと一息。
こっちも元気に。

これで 私の方も また 気楽に東北へ通えると。

三陸沿岸の街の人間復興はまだ これから。忘れず応援したい。

被災した街を行く代行バスと全線開通した三陸鉄道と
愛媛大
愛媛大学東アジア古代鉄
アジア古代鉄文化研究セ
代鉄文化研究セン
文化研究センター研究報告会
研究報告会「

「古代ユーラシア大陸のアイアン・ロード 鉄の歴史を探る」
大阪弥生博物館夏季特別展「遥かなるメソポタミア 2014.7.8-8-31」の関連セミナーとして「
「古代ユーラシア
古代ユーラシア大陸
ユーラシア大陸のアイアン・ロ
大陸のアイアン・ロ
ード鉄
ード鉄の歴史を
歴史を探る」の研究報告会が
研究報告会 7 月19 日14 時～16 時30 分まで大阪府立弥生文化博物館で開催されると先日訪れた弥生
博物館で知りましたのでお知らせ。
昨年 12 月和鉄の道 home page で紹介した愛媛大学東アジア古代鉄研究 所の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「鉄と匈奴」に関連した研究報告会と思いますのでお知らせ。
日本のたたら製鉄のルーツにつながる話がきければと楽しみにしています。

岩手県の
岩手県の縄文

軽米町出
米町出土など均整の
均整の取れた素
れた素晴らしい土偶
らしい土偶な
土偶など

三陸を訪ねたこともあって、6 月 28 日大阪弥生博物館で
開催されていた「縄文! 岩手 10000 ねんのたび」展を見
に行って、展示されていた縄文 土器や土偶の素晴らしさ
にびっくり。
ほとんどが、青森県と境を接し、北の八戸へ流れる新井
田川の源流域軽米町の遺跡からの出土品。
東北の縄文というと青森・津軽や八戸の是川遺跡 そし
て岩手では 北上川域の御所野遺跡が有名ですが、新井田
川源流域の軽米町から こんなに均整の良くとれた縄文の遺物が大量に出土することにびっくり。
残念ながらもう閉幕してしまいましたが、この展覧会 写真 ok だったのでその中から一部ご紹介。

岩手県北部 軽米町等から出土した岩手の縄文

均整の取れた縄文土器土偶の美しさににびっくり

大阪弥生博物館「縄文! 岩手 10000 ねんのたび」展より
★★ 今月の
今月の home pag
page 更新記事
更新記事 ★★

1. 【和鉄の道・Iron
和鉄の道・Iron Road】
Road】

[ 【風来坊・Country Walk にも転記】 ]

1. ＜抜粋版＞東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.72014.6.7-6.9.

釜石から北へ 山田町・宮古・普代・久慈・八戸へ
2. ＜詳細版＞ 東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.72014.6.7-6.9 【1】

1. 近代製鉄発祥の洋式高炉建設地「釜石」 橋野・大橋を訪ねる.
橋野・大橋を訪ねる. 2014.6.7.
世界産業遺産登録
世界産業遺産登録 を目指す
目指す 日本近代製鉄発祥の地
2. 【風来坊・Country
【風来坊・Country Walk】
Walk】

[ 今月の和鉄の道 Iron Road を転記]

3.【 From Kobe 】
2014 年 7 月の便り

内閣・自民党
・自民党が
民党が猪突猛進する「集団自
猪突猛進する「集団自衛権
する「集団自衛権」を
衛権」を今
」を今一度考えよう
度考えよう

小学１年生、
小学１年生、安
年生、安里有生君の詩「へいわって すてきだね
すてきだね」を
だね」を今
」を今一度全文を
度全文を紹介

◎ 東北

震災後初めて 三陸沿岸を再訪 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 2014.6.7-6.9.

本年 6 月に出かけた東北三陸沿岸の Iron road の記録下記 5 編に分けて整理中
今月は整理のできた下記 2 編を掲載し、今月の「風来坊・Country walk」にも転記しました。
1.「東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 2014.6.7-6.9.」の抜粋レビュー
2 日本近代製鉄発祥地「釜石」 日本初操業の地 陸中大橋・日本最古の洋式高炉が残る橋野鉄鉱山の訪問記
◎

2014 年 7 月の便り 小学１年生、
小学１年生、安
年生、安里有生君の詩「へいわって すてきだね
すてきだね」を
だね」を今
」を今一度全文を
度全文を紹介
***************************************************************

◎ やっと行ってこれた東北三陸沿岸 Iron Road の旅。
久しぶりの製鉄関連遺跡探訪ができたこともあって、今月はこの記録整理に没頭。
他に手が回らぬ 7 月更新になってしまいました。 お許しください。
年寄には厳しい そんな 2014 年夏の始まり 「自分の身は自分で守る」判断が必要に
お互い無理せず 時代に流されぬよう
梅雨の終末期 ゲリラ豪雨に過酷な暑さに加え、台風も お気をつけください。
これからの夏 元気に乗り切ってゆきましょう
ご意見や感想など 引き続きお知らせください。

好奇心さえあれば・・・と前向いて
2014.7.5. 7 月更新の中で Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 7 月更新 記事概要】
今月の和鉄の道・
今月の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 7 月
1. ＜抜粋版＞ 東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 2014.6.72014.6.7-6.9.

東日本大震災後 気になりながらも足を踏み入れることができなかった岩手県の三陸沿岸にやっと行ってきました。
かつて出かけた東北 三陸沿岸の Iron Road 再訪 Country Walk。
久しぶりの製鉄遺跡現地遺構や砂鉄浜を見学する旅でもありました。
被災地の現状に声もでないこともありましたが、それらを含め、釜石から宮古・岩泉・普代・久慈・八戸まで、
訪れた製鉄関連地で撮った Photo をまとめました。

＜詳細版＞
詳細版＞東北 三陸沿岸
三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 2014.6.72014.6.7-6.9
6.9 【1】

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

整理のついた第一日目の製鉄関連遺跡探訪「近代製鉄発祥の洋式高炉建設地「釜石」橋野・大橋を訪ねる」をまとめました。
岩手県中央部と三陸沿岸を隔てる険しい北上山地。花巻から西へ 遠野から北上山地を仙人峠を越えて三陸沿岸釜石へでる
釜石街道。 今はこの難所を長いトンネルとΩループと呼ばれる長いループ線で勾配を緩くして越えてゆく。
また、この仙人峠周辺の山々は古代からの鉄資源帯で この鉄鉱石を使用して日本で初めて洋式高炉による近代製鉄発祥
の地である。
三陸沿岸の Iron Road を再訪にあたり、是非行きたかった釜石線仙人峠Ωループ越 そして 山深く交通の便悪く今まであき
らめていた最古の洋式高炉 3 基が残っている橋野洋式高炉跡 そして近代製鉄発祥の地 陸中大橋・旧釜石鉱山(大橋鉄山)。
土砂降りの雨の中 奥深い北上山中ですが、無事現地に立つことができました。

今月の風来坊
今月の風来坊 Country Walk

2014 年 7 月

今月は
今月は新しい記事
しい記事掲載
記事掲載なく
掲載なく 和鉄の
和鉄の道に掲載した
掲載した東北三陸沿
した東北三陸沿岸
東北三陸沿岸の Iron Road 2 件を 和鉄の
和鉄の道より転載し
転載しました。
ました。
1. ＜抜粋版＞東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.72014.6.7-6.9.

釜石から北へ 山田町・宮古・普代・久慈・八戸へ
2. ＜詳細版＞ 東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.72014.6.7-6.9 【1】

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

今月の
今月の From Kobe
2014 年 7 月の便り

2014 年 7 月
内閣・自民党
・自民党が
民党が猪突猛進する「集団自
猪突猛進する「集団自衛権
する「集団自衛権」を
衛権」を今
」を今一度考えよう
度考えよう

小学１年生、
小学１年生、安
年生、安里有生君の詩「へいわって すてきだね
すてきだね」を
だね」を今
」を今一度全文を
度全文を紹介

*************************************************************************************************

2014 年 8 月 2014 年 8 月 「ひまわりの夏
ひまわりの夏」 便り 四季折々

2014. 8.
8. 5.

《 ８月 ひまわりの夏
ひまわりの夏 到来 》

ひまわりの夏
ひまわりの夏の到来
真っ青な空に太陽に
太陽に向かって ひまわりが
ひまわりが咲き、さわやかな朝
さわやかな朝を演出する
演出する朝顔
する朝顔の
朝顔の花.
半端でない
半端でない猛暑日
でない猛暑日の
猛暑日の連続

強がりは言
がりは言うまい

お互い無理せず
無理せず この暑
この暑い夏を乗り切りきましょう

ひまわりの夏到来
近くの白川台に 菊みたいに盛り上がるほど花びらをつけるひまわり。
また、同じとき 西播磨佐用のひまわり畑では何万本のひまわりが、
一斉に顔を向けてくれる。
我が家の角先にもかわいらしいひまわり畑
今年もみんな元気に 夏が迎えられたと・・・・

世の中は景気好しの上昇傾向。東京では「建設バブル」到来と浮かれた話が飛び交う
昨今ですが、
私の所には一向にそんなうまい話はなく、
見聞きする現実には心配事多し。
ゲームでもするかのような軽さ。そんな中で動かされているとはっと気が付く。
俺は乗らんぞというのですが・・・・
何考えとんねんと思えども 勝ち組との差は広がるばかりで犬の遠吠えにもならぬ。
せめて 年金だけは ほごにしてくれるな!! と
大変な時代

世の中はどう動いてゆくのでしょうか・・・・・・

「元気に前向いて」と夏の元気 ひまわりの花 そして、朝のすがすがしさの京朝顔の姿を今年も発信。
本年１５０年ぶりに復活した大船鉾が都大路を巡行する祇園祭の後祭の様子も。また、三陸沿岸をめぐる「和鉄の道
・ Iron Road 」の旅の整理第二弾 三陸沿岸の古代製鉄遺跡の発掘現場「焼山遺跡」見学記を整理掲載しました。
三陸沿岸の現状を「できるだけ、厳しいところは自分の胸に。明るい方向の見聞を伝えよう」としてきましたが、
NHK スペシャルが伝えた東京建設バブルが突き付けた被災地の現実がこんなにひどいとは・・・・・・と。
「被災地を忘れてはならぬ」と自分に言い聞かせつつ、非生産的な自分にもカツを入れながら、
またぶつぶつと from Kobe に。
時流に乗ろうにも このロートル

どう考えても道はなし。

平平凡凡 健康で元気に暮らせることをありがたいと思いつつ、気分を切り替えてのひまわりの夏
熱中症にも気をつけて、家族ともども 今を精一杯に。
2014.8.5. 8 月 ひまわりの夏到来の中で

Mutsu Nakanishi

《今月の
《今月の home page Iron Road 掲載記
掲載記事 より》
より》
三陸沿岸を
三陸沿岸をめぐる「和鉄の道・
めぐる「和鉄の道・ Iron Road 」の旅
」の旅 2014..6
2014..6.8. の整理第二弾

発掘中の古代１０世紀後半から１１世紀の製鉄遺跡
」の発掘現場を訪ねる
発掘中の古代１０世紀後半から１１世紀の製鉄遺跡 山田町船越「焼山遺跡」
蕨手刀を手に古代大和と戦った蝦夷の製鉄地帯「金山」のロマンを秘めた三陸沿岸の古代製鉄遺跡の痕跡を探る

≪ 鉄の話題 2 つ ≫
トルコで生まれた人
トルコで生まれた人工
で生まれた人工鉄がユ
鉄がユーラシア
ーラシアを西から東
シアを西から東の
を西から東のたたら製鉄へ

たたら製鉄の
たたら製鉄の世界のつながりが益
世界のつながりが益々面白い
面白い

三陸沿岸の Iron Road の旅で訪ねた山田湾
で訪ねた山田湾に浮かぶ無数の
無数の養殖筏群
養殖筏群

鉄が育
鉄が育てた豊
てた豊かな海
かな海

８月 ひまわりの夏

“Stay Young Day !!”
!!” 今できることを 精一杯

お互い笑顔で
笑顔で 前向き思考
向き思考 元気で乗
気で乗り切って行
って行きましょ
きましょう
真っ青な空に向かって背を伸ばし、 一斉に太陽を見つめる黄色い元気な顔・顔・顔
手を大の字に広げ、頭を空っぽにして

明るいひまわりを見つめよう

心身共にリフレッシュ 今年も元気なひまわりに出会えました
無理せず 熱中症にも気を付けて この夏を乗り切りましょう
2014.8.5. From Kobe

平和に思いを

Mutsu Nakanishi

小学１年生、安里有
小学１年生、安里有生君の詩「へいわって すてきだ
すてきだね」
きだね」

8 月には毎年、数々の行事や報道の中で、平和を思い起こされる。
今年は特に平和憲法の精神を踏みにじる 「集団自衛権」の解釈変
更。施政者にまかしておけない舵変更。
ついつい、日常の雑事に埋没の暮らし。
今一度 平和に思いをはせましょう。

夏の朝
夏の朝 涼しさを演出する
演出する京朝顔
する京朝顔 今年も咲き始
今年も咲き始めました
も咲き始めました
夏の朝 涼しさを演出する庭の京朝顔 今年も咲き始めました
どれも名前がついているのですが、私にはさっぱり。 毎朝 一輪一輪 今朝咲いた数をかぞえる。
朝のすがすがしさを感じさせてくれる 夏の楽しみです

グリー
グリーンの球場は青春の思い出

高校野球夏の
野球夏の予選 今年も
今年も応援に
応援に

「カーン カーン」と緑の芝の上を白球が飛ぶ。幾つになっても気になる母校の高校野球予選。
今年も高校時代の仲間とに球場へ。 センターポールにあがる校旗をみつめながら力一杯校歌を歌ってきました。
皆様の所はいかがでしたでしょうか・・・
強かった時代は語昔のり草。でもこの時節にはいつも気になって出かけます。 幾つになっても、母校の応援は楽しいもの。
知った顔ぶれも知らない人も みんな一緒になっての同窓会。 ふっと時間が止まったようなこの一瞬 このためにためにきたの
やと。残念ながら２回戦で敗退でしたが、選手たちの精一杯のプレーに拍手。 また来年です。

鉄の話題 2 つ
1. 世界最古の
世界最古の鉄塊は銅製造のプロセスの
プロセスの過程で
過程で生まれたとの説
まれたとの説
先日大阪弥生博物館での講演会「
「古代ユーラシア大陸のアイアン・ロード」で、トルコ アナトリア高原のカマンカレホユ
ック遺跡で出とした世界最古の鉄滓・鉄塊 (ヒッタイト以前の前期青銅器時代 BC19 世紀)は「含鉄銅鉱石の鉱滓から抽出さ
れたものではないか?」 との説が有力との報告を聞きました。
昔勉強した銅と鉄 金属の「水と油」溶かすとそれぞれの相 ２層に分離する。 それでいて、一緒の鉱脈にいることが多い。
真偽はまだこれからですが、トルコアナトリアの製銅過程の副産物として 鉄粒・鉄滓ができる可能性はあろうと納得。
トルコで生まれた人工鉄がユーラシアを西から東の日本たたら製鉄へ たたら製鉄を通じての世界のつながりが、益々面白い。

2. 三陸沿岸の
三陸沿岸の豊かな海
かな海は陸の鉄分が
鉄分が溶け込んで育
んで育てた豊
てた豊かな海
かな海??
三陸沿岸の Iron Road の旅で、山田湾に浮かぶ無数の養殖筏群にびっくりし、三陸の海は本当に豊かな海なんだと。
そんな山田町の沿岸には多数の製鉄遺跡、山には砂鉄となる宮古花崗岩帯の山が連なっていることを地質図から知りました。
「山から流
から流れ出た鉄分が育てた海
てた海が三陸・
三陸・山田の
山田の豊かな海
かな海」と気が付きました。
鉄は産業の米だけではない姿が見える 古きの中に新しい鉄の姿を初めて意識しました。
。
三陸沿岸の海は
三陸沿岸の海は陸の鉄が
海は陸の鉄が育
陸の鉄が育てた豊
てた豊かな海
かな海??

祇園祭 後祭

１５０年ぶりに復
りに復元された大船鉾
元された大船鉾が都大
船鉾が都大路
が都大路を巡行 2014.7.23.

「コンチキチン コンチキチン」
１５０年ぶりに復元された巨大な大船鉾が7月23日49年ぶりに復活した祇園祭後祭で巡行。
その勇壮な姿を披露。 今年は行けないと思っていましたが、カネの音を聞いて、ひょいと家内と京都へ。
関西では 25 日天神祭 私の故郷尼崎ではだんじり祭。 ねぶたにねぷたも・・「郷愁」というが、ちょっとちがう。
祭にはその土地土地土着の楽しみがある。 なんと言われようと祭と聞くと ついつい どんなだろうと・・・・・・。
夏まっ盛りです。
★★ 今月の
今月の home pag
page 更新記事
更新記事 ★★

1. 【和鉄の道・Iron
【和鉄の道・Iron Road】
Road】

【風来坊・Country Walk にも転記】

＜詳細版＞ 東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.7-6.9 【2】

2. 古代の
古代の製鉄遺跡 山田町船越「
山田町船越「焼山遺跡」
焼山遺跡」発掘現場を
発掘現場を訪ねる 2014.6.8.
三陸沿岸の砂鉄資源帯で古代の製鉄地帯「山田」
「三陸は
三陸は蝦夷の
蝦夷の鉄生産工房地ではないか
鉄生産工房地ではないか?
ではないか? 」そんな痕跡
そんな痕跡を
痕跡を求めて
【参考】
参考】 概略 古代製鐵遺跡が
古代製鐵遺跡が 300 を越える山田町
える山田町の
山田町の古代遺跡について
古代遺跡について
２. 【和鉄の道・Iron
Road】
】
【和鉄の道・
「鉄の話あれこれ」
あれこれ」金属にも「
にも「水」と「油」がある 「銅」と「鉄」の二相分離
BC19 世紀 世界最古の人工鉄は この技術で取り出されたとの仮説が有力
また、この技術 スクラップからの有用金属の取り出し法として現在の先端技術
３.

【風来坊・Country
【風来坊・Country Walk】
Walk】 [今月の和鉄の道 Iron Road を転記]

＜詳細版＞ 東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.7-6.9 【2】

2. 古代の
古代の製鉄遺跡 山田町船越「
山田町船越「焼山遺跡」
焼山遺跡」発掘現場を
発掘現場を訪ねる 2014.6.8.
４.

【風来坊・Country
【風来坊・Country Walk】
Walk】

年祇園祭 後祭山鉾巡行 150 年振り
年振り「大船鉾」
大船鉾」が都大路をゆく
都大路をゆく 2014.7.24
5.【 From Kobe 】
2014 年 8 月の便り

ひまわりの夏
りの夏 2014 到来

《1》
「私雨」
「得意傲
私雨」
「得意傲然
得意傲然」を排して
《2》
「NHK
『東日本大震災
NHK スペシ
スペシャル」
ャル」
東日本大震災 復興 正念場の夏 建設バ
建設バブル と 被災地
被災地』を見て
◎ 今年も佐用のひまわり畑 太陽に向け元気に林立するひまわり群に出会ってきました。
また、NHK スペシャルが伝えた東京建設バブルが突き付けた被災地の現実が、こんなにひどいとは・・・・・・と。
「被災地を忘れてはならぬ」と自分に言い聞かせつつ、非生産的な自分にもカツ
またぶつぶつと

メソポタ
メソポタミアの土偶
アの土偶
先日大阪で開かれていたメソポタミア展でみた土偶。BC5500 年頃といいますから、
縄文時代と重なり、 縄文のビーナス・合掌土偶 古くは永源寺相谷熊原遺跡から
出土した土偶を思わせる美しさ。
以前縄文の渦巻き文様がケルトの渦巻きと相通じるところがあると知りましたが、
この土偶の方がもっと近い。
ユーラシア大陸の東西の何の交流もない時代ですが、ひとは遠く離れていても
精神的にはつながっていたのでしょうか・・・

好奇心さえあれば・・・と前向いて
毎回同じことばかりで、恐縮ですが、今年もひまわりの夏の発信
ひまわりに活力を得てもらえれば うれしいです。
また、今日朝顔も暑い夏の清涼剤
無理せず 元気に・・・・・・
三陸沿岸には小型竪型炉を主とする独特の製鉄を思わせるたたら跡
初めて見るたたら跡 西日本とは異なる製鉄技術ルートが垣間見れました。
でも、3 年が過ぎようとする被災地の現状の厳しさを知るにつれ、この東北を忘れてはならぬと。
ご意見や感想など 引き続きお知らせください。
2014.8.5. from Kobe

Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 8 月更新 記事概要】
今月の和鉄の道・
今月の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 8 月
1. ＜詳細版＞
詳細版＞ 東北三陸沿岸
東北三陸沿岸の
三陸沿岸の Iron Road を訪ねる
訪ねる 2014.6
2014.6.7.7-6.9 【2】
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.
三陸沿岸の砂
三陸沿岸の砂鉄資源帯で古代の製鉄地
資源帯で古代の製鉄地帯
で古代の製鉄地帯「山田」

三陸沿岸は古代からの砂鉄など製鉄資源帯で、
古代には日本刀の原型となった蕨手刀を手に大和
と戦った蝦夷の製鐵基地?

との思いがある。

そんな三陸沿岸 北に山田湾南に船越湾に突き出
た小さな船越半島の付け根の山裾の高台で、
現在発掘中の古代の製鉄遺跡 山田町船越「焼山
遺跡」発掘現場を訪ねました。

「三陸は蝦夷
「三陸は蝦夷の鉄生
は蝦夷の鉄生産工房
の鉄生産工房地で
産工房地では
地ではないか?
ないか? 」そんな痕跡
んな痕跡を
痕跡を求めて

2. 「鉄の話あれこれ」 金属に
金属にも「水」と「油
「油」がある 「銅」と「鉄」の二
の二相分離 2014.8.1.
BC19 世紀 世界最古
世界最古の人
最古の人工
の人工鉄はこの技術
鉄はこの技術で
技術で取り出されたとの仮説
されたとの仮説が
仮説が有力
また、この技術
また、この技術 スクラップからの
ップからの有用金属
からの有用金属の
有用金属の取り出し法として現在
として現在の先端技術
高温で溶融した 2 種の金属が相互にまじりあわぬ現象を 2 相分離という。 いわば金属の「水と油」である。
この方法で金属を選り分けて取り出す技術は現在も先端技術。
BC19 世紀トルコで発見された世界最古の小鉄塊は、製銅の過程で銅と分離抽出されたとする説が有力に。
たたら製鉄のルーツにこんな製銅技術がからんでいたと・・・・・。

世界最古の人工鉄

銅・鉄の溶融二相分離

先端技術とは面白い。

二相分離した銅・鉄急冷アトマイズ粉

今月の風来坊 Country Walk 2014 年 8 月
[8 月 和鉄の道 Iron Road より 転記]
1.
＜詳細版＞
【2】
詳細版＞ 東北三陸沿岸
東北三陸沿岸の
三陸沿岸の Iron Road を訪ねる
訪ねる 2014.6
2014.6.7.7-6.9
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.
三陸沿岸の砂鉄資源帯で古代の製鉄地帯「山田」

.

2.

「三陸は蝦夷の鉄生産工房地ではないか? 」そんな痕跡を求めて

2014 年祇園祭 後祭 山鉾巡行 150.年
150.年振りに「大船鉾
「大船鉾」が都
が都大路をゆく 2014.7.23.&
2014.7.23.& 7.24.

49 年ぶりに復活する祇園祭の後祭。 その主役として 150 年ぶりに復元された巨大な大船鉾が都大路を巡行する。
今年は行けないと思っていましたが、カネの音を聞いて、ひょいと家内と京都へ。

今月の
今月の From Kobe
2014 年 8 月

2014 年 8 月
ひまわりの夏の便り
ひまわりの夏の便り

《1》 「私雨
「得意傲然
「私雨」
「得意傲然」を
得意傲然」を排
」を排して
《2》 「NHK
NHK スペシャル」
ペシャル」 『東日本大震災
日本大震災 復興 正念場の
正念場の夏』
～" 建設バブル
建設バブル"と被災地 “ ～ を見て

2014 年 9 月 秋と夏とが交錯する 9 月便り 四季折々

2014. 9. 5.

厳しい気象変化が続く昨今、 夏と秋がいりまじる９月 秋近し
集中豪雨に台風の襲来もあり、かんかん照りの日もないまま夏も過ぎようとしています。
ゲリラ豪雨による未曾有の被害が出た広島の皆さんに思いをはせています。毎日蒸し暑い曇り空に 急変する
集中豪雨

身近にも異常と感じられた 8 月の夏が過ぎてゆく。穏やかな いつもの 9 月の空に戻ってほしいもの

でも 空には赤トンボが舞い始め、田園を黄色に染めて 稲穂が風に揺れています。
西神戸では 秋の実りのトップ イチジクの実にブドウの出荷も始まり、秋近し
さわやかな秋へ 気持ちも切り替え 無理せず 元気に過ごしたいと思っています
2014.9.1. from Kobe by Mutsu Nakanishi

実りの秋をひかえた西神戸伊川谷の里は頭を垂れた稲穂で一面まっ黄色に 2014.8.31. 西神戸 伊川谷で
イチジク・ブドウ・なし そしてクリと西神戸秋の味覚の出荷が始まってゆく

《今月の home page Iron Road 掲載記事
掲載記事より
記事より》
より》

＜詳細版＞ 東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.7-6.9 【3】

3. 三陸鉄道に乗って ２０数年前訪れた龍泉洞
訪れた龍泉洞 & 普代・黒
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

1992 年 4 月に訪れた久慈
れた久慈・
久慈・三陸沿岸の
三陸沿岸の Country Walk
この琥珀
この琥珀の
琥珀の町で眼にした「
にした「アンバーロード・琥珀
アンバーロード・琥珀の
琥珀の道」にふと頭
にふと頭に浮かんだ
「アイアン ロード」
ロード」の言葉。
言葉。 「Iron Road」
Road」 響きもいい。
きもいい。
久慈のある三陸沿岸は琥珀ばかりでなく、古くからの製鉄資源帯・製鉄地帯
「古代からの
古代からの鉄
からの鉄の道がある」
がある」と 「和鉄の
和鉄の道・Iron Road」
Road」と名付け、
私のたたら探訪
のたたら探訪の
探訪の Country Walk をライフワークに。
心配で いつも頭にありながら、 足を踏み入れることができなかった北三陸沿岸
は大津波に襲われた被災の地 。「三陸鉄道」に乗って、20 数年前に訪れよう。
今回の一番の目的。 2０数年前の記憶をたどりながら この三陸沿岸の今をしっかり眺めようと。
4 月に開通した北三陸に乗って

宮古から岩泉・普代・久慈へと 断崖絶壁が続く北三陸の Iron Road を訪ねました。

雨にはたたられましたが、多くの人たちに出会い、笑顔で声をかけていただいて ほっとしながらもうれしい旅でしたが、
復興はまだこれから。
一日も早い三陸沿岸の生活復興を祈りながら 八戸へ

やっと 三陸沿岸の Iron Road を訪ねることができました。
by Mutsu Nakanishi

新たに堤防の役を担う高い土盛り線路と新島越

龍泉洞 地底湖のブルーに惹かれて

普代川の河口の砂鉄浜 普代浜

三陸鉄道車窓より 沿岸を渡る道路橋

河口・集落に築かれた大堤防が街を救った

普代川の河口の砂鉄浜 普代浜
≪ 背後に
背後に白山の
白山の山々が
山々が連なる福井県勝山市
なる福井県勝山市 巨大な
巨大な恐竜たちがいる
恐竜たちがいる!!
たちがいる!! 2014.8.14. ≫

福井県勝山市 恐竜博物館 2014.8.14.

«夏と秋が交錯 ９月の便り»
9 月 秋近し 夏と秋が交錯 ９月
“Stay Young Day !!”
!!” 今できることを 精一杯
お互い笑顔で
笑顔で 前向き
前向き思考 元気を
元気を出して
空には赤
には赤トンボが舞
トンボが舞い始め、田園を
田園を黄色に
黄色に染めて 稲穂が
稲穂が風に揺れています
秋の実りのトップ イチジクの実
イチジクの実にブドウの出荷
にブドウの出荷も
出荷も始まり、
まり、さわやかな秋近
さわやかな秋近し
秋近し
気持ちも
気持ちも切
ちも切り替え 無理せず
無理せず 元気に
元気に過ごしたいと思
ごしたいと思っています
かんかん照りの日もないまま夏も過ぎようとしています。
ゲリラ豪雨による未曾有の被害が出た広島の皆さんに思いをはせています
毎日蒸し暑い曇り空に急変する集中豪雨

大変な夏だったのに、毎年常套句の「残暑」の言葉をつかわなかったなぁと。

身近にも異常と感じられた 8 月の夏が過ぎてゆく この秋も異常なのだろうか…
穏やかな いつもの 9 月の空に戻ってほしいもの
2014.9.5. From Kobe

Mutsu Nakanishi

《 心に残ったメッセージ 2014.8.27. 朝日新聞 「天声人語」 より 》

集中豪雨に台風の襲来そして、ゲリラ豪雨 。 「今までに経験したことがない」の言葉の乱発に「またか・」と思っていましたが、
この夏ばかりは「これは本物や 他人ごとにしておれぬ」と。 半端でない夏台風の西神戸上陸 すごい風雨でした。
幸い短時間で済んで、大きな被害なしでしたが、「これが長くつづいたら・・・」と思うすごい風雨。
「一人よがりの経験だけでは どうにもならないなあ。。。」と。
自分なりにイメージ チェックもしたし、自分の所は大丈夫と思っていましたが、 同じ町内の知人が「東側の谷川が土砂崩れで
埋まったら 水は直撃やぜ」という。 横の谷川は急傾斜で流れ下るので 上で水か埋まっても大丈夫と思っていましたが、
「これは想定外」 いたるところで 想定外が起こる。
そんな中での自己判断力が叫ばれる時代
手法だと。

昔職場でよくやった「KY 危険予知」 やっぱり 予期せぬことを見出す大事な

「一人 KY もやらないかんなぁ・・・」と。

今「KY」なんて言っても通じないが、「安全の知恵」です。効率一辺倒の今 そんなもん 考える必要なしと一蹴されそうです
が、最近の「想定外」の多さの克服にはこんな知恵も必要か・・・・。
お互い 無理せず 元気で

色々 いつもと違った夏も終わり、秋がもうそこまで

また、 広島そして東北の困難に立ち向かっておられる皆さんが 一日も早く 穏やかな生活が取り戻せますよう
2014.9.1. from Kobe Mutsu
≪ まだ 今も 夏休み
夏休み NHK 巡回ラジオ
巡回ラジオ体操
ラジオ体操がある
体操がある

Nakanishi

２０１４.
２０１４.８．３.
８．３.早朝 ≫

8.3. 朝 6:30 NHK ラジオ体操 グリーンスタジアム神戸に早朝 8000 人が集まり 孫たちも行きました。
私は家で TV で見てました 夏休み巡回のラジオ体操なんて とんと忘れていましたが、今も続いているのですね。

≪ 一度やってみたい
一度やってみたい光景
やってみたい光景 本当にうまそう
夏の名残の
名残の景色です
景色です

2014.8.27. ≫

夏の終わりのナイター観戦 ビールを飲みながら見る楽しさ
若者が一人立ち上がって、本当にうまそうにビールを飲みほしました。
思わず うまそうやなぁ・・・・と うらやましくてパチリ
もっとも ビールの缶は球場持ち込み禁止なんですが、
でも 「やってみたかったんやろなぁ・・」と。この気持ちわかる

≪ 秋から冬
から冬にかけての楽
にかけての楽しみ ラグビーシーズン始
ラグビーシーズン始まる

2014.8.30. ≫

いよいよ ラグビーシーズンの開幕。 ８月３０日夕 18:00 から神
戸ユニバー 記念競技場で 2014/2015 トップリーグの神戸で
の開幕戦「神鋼スティ-ラ-ズ-近鉄ライナ－ズ」戦が行われた。 「阪
神ダービー」というらしい。
毎年 それぞれの実力以上に白熱する戦い。 今年はどうか・・・・・
スティーラーズ１０番 チームのかなめ スタンドオフ正面が中央
でパスを受け、 敵のでフェンスラインを正面から割って抜け、
ゴール下へ走りこんでトライ。 スピードが生きた「正面が正面突破し
てのトライ」 もやもやも吹っ飛んでスカッ-と。
気が付くと デジカメは胸のポケットのまま。またも、劇的瞬間は取り忘れ。 ２６対 3 スティーラーズの勝利に。
夏の終わりと秋の始まりを感じさせるラグビーの開幕です。

この夏神戸
この夏神戸で
夏神戸で 須磨の
須磨の海釣り
海釣り公園で
公園で 大漁
前にも一度お話しましたが、孫の夏の須磨海釣り公園の魚釣り成果。 係りのおじさんに言われた「夏休み頃は何ぼでも釣れる」の
言葉に 夏休みを待ちかねてやってきた。 その成果です。
海は大きく広いし、魚の密度なんて知れたものと
思っていましたが、本当に釣れるものです。 1 週
間ほどして、また、友達を連れて行って、２人合わ
せて １００匹以上。 ２人も満足だったようで、夏
は当たり外れなし。
こんなに簡単な海づり 長いこと須磨に住んでい
て知らずでした。
でも、１月・３月寒い時は全く釣れず。
漁師さんの言う「水温と潮目」が一番。
これもすごい知恵。 もっとも釣人は餌・仕掛けを工夫して 大物を狙う。
そっちはそっちで また 次の知恵がいるようですが、海の釣台をあっちこっち歩く海釣り公園の釣。いいリフレッシュやと。 この夏
は孫たちと過ごす機会が本当に多くなりました。

津波に襲われた三陸鉄道「島越駅」が朝日新聞に
6 月に出かけた「三陸沿岸の Iron Road を訪ねる」を掲載し、今月は三陸鉄道 北リアス線 宮古-久慈間の Walk を掲載。
その中で リアス式海岸の谷を挟んで山から山へとトンネルを抜け鉄橋で渡ってゆく三陸鉄道。 その山に挟まれた谷の所が海に開
けた狭い平地で、集落や漁港になっている。唯一外に出られる交通手段が三陸鉄道。そんな場所の一つが田野畑村島越駅で、集
落・駅・線路がもろとも津波にやられ、その被害が一番大きい所と聞きました。
6 月 この三陸鉄道の島越駅を通過した時に、浜を含め、ちょっと印象が違うが、新しくきれいな駅舎を挟んで、高架の土盛り鉄路が
トンネルからトンネルへ渡ってゆくのを見て、復興の象徴とも受け取っていました。
この島越駅周辺の津波被害のすごさと新しい駅・鉄路そして集落のことが「ひとえきがたり 島越駅」として、朝日新聞に紹介され、こ
の島越駅と集落は津波で線路もろとも破壊され、現在復興した鉄路は新たに 土盛りされた防潮堤の上に敷かれていると知りまし

た。 この島越駅前には バラバラになった人たちが盆踊
ができる広場と加工センターが入るビルが建設され、村
の人々が集う場所となって完成するという。 ガンバッ
テ・・・・と朝日新聞の記事紹介。
なお、隣の普代では河口・谷が大堤防でふさがれていて、
津波の被害は小さく抑えられたと訪ねた時に聞きました。
判断一つで大きく変わる人のの暮らし本当に厳しい。 暮
らしの復興へ 島越も
普代もそれぞれ また
一歩 踏み出してほし
い

この夏 妖怪ウオッチ walk
「妖怪ウォッチ」って ごぞんじですか・・ TV アニメに登場してから、小学生たちに話題
沸騰。 この妖怪キャラクターのメダル集めに子供だけでなく、大人まで参戦。おもちゃ
屋・スーパー・コンビニ そして店先のガチャポンまで 売り出される行列ができ、品切
れに。価格は 100 円ギャンブルから数千 円までまちまちですが、数百円で手に入れら
れるのも子供たちの魅力。このメダルには妖怪キャラクタの裏にコードがついていて
写真を撮って、ゲーム機・ PC・スマホに入れるとこれを使ってゲームがさらに面白くな
るという。 当初 スーパーでの長い行列になんだろうと思っていたら、孫の顔がいっぺんに代わって行列の後ろに飛んで行っ
て並ぶ。 それから 孫連れての妖怪ウオッチ探しの Walk が孫一番の楽しみ。
連れて行くというと飛んでやってきて店のはしご。 それがほとんど売り切れなんですが、思わぬところで残っていて・・・・・。
街歩きとしても 面白い。私は「臭いで判る」というのですが、探し名人でちょっと株あげました。
でも 大人も狂っちゃって 独りで何千円もまとめ買い。 「子供の楽しみ 盗るな」と。
PC 通販見ると 凄い

キャラクター満載でプレミヤ付で売ってます。大人が出てくると 流行ももう終わりかと。

でも 本当に「子供の楽しみ 盗るな」 また、私の楽しみも
★★ 今月の
今月の home pag
page 更新記事
更新記事 ★★
◎ 「東北三陸沿岸の Iron Road」を訪ねる
は整理のできた「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」を掲載しました。
今回の walk の目的の一つである 20
数年前に訪れた龍泉洞・普代・田野
畑・久慈の今を三陸鉄道に乗って見
てきました。
◎ 【風来坊・Country Walk】は 8 月に訪
れた下記 2 項を写真入アルバムに。
◆ 京都府立植物園 半日会
2014 年京朝顔展
◆ 巨大な福井県立恐竜博物館

好奇心さえあれば・・・と前向いて

７０歳を超えたこの夏 孫たちとすごく時間がずいぶん増えた。

もう 無理はするまいとなんとはなしに自制しているところもあるのですが、行動力・気力が衰えたのかなぁと感じることが多く
なった。 頭の回転の悪さと物忘れはもう いかんともしがたし。 私だけかなぁと思っていたら、仲間が口々に同じことを言う。
頭の中では まだまだ 好奇心さえあればと思っているのですが・・・・・。
味覚の秋 Country Walk

スポーツに そして 仲間の会 「お～い 今やないと 行きたくても もう行けんぞ 会おうや」と

同窓会も目白押し。
私も 心意気だけは「まだまだ これからぞ」と。でも 無理せず 若者のいうことも ちょっとは聞いてと 時々自戒。
そんな中での今月のホームページの便り。
夏のなごりか、整理がつかぬまま、バラバラにになってしまいました。 お許しください。
◎ また、何もできず、「忘れていない」とのメッセージしかよう送れていませんが、広島の被災地 そして東北の三陸・福島ほか
困難に立ち向かっている人たちのことも気になっています。
◎ 三陸沿岸の旅について 幾人かの方々から、感想や意見・思いな出など数多くのメールをいただき、東北・この三陸に思いを
はせている人が実に多いことを知りました。 感謝するとともに この東北・三陸を忘れてはならぬと。

お互い健康に留意して 元気に毎日を

ご意見や感想など 引き続きお知らせください。
2014.9.5. from Kobe

Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 9 月更新 記事概要】

今月の和鉄の道・
今月の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 9 月
1. 【和鉄の道・Iron
Road】
】
【和鉄の道・
＜詳細版＞
詳細版＞ 東北三陸沿岸の
東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.72014.6.7-6.9 【3】

3. 三陸鉄道に
三陸鉄道に乗って２０
って２０数年前訪
２０数年前訪れた
数年前訪れた龍泉洞
れた龍泉洞 & 普代・
普代・黒崎を
黒崎を訪ねる
宮古から久慈へ 三陸鉄道 に乗って 大震災・
震災・津波の
津波の被災地をめ
被災地をめぐ
地をめぐる

6 月 8 日午後 相変わらず厚い雨雲に覆われ、霧雨が降ったり
止んだり。 山田町から代行バスで宮古にでて、今回の三陸
沿岸の Iron Road Walk の目的の一つ「三陸沿岸被災地の絆」
と聞く４月全線開通の「三陸鉄道」に乗り、宮古か三陸沿岸
の様子を車窓から眺めつつ、20 数年前に訪れた岩泉・普代な
ど北三陸沿岸の Iron Road を訪ねました。

2014.6.8 .& 2014.6.9.

雨にはたたられましたが、多くの人たちに出会い、笑顔で声をかけていただいて ほっとしながらもうれしい旅でした。
震災後、いつも頭にあった北三陸沿岸のこの地

今月の風来坊
今月の風来坊 Country Walk

やっと 三陸沿岸の Iron Road を訪ねることができました。

2014 年 9 月

[9 月和鉄の
月和鉄の道 Iron Road より 転記]
転記]

1. ＜詳細版＞
詳細版＞ 東北三陸沿岸の
東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 2014.6.72014.6.7-6.9 【3】
3. 三陸鉄道に
三陸鉄道に乗って２０
って２０数年前訪
２０数年前訪れた
数年前訪れた龍泉洞
れた龍泉洞 & 普代・
普代・黒崎を
黒崎を訪ねる

2014.6.8 .& 2014.6.9.

宮古から久慈へ 三陸鉄道 に乗って 大震災・
震災・津波の
津波の被災地をめ
被災地をめぐ
地をめぐる

2. 京都府立植物園 半日会 2014 年京朝顔展 朝顔帳

2014.8.4.

京都府立植物園京都半日会の京朝顔展も５５回。 どんな朝顔に出会えるか 毎年楽しみ。
案内状をいただいて８月 4 日早朝 半日会京朝顔展に出かけました。
朝顔は 朝早くに咲いて 昼には もう しぼんでしまう 本当に半日の花。誰もが一度は種から育てた経験がある
育てやすい花。それでいて奥が深い。 子どもから何十年のベテランまで それぞれがそれぞれの流儀で楽しめる朝顔
今年の夏 わが家の庭でも 数多くの朝顔が咲きました。 毎日早く起きて見るのが楽しみ。
この清々しさに 一日が楽しくなります。
咲きかけて 咲けない花の頭をそっと撫でて ふっと息を吹きかけるとぱっと開く。こんな技も嬉しい。
さわやかな朝を演出する朝顔

今年も京朝顔展の朝顔を今年の朝顔帳にしました。

日本の
日本の恐竜化石の
恐竜化石の宝庫 福井県勝山市

3. 恐竜博物館の
恐竜博物館の日本の
日本の代表といわれる
代表といわれる巨大
といわれる巨大な
巨大な福井県立恐竜博物館 2014.8.14.

今月の
今月の From Kobe 2014 年 9 月
夏と秋が交錯 ９月の便り 夏の終
夏の終りと秋
りと秋の始まりが入
まりが入り混じる神戸で
混じる神戸で
1. 災害に
災害に備えを自己確認
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

2014 年 10 月 10 月秋便り 四季折々

2014. 10.
10. 5.

真っ青に澄み渡る空 吹きくる風
きくる風も心地よい
心地よい
秋晴れの
秋晴れの空
れの空 ちょっと郊外
ちょっと郊外へ
郊外へ また街歩
また街歩きも
街歩きも楽
きも楽しい

神戸再発見 ｗａｌｋ

神戸の中心三ノ宮・元町から歩いて 40 分ほどの散策でこんな四季折々の景色が眺められました

正面に神戸の港・阪神間から須磨海岸まで一望 神戸の街の展望台 再度山ドライブウェイ 「ビーナスブリッジ」より 2014.9.11.

《 秋晴れの空
秋晴れの空 ちょっと郊
っと郊外へ また街歩
また街歩きも楽しい
街歩きも楽しい 10 月の到来です》
月の到来です》

真っ青に澄みわたった秋
みわたった秋の空高く
空高く 白球が
白球が舞う
まだちょっと暑
まだちょっと暑い日差しが
日差しが残
しが残る午後ですが
午後ですが
吹きくる心地
きくる心地よい
心地よい風
よい風を胸いっぱいに吸
いっぱいに吸い込んで
いつもの景色
いつもの景色も
景色も違って見
って見えてくる
心身共に
心身共に生き返れと
ちょっと郊外
ちょっと郊外へ
郊外へ また街歩
また街歩きも
街歩きも楽
きも楽しい 10 月
色々課題も
色々課題も多い毎日ですが
毎日ですが、
ですが、元気に
元気に 前向いて
前向いて 過ごしたいと

澄み渡る秋の空 六甲連山の全景が こんなにきれいに眺められました

2014.9.27. 神戸市灘浜 神鋼灘浜グラウンドで

台風そして想像を絶する集中豪雨と土砂災害などなど地球環境の変化がもたらす状況もフィクションでなくなり、今までの経
験やシュミレーションでは予想だにできなかった災害が続く昨今。
神戸の山裾すぐ近くの街で起きた痛ましい小学生殺傷の事件も起きました。そして、今度は何度か登ったことのある御嶽山の
突然の噴火。思わぬ災害・出来事に見舞われた人たちに思いをはせています。
また、同時に思いもかけない状況に見舞われることが もう身近に迫りくる危険への対処の準備 そして「自分の身は自分で
まもらねば・・・・」とも 考えるのですが、日々の暮らしに埋没してしまっている毎日にちょっぴり反省も。
2014.10.5.

西神戸 実りの秋秋の風物詩

from Kobe

by Mutsu Nakanishi

神戸の観光スポット .再発見 Walk より

収穫期を迎えた田の畔を真っ赤な彼岸花 &山田錦の里の田に 灘の酒蔵の旗が翻る

神戸の街で 異人館通り・南京町・北野坂

神戸灘浜界隈
灘浜は かつての灘五郷の中心地

2014.9.18.

神戸の観光スポット .再発見 Walk より

神戸の観光スポット .再発見 Walk より
震災後 大きく変貌を遂げた街でもあります

現在は 市街地を仕切るかのように高速道路が走り、 神戸製鋼 製鉄・運河と港 東の物流拠点であり、
灘の酒蔵の街 そして スポーツを楽しむ明るい街 街の喧騒を離れて ぶらっと
でも 酒蔵を巡って 酔っぱらわぬよう 2014.9.27.
《今月の
《今月の home page Iron Road 掲載記
掲載記事より》
より》
六甲は
六甲は花崗岩の
花崗岩の山 新神戸駅すぐ
新神戸駅すぐ横
すぐ横の谷川で
谷川で砂鉄の
砂鉄の堆積 ないと思
ないと思っていた砂鉄
っていた砂鉄が
砂鉄が見つかりました?
つかりました?

いよいよ里は収穫の
収穫の秋 西神戸 彼岸花 & 酒米「
酒米「山田錦
山田錦」の里 に翻る灘の酒蔵の
酒蔵の旗
うまい 新酒の仕込みを
仕込みを約束
みを約束する
約束する旗
する旗が西神戸の
神戸の田園地帯
田園地帯のあちこちに
地帯のあちこちに

三陸沿岸をめぐる
三陸沿岸をめぐる「
をめぐる「和鉄の
和鉄の道・ Iron Road 」の旅 2014.6.8.
2014.6.8.【
6.8.【4】& 総集
「 あの高嶺
あの高嶺 鬼すむ誇り

の瀬音 久遠の賛歌

この大
この大地 燃えたついのち ここは 北上(東北)
東北) 」 東北讃歌 - 北上市市民憲章より –
砂鉄の宝庫 北三陸沿岸の砂鉄浜久慈から八戸へ

JR 八戸線車窓から砂鉄浜を訪ねる より

« 2014 年 10 月の便り » 秋晴れの空
れの空 ちょっと郊外
ちょっと郊外へ
郊外へ また街歩
また街歩きも
街歩きも楽
きも楽しい

10 月 真っ青に澄み渡る空
真っ青に澄み渡る空 吹きくる風
吹きくる風も心
くる風も心地
も心地よし
“Stay Young Day !!”
!!” 今できることを 精一杯

お互い笑顔で
笑顔で 前向き思考
向き思考 元気を出
気を出して

秋の味覚も出そろって、実りの秋・スポーツの秋そして味覚の秋

神戸の街でも秋のイベントが目白押し

真っ青に澄みわたる空 吹きくる風も心地よい秋の訪れ
田圃の畔には彼岸花そして灘酒蔵の旗が幾本も翻り、 新酒の仕込みを約束する
電車には 神戸・播磨の秋祭の PR 今にも 囃子の音が聞こえそう。
神戸の街も 何とはなしに 華やかに
ちょっと郊外へ また街歩きも楽しい 10 月
色々課題も多い毎日ですが、元気に 前向いて 過ごしたいと思っています
2014.10.5. From Kobe

Mutsu Nakanishi

街再発見 Walk のおすすめ（
のおすすめ（1） 神戸街歩き
神戸街歩き
この秋 学生時代の仲間の同窓会が 2 つ神戸で
企画された。 70 歳を越えて「もう 今やないと行
けん」とよく聞く要になりました。
「まだまだ これからぞ 」と強がっては見ても体
力の衰えを感じる年に。 気楽に案内できるとこ
ろはないか うまいものも・・と。
「あそこもある これもある」と思うのですが、
実際長いことあるいてないなぁ・・・・と「Walk で気
楽に楽しめる神戸スポットを」と観光案内のパンフ
を手に、書き込みを眺めながら あちこち立ち寄
って神戸の街をぶらぶら。
海から山まで一直線の坂の街 海から山まで
一筋道の眺めの変化を楽しむ そして 一筋違う
と街の表情も一変。こんな歩き方もあるのだと。 ペットボトル一本持って 豚まん・コロッケ・ソフトクリーム食べて疲れたら 街のカ
フェに立ち寄って 神戸の街をこんなにゆつくり眺めたのは久しぶり。 そして 帰りには ちょこっと一杯・・・
「地元の人が一番その地をよく知らぬ」とは言いますが、神戸の街 再発見でした
秋の一日 ペットボトル一本 ふらっと地元の街歩き

おすすめです。

街再発見 Walk おすすめ（
おすすめ（2） お彼岸 京都東寺の
京都東寺の弘法さんへ
弘法さんへ
9 月 21 日 お彼岸に京都へ行くのにあわせ、久しぶりに京都東寺の弘法さんへ
家内と私と二人そろって意見一致「弘法さんへ」 ほんまに珍しいこと。
家内の目的は 和服・小物リフォーム用の古着物地を手に入れること。
私はなくしても怒られぬ秋の安い帽子を買うこと。ショルダーもぼろぼろ
作ってほしいなぁ…と??
お彼岸の日曜日で出店も人も満員。 アンティーク市にこんなに大勢・・・。
みんな目的があるので なじみの店を見つけると店主に声をかけて古着地を
ひっくり返えす。 何とはなしに隣からも声がかかる。
「知ってる人」と聞くと知らんと。 「おばちゃん まけて」と気楽に言える。
観光地のバザールだけでない。
昔はこんな場所がどこでもあったのですね。街から人の賑わいが消えて久しい。
街を整備してきれいな箱ばっかり作ってもそこで 気楽に会話できる空間が
なければ 街のにぎわいは取り戻せぬなぁ…と。
私だけかもしれませんが、市場を歩くのは百貨店の地下売り場より面白い。

また ぶつぶつです
「なりすまし」を見抜く方策
「なりすまし」を見抜く方策 手の打ちようがないのでしょうか
◎ 「ポイント 沢山たまっていますよ。 この品物に交換されたら、PC の動画 TV で見られます。お金も何もかかりませんし、
10 月に送ります」 。 へ～え こんな電話案内は初めて。 ハガキやメールでしょっちゅうあるが、電話でとは今までにない
パターン。 でも ID 番号も パスワードも 契約も聞かず、不思議でしたが、まあ 何も聞かへんから まぁええか・・・・・。
お願いしますと。
それから、 2 週間たっても なしのつぶて。 インターネットで 自分のポイント履歴調べても手続き変化なし。おかしい。
しかも 調べるのに ID パスワード 契約番号まで 入れないとつながらぬ。
これはなりすましか・・・・・とサービスセンターへ連絡したら、 間違いなく 手続き承っているという。

自分の所のセキュリティーには厳しくしている反面 ユーザーにはお構いなし。 これはおかしい。
インターネットや電話になりすましが横行して 「注意せよ セキュリティー 強化せよ」と叫ばれ、
インターネットで手続きすると 返信の確認メールが来るのが、常識とおもっていましたが・・・・・・・
「なりすましには注意せよ」の大キャンペーンが進む中、いったいこちらは何をどう注意したらええのか ??
「お題目を唱えれば なにか 事が済んでしまう」 そんな社会が IT 情報社会で ますます進んでいるように見える。
電話で手続き確認した後、メールボックスには 「なりすましに注意せよ」のメールがまた 来てました。
どう見ても ユーザー側に立つ視点がないのにはびっくりです。
★★ 今月の
今月の home pag
page 更新記事
更新記事★
記事★

◎「東北 三陸沿岸の Iron Road を訪ねる」 本年 6 月に出かけた東北三陸沿岸 Iron road の記録が
「今月の久慈から八戸へ 車窓より眺める久慈・八戸周辺の砂鉄浜」と「東北 三陸沿岸の Iron Road
を訪ねる まとめ・総集」で完結。

時間かかりましたが、ほっと一息です。

秋を迎えて 10 月 真っ青に澄み渡る空 吹きくる風
きくる風も心地よい
心地よい
秋の訪れと共に 晴天が続いて、澄み渡る空に 今年は例年になく戸外の景色が素晴らしい。
でも 世相はいまだ安定せず、 数々の災難が襲いくる。
被災された人たちには 声も出ませんが、思いは一つ 忘れない。
今月今月のホームページの便り。 今月もまた 整理がつかぬまま、バラバラで、神戸の観光案内みたいなページになって
しまいましたが、お許しください。
ついに ギックリ腰をやっちゃいました。 話を聞くとみんな経験済み 色々教えてもらいました。
しゃんと立ってしまえば どうということないのですが、前かがみになった時の痛さ そして顔を洗うのに洗面台に手
で支えないとダメ。 「ギツクリ腰の痛さ ようわかったやろ」といわれましたが、3 日ほどでなんとか。
やっぱり なまくらにしていたのが いかんのか・・・・
庭の柿の木も実をつけ、金木犀もほのかな香りを漂わせています
ちょっと郊外へ また街歩きも楽しい 10 月の到来
色々課題も多い毎日ですが、元気に 前向いて 過ごしたいと
お互い健康に留意して 元気に毎日を
ご意見や感想など 引き続きお知らせください。
2014.10.5.

from Kobe

Mutsu Nakanishi

【2014 年 home page 10 月更新 記事概要】
今月の和鉄の道・
今月の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 10 月

1.

＜詳細版＞
詳細版＞ 東北三陸沿岸の
東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.72014.6.7-6.9 【4】

4. 久慈から
久慈から八戸
から八戸へ
八戸へ 車窓より
車窓より眺
より眺める久慈
める久慈・
久慈・八戸周辺の
八戸周辺の砂鉄浜

2014.6.9.

八戸線車窓から
線車窓から眺
から眺める砂鉄
める砂鉄浜
砂鉄浜 洋野町
洋野町有家海岸
有家海岸 & 砂鉄浜
砂鉄浜 八戸 種差海岸
種差海岸

6 月 9 日 東北 三陸沿岸の Iron Road Walk 3 日目（最終日） 相変わらずの霧雨に、久慈から八戸へ JR 八戸線に乗って、
車窓から北三陸沿岸の砂鉄浜を見ることに。 また、名前だけは知っている八戸の種差海岸
今度は是非この種差海岸の砂鉄浜も歩いてみたいと。
久慈から八戸にかけては、日本でも有数の砂鉄の産地、江戸時代 南部・八戸藩の南部鉄器
製造を支えた地で、浜にも大量に砂鉄が堆積すると聞く。以前乗車した時の記憶はないが、久
慈から八戸へは 砂鉄を埋蔵する鉱床が南北に延びる内陸部から沿岸部へ 広い海岸段丘が
続き、海に接する浜が点々と連なっている。
車窓からはそんな砂鉄浜が見え、浜に堆積した砂鉄が見えるはずだと。

2. ＜詳細版＞
詳細版＞ 東北三陸沿岸の
東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる 2014.6.72014.6.7-6.9 【5】
5. 東北 三陸沿岸の
三陸沿岸の Iron Road 再訪 まとめ

3.

＜詳細版＞
詳細版＞ 東北三陸沿岸の
東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

東北三陸沿岸の
東北三陸沿岸の Iron Road を訪ねる

2014.6.72014.6.7-6.9

総集 photo
photo book

2014.6.72014.6.7-6.9

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

2 014.9.11.

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

花崗岩の山六甲ですが、 表六甲側には砂鉄が見つからぬと思っていた砂鉄を新神戸駅脇の谷川で、見つけました。
このあたり 布引断層のすぐきわで、砂防工事・トンネル・新幹線・高層ビルなどの鉄骨を大量に使われる工事が数多く
なされた場所。 また、このすぐ下の生田の森には古代の鍛冶工房があったところでもある。
谷へ降りれないので確かなことは不明。 でも びっくりです。

今月の風来坊
今月の風来坊 Country Walk 2014 年 10 月
1. 初秋の
ヒガンバナ・山田錦
初秋の西神戸 里の秋
ヒガンバナ・山田錦の
山田錦の郷を訪ねる 2014.9.18.
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

各地のヒガンバナの便りに 西神戸初秋を彩る風物詩 西神戸の初秋を告げる「ヒガンバナ」と灘の酒米
「山田錦」の里景色を眺めに出かけました。
穏やかな ゆったりとした空気が流れる里の秋 町の喧騒を忘れて ゆっくりと。
いよいよ里は収穫の秋 まもなく里に秋祭のお囃子が響き渡ることでしょう
毎年の西神戸の初秋の景色 またか・・・でしょうが、今年も元気に眺められるありがたさです。

2. ＜詳細版＞
詳細版＞ 東北三陸沿岸の
東北三陸沿岸の Iron Road
Road を訪ねる 2014.6.72014.6.7-6.9 【4】 ［今月の
今月の和鉄の
和鉄の道より転記］
転記］
4. 久慈から
久慈から八戸
から八戸へ
八戸へ 車窓より
車窓より眺
より眺める久慈
める久慈・
久慈・八戸周辺の
八戸周辺の砂鉄浜 2014.6.9.
八戸線車窓から
線車窓から眺
から眺める砂鉄
める砂鉄浜
砂鉄浜 洋野町
洋野町有家海岸
有家海岸 & 砂鉄浜
砂鉄浜 八戸 種差海岸
種差海岸

今月の
今月の From Kobe 2014 年 10 月
［2014 年 10 月の便り】
澄み切った青空
った青空が
青空が続く季節に
季節に 元気に
元気に 飛び出しましょう !!
1. 初秋 神戸の
神戸の観光 walking spot スポット 案内
2. 気持ちがほっとする
気持ちがほっとする 京都 東寺の
東寺の弘法さん
弘法さん これは私
これは私だけ??
だけ?? 2014.9.21.

2014 年 11 月 11 月秋便り 四季折々

2014. 11.
11. 5.

《朝晩めっきり
朝晩めっきり寒
めっきり寒くなって 街路樹も
街路樹も色づき 秋たけなわに》
たけなわに》

深まりゆく秋

神戸 名谷周辺の街路樹もこんなに赤く色好き始めました

2014.10.26.

朝晩めっきり寒くなり、街路樹も色づき 深まりゆく秋。
ぼんやりと紅葉し始めた木々を眺めていて ふっと唱歌が口に出る。
夕空晴れて秋風吹く 月影落ちてスズムシ鳴く
思えば遠き故郷の空
ああ我が父母 如何におわす
秋は小学唱歌がよく似合うと。
じっと擁していない性分 ふらふらと気の向く
まま 風来坊。孫の相手と風来坊で 毎日が過
ぎゆく。健康で居られるからできる それが一
番の幸せと人は言う。
でも 年寄は高度成長期にため込んだ蓄財=,年
金で暮らしが立ちゆくにせよ、若者たちの生活
はどうか・・・・その生活を年寄に寄り添う若
者が急速に増えていると聞く。
秋の夜長 ちょっと勉強してみようかと。

2014.10.8.

皆既月食 神戸 若草町 山の上にあがった「赤い月」

◎ 巨星 経済学者 故宇沢弘文氏 の説く「人のため
「人のための経済学」
経済学」
変革の
変革の時代「ノ
代「ノー天気」では居れない 今大勢に流されないため
されないために
先日仲間と熱く「鍵が見つからぬ 町興し・地域活性」について、熱く語り合ったが、納得できる突破口がみつからぬ。
世相は政権与党が声高に宣伝するようには 一向に良くならず、物価上昇が急速にすすみ、家計を直撃。大企業が発表する業
績だけが上向きと。 仲間内だけを見た政治の行き詰まりはもう目前。そんな中で、東京一極集中が益々進み、若者層では 二
極分化が広がり、抜き差しならぬ方向に。這い上がろうともがいても どうにもならぬ そんな世界が身近でも散見できるよ

うになった。
世のマスメディアはそんな現実を覆い隠すがごとく、刹那的な大量の安易な情報をばらまいている。
日本沈没 かつて笑い飛ばしていた言葉が現実に・・・・ 子供や孫たちの世代が心配になる。
出口はどこに・・・・・と いつもそんな思いが駆け巡る。
そんなおり NHK クローズアップ現代を見ていて、
「国が富んでも 格差はますます広がり、人々は幸福になれない」と経済
至上主義と市場経済の弊害を批判しつづけ、
「人の心を幸せにする経済学」を展開し、自ら現場主義を貫き、その処方箋・実
践までも行っていた「巨星 経済学者故宇沢弘文氏」を知りました。
仕事をしていた頃には 市場経済主義・効率優先を批判しようものなら、袋叩きで公言するのもはばかれましたが、そんな
「人のための経済学」が息を吹き返し、 町興し・地域おこしの視点として、クローズアップされつつあるという。
以前からその論に惹かれていた内橋克人氏の論もこの系譜だと思う。
● インタ
インターネット参考

Bussiness Journal http://biz-journal.jp/2014/10/post_6214.html

「経済学者・故宇沢弘文 なぜ偉大? 業績を 5 分で学ぶ経済成長至上主義と市場経済の弊害」
by 上武大学教授 田中秀臣
2014.11.5
2014.11.5.

from Kobe

by Mutsu Nakanishi

《今月の
《今月の home page Iron Road 掲載記
掲載記事 より》
より》

≪ 「鈑」と書いて「
いて「たたら」
たたら」と読む TV で知った大山北山
った大山北山麓
大山北山麓「鈑戸・たたらど
・たたらど」集落 ≫.
「鈑」を「たたら」
たたら」と読むことから、
ことから、この地
この地は たたらの郷
たたらの郷に違いない

google earth で知った大山北山麓 鈑戸集落に残る両墓制 集落はずれ 鈑戸川沿いに残る鈑戸集落の野墓
縄文人達のストンサークルにも通じる古くからの集落の「絆」の象徴か??

≪ 秋の野を飾るコスモス

今年も
今年も東播磨 コスモスの
コスモスの里 加古川市志方
古川市志方の
志方のコスモス畑
コスモス畑ほかを訪ねました ≫

花言葉は
「乙女
「清純
花言葉は「調和」
「乙女の
乙女の真心」
真心」
「清純」
清純」などなど 花の名前は
名前はギリシ
ギリシャ語の「Kosm
Kosmo
smos

調和・秩序」
秩序」に由来

この意味合
この意味合いから
意味合いから 「秩序や
秩序や調和を保つ宇宙や
宇宙や世界のことを
世界のことを<
のことを<コスモス>
コスモス>と呼ぶようになった
ぶようになった」
うになった」と聞く

東播磨 コスモスの里 加古川市志方のコスモス畑で

20104.10.10.

≪ こんな秋
こんな秋も 轟音を
轟音を響かせ疾走
かせ疾走する
疾走するモ
するモーターボート 尼崎セ
尼崎センタープール
ープール 競艇場で
競艇場で ≫

疾走するボートに
疾走するボートに子供
するボートに子供の
子供の頃をだぶ
をだぶらせながら そのパワ
そのパワーに
パワーに元気
ーに元気をもらいました
元気をもらいました

2014.10.16.

2014 年 11 月 秋たけなわ 里の秋 秋便り
秋便り

11 月 朝晩めっきり寒くなって 街路樹も色づき 秋たけなわ
戸外へ出へかけるのもよし また 秋の夜長 家でのんびりとするのもよし。元気に過ごしています。
“Stay Young Day !!”
!!” 今できることを 精一杯

お互い笑顔で
笑顔で 前向き思考
向き思考 元気を出
気を出して

11 月になり、朝晩めっきり寒くなって、周囲の木々も色好き始めました。
例年になく寒くなって、ここ数年 紅葉の見頃が随分遅くなってきていますが、今年は紅葉も早まりそう。
11 月中半に十数年振り 山仲間の同窓会で、紅葉の六甲から有馬を訪ねる。それまで 紅葉があるだろうか・・・と心配。
そろそろ体力も限界 「今でないと・・・」との思いもひとしおのこの頃 多くの仲間に出会えるのが待ち遠しい。
毎年の健康診断 結果がわかるまで いつも憂鬱なのですが、今年は早い目に受けて、大きな変化なしと。
ほっとしています。
2014.11.5. From Kobe
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情報化のすごさに
情報化のすごさにび
のすごさにびっくり

「鈑」の字を「たたら」と読む
「鈑」の字を「たたら」と読む 初めての読み方に興味深々で

今月はたたら製鉄関連の記事が書けないなぁと思って
いた矢先に TV から

「たたら」の言葉が流れて、鳥

取県大山の麓にあ「鈑戸・たたらど」集落を訪ねると
いう。
「鈑」の字を「たたら」と読むなんて、初めて聞く話。
静かで心地よい美しい里山風景に、大山山麓は「鬼
伝説」のある古代からの製鉄地帯。 「たたらの郷に違いない。大山のどのあたりだろうか・・・」と。

インターネット

を開いて、すぐに大山北麓の丘陵地にある古い集落とわかりました。
google earth のストリートビューを開くとこの集落の道をぶらぶら歩いているかのごとく集落の様子が目に飛び込んで
くる。小さな集落の道筋に建ち並ぶ家並み一軒一軒が映し出され、また、周囲の田園風景もが手に取るよう。 市街地の住宅
街が即座に見られるのは知っていましたが、日本全国くまなくまるでその地を歩いているかのようにみられるのにはびっくり。
情報化のすごさにびっくりしました。 このほか、この大山北麓の歴史や「たたら」についても、色々情報が得られました。
正確な情報といえば、書籍か新聞それにラジオと思ってきましたが、リアルに自分で判断できる画像と情報が即座に得られる
時代に。 三次元プリンターや血管の中を走るマイクロマシンカプセルなどにも驚いていますが、科学技術もびっくりする速
さで動いていると・・・・・・・。
「まるで 行って見てきたてように・・・」と言
われそうですが、この「鈑戸集落」について、イン
ターネットで調べた結果をまとめました。
今度は是非 この大山山麓のたたらの郷「鈑戸・
たたらど」集落を訪ねたい。

◆ インタ
インターネット検索
ット検索 「鈩」と書いて「
いて「たたら」
たたら」と読む
≪PDF≫
PDF≫大山山
大山山麓に見つけた「
つけた「鈑戸・たたらど
・たたらど」集落

2014.10.10

元気の出
気の出る映像 マオリ・
マオリ・オールブ
ールブラックスの踊
クスの踊り「ハ
り「ハカ」 2014.11.1.
ラグビーニュージーランド代表が
国際試合前に舞う民族舞踏として有
名な「ハカ」 。
マオリ族の戦士が戦いの前に、手を
叩き足を踏み鳴らし自らの力を誇示
し、 相手を威嚇する踊りに由来する。
その「ハカ」が 11 月 1 日 神戸での
日本代表対マオリ・オールブラックス
の試合前 2 万を超える大観衆の前で披露された。真ん前のスタンドで見ることができました。 世界トップレベルの屈強な男達
マオリ・オールブラックスのフィフティ－ンが一団と なって、闘志を掻き立て己の強さを示す姿はすごい迫力。
大観衆が息を凝らして見守る中 対戦する
日本代表に向き合う屈強の一団が、ドーム一
杯に大声を響かせ、足を踏み鳴らして闘志を
みなぎらせたしぐさと形相で、一歩一歩前進
する。

初めて見るオールブラックスの「ハ

カ」
闘志をむき出して凄いの一語に尽きる。
この「ハカ」を目の前で見られたのは本当にラッキー。 試合は日本代表がコテンパンにやられましたが、すごい迫力に元気を
貰って 興奮冷めやらず、夜遅くまで、仲間と一献傾けました。

★★ 今月の
今月の home pag
page 更新記事
更新記事 ★★
◎ 10 月 10 日朝 BSTV「日野正平 日本縦
断こころ旅」で、「たたら」の言葉が耳飛
び込んできてびっくり。そのまま TV の
画面にくぎ付けに。
鳥取県大山山麓の集落「鈑戸」 をイン
ターネットで調べてまとめました。
◎

2014 年 10 月
秋風に揺れるコスモスの花が野原
一面をピンクに染める。また、黄金
色になった田圃を波打たせながら
風が渡ってゆく。
毎年出かけないと気になるコスモ
ス探訪。今年も 神戸の郊外へ飛び
出して行ってきました。

◎ 11 月 秋便り
戸外へ出へかけるのもよし また
秋の夜長家でのんびりするもよし。
そんな 神戸の秋 ３つ

秋 紀淡海峡に
紀淡海峡に昇る日の出
同窓会で出かけた 国生み神話の島 淡路島
朝早く目が覚め、ふと 窓を開けると海を真っ赤に染めて
紀淡海峡に登る朝日が見られました。
海の向こうに昇る朝日を久しぶりに眺められました。

11 月 朝晩めっきり
朝晩めっきり寒
めっきり寒くなって

街路樹も
街路樹も色づき 秋たけなわ

ふと 秋の唱歌が
唱歌が口をついて出
をついて出る

何とはなしに人恋
とはなしに人恋しい
人恋しい秋
しい秋です
本当に何が起こるかわからぬ不安ばかりが募る世 体調の変化も気になる
年寄には心配事の多いことばかりですが、 仲間もいる 元気出して前向いてと
そんな中での今月のホームページの便り。 今月も整理がつかぬまま、バラバラ。 いっそ パスしようか・・・
でも 毎年同じなのですが、秋のコスモスの景色は伝えたいと。
とりとめもない話ばかりになってしまいましたが、秋の夜長
気楽にお付き合いください。
お互い健康に留意して 元気に毎日をご意見や感想など 引
き続きお知らせください。
2014.11.5. from Kobe
Mutsu Nakanishi
何年ぶりでしょうか 3 歳になる孫の運動会にも出かけました

【2014 年 home page 11 月 更新 記事概要】
今月の和鉄の道・
今月の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 11 月
インターネット検索
ターネット検索

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

2014.10.10.

TV の画面で≪鈑戸 (たたらど)≫の地名を見つけて この地は たたらの郷に違いない
鳥取県大山町鈑戸集落 & 大山町赤坂小丸山製鉄遺跡

インターネット google earth ストリートビュー で見つけた たたらの郷? 鳥取県大山町鈑戸集落

今月の風来坊
今月の風来坊 Country Walk

2014 年 11 月

« 写真帳»

1.

2014 コスモス探訪

2014 年 10 月

神戸運動公園コスモスの丘

神戸運動
神戸運動公園
運動公園コスモス
公園コスモスの
コスモスの丘・加古川市志方の
川市志方のコスモス畑
方のコスモス畑・大
コスモス畑・大阪鶴見緑
・大阪鶴見緑地
阪鶴見緑地

加古川市志方のコスモス畑

大阪鶴見緑地 新山

2014.10 月 里の秋
清楚で愛らしい秋の野を彩る「コスモス・秋桜」。そして、黄金色になった田圃を波打たせながら
風が渡ってゆく。
色好き始めた里山をバックに 赤い実を一杯につけた柿の木が顔をのぞかせ、
ゆったりとした時間が流れる里の秋
毎年出かけないと気になるコスモス探訪 毎度 同じようなスナップ写真ばかりですが、
今年も 神戸の郊外へ飛び出して行ってきました
from Kobe by Mutsu Nakanishi

ゆったりとした時間が流れる西神戸の里の秋

今月の
今月の From Kobe

2014 年 11 月

【 2014 年 11 月 秋便り
秋便り】
戸外へ出へかけるのもよし また 秋の夜長家でのんびりとするのもよし
そんな今日この頃 元気に過ごしています。そんな 神戸の秋 ３つ
1. １０月
１０月８日夜 皆既月
皆既月食

東の山の上高く
上高くに 赤い月

2. 疾走する
疾走するモ
するモーターボートレ
ーボートレースの迫力に
迫力に元気を
元気を
3. 折込んで
折込んで 小さく平坦にできる
平坦にできる紙
にできる紙バック その折
その折り目はとこに
はとこに ??

.

秋の夜長 トライされては いかがでしょうか

折込んで 小さく平坦にして しまい込める 紙バック その折り目はとでこに ?????
秋の夜長 トライされては いかがでしょうか…

深まりゆく秋

神戸 若草町で

2014.10.26.

2014 年 12 月 師走の
師走の便り 四季折々

2014. 12.
12. 5.

「北風小僧がやってきた
北風小僧がやってきた」
がやってきた」あっという間
あっという間に紅葉から
紅葉から木枯
から木枯らしの
木枯らしの寒
らしの寒い季節に
季節に

12 月「北風小僧がやってきた」急に寒くなり、あっという間に紅葉から木枯らしの寒い季節にクリスマスイルミネーション
が輝き、恒例のルミナリエも始まり、神戸の街は一機に師走に。掛け声とは裏腹に庶民には益々厳しくなる世相。日銀・政府
によって 投じられた巨額の「金」をいったい誰が享受したのだろうか・・・
「そのうち あんたのとこもよくなる」の空手形に諦め半分 ぶつぶつ半分。 もうあきあきしながらも 衆議院選挙の行方
が気になる師走に・・・
原発再稼働・憲法九条と安全保障・物価上昇の中での雇用不安と格差の増大・社会保障等々の課題。非正規雇用はますます増
大し、広がり行く格差が身近に見えかくれ。盛り上がらぬ選挙というが、今回ばかりは無関心でいられない。
聞き飽きた言葉が並ぶマニフェストに騙されず、庶民に目をむけた政治の実現へ。 中央・大企業重視でしか手が打てぬ政治
に明確なストップの意思表示を。 年寄ができる最大の意思表示 明確な意思表示の一票投じねば・・・・。
この 1 年 またも同じことをぶつぶつ、 新しい突破口もよう見つけず、巷に埋没。
そんな掲載にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
高齢者の言葉にも抵抗がなくなり、何とはなしに人恋しいこの頃ですが、
「鉄」への思いや好奇心はまだまだ。
「まだまだ これからぞ」と前向いてと思っています。
来年は「未」の周り年 前向いて 頑張らねばと・・・・
2014.12.10.

from Kobe by Mutsu Nakanishi

《今月の
《今月の home page Iron Road 記事より》
より》

関西の
関西の紅葉 2014

六甲・
六甲・有馬 &京都 哲学の
哲学の小道

本年は寒
本年は寒かった
は寒かった精
かった精もあってか 街の街路樹も野山も
街路樹も野山も例
も野山も例年になく鮮や
年になく鮮やかな
鮮やかな紅
かな紅葉に
目白押しだった
目白押しだった同窓会
しだった同窓会の
同窓会の仲間と神
仲間と神戸
と神戸周辺の
周辺の紅葉を楽しみ
葉を楽しみました

六甲・有馬の紅葉探勝

2014.11.4.& 11.17.

京都 東山 哲学の小道 の紅葉 2014.11.11.

芦屋川河口 芦屋浜

自然の渚・浜がなくにった阪神間に 晩秋の陽光にきらきら光るこんなのんびりした浜が残っていました
子供の頃には 阪神間有数の海水浴場で 浜の地引網であがったカタクチイワシは阪神間の名物
「取れ取れのイワシやイワ～シ ! 手々かむイワ～シ」と大声の売り声があちこちの街で響いた

晩秋の陽光にきらきら光る海 干潟に鳥たちが群れ遊び 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.

【 2014 年 12 月 師走の
師走の便り 】 「北風小僧
「北風小僧がやってきた」
小僧がやってきた」紅葉
がやってきた」紅葉から木
紅葉から木枯
から木枯らしの寒
らしの寒い季節に

神戸 師走・12
師走・12 月の便り

Merry Christmas !!

紅葉から木枯らしの季節に
紅葉から木枯らしの季節に 街は一機に歳末モードに

明石 魚の棚

神戸 三ノ宮

非常に強い寒気団の襲来と共に 12 月・師走に 良くも悪くも一年が過ぎようとしています。
街ではクリスマス飾りと歳末商戦の始まりをつける威勢のいい掛け声に混じって、衆議院選挙の街宣カーががなり立てている。
なんとなく一緒にはしゃげぬ師走の始まりです。
本年のルミナリエのテーマは 20 年前最初の年と同じ「神戸 夢と光」
希望の原点復帰 みんなが笑顔で暮らせる変革のスタートになることを願う 2014 年 の師走です。
また、この秋は中学・高校・大学そして職場の仲間の同窓会が重なって、 何十年振り 「今でないと出会えない」 そんな言葉
が飛び交う同窓会 お互い -元気で なつかしい仲間に出会えたことがうれしい。

一方 病気・困難に立ち向かっていると消息を聞く仲間も数多い。 来年は私たち同期 「未」の周り年
ぜひ 元気な顔を見せてくれることを願っている。
「夢と光」from Kobe

“Stay Young Day !!”
!!”

今できることを
できることを 精一杯 お互い笑顔で
笑顔で 前向き
前向き思考 元気を
元気を出して
2014.12.5. From Kobe
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ユーラシア大陸
ユーラシア大陸を
大陸を結ぶ Iron Road 異聞
有馬温泉で
有馬温泉で 「たたら蕎麦
たたら蕎麦」
蕎麦」 とよばれる蕎麦
とよばれる蕎麦を
蕎麦を見つけました
金泉と呼ばれる鉄分の多い赤湯で有名な有馬温泉の街中で
「たたら蕎麦」の名を 見つけました。 「たたら」の名が酒
ばかりか「蕎麦」の名前にも進出。 名前に惹かれて 蕎麦を
賞味しました。 蕎麦の味にはちんぷんかんぷんの私には
「蕎麦は蕎麦」でも腰の強いおいしい蕎 麦でした。
話を聞くと岩手岩泉と信州諏訪で栽培された「韃靼そば
が原料で、数多くの有用成 分を含み、通常のそばよりも苦
味が強く 中国では古くから漢方薬として珍重されて
きたという。 この韃靼蕎麦の数々の効用にほれ込んで、「韃
靼・タタール」から、「韃靼そば・ たたらそば」と名付け、店の
名物として出していると聞く。
「韃靼・タタール」はユーラシア大陸中央を駆け巡った
遊牧民。 「たたら製鉄」の語源もこの「韃靼・タタール」に由来するとの説が有力。 蕎麦そのものは縄文時代から日本にある
が、この韃靼ソバがいつごろから入ったのだろうか・・・・・ 江戸時代 苦蕎麦として漢方薬としての紹介があるという。
ユーラシア大陸を席巻した韃靼のチンギスハーン。 日本隊のアウラガ遺跡発掘などモンゴルの遺跡調査が進む中で、今チンギ
スハンの鉄とのかかわりやその人物像が大きく再評価されつつあると聞く。
日本のたたら製鉄技術の伝来や技術革新にも 韃靼が大きな役割を果たし、たたら製鉄の名前が生まれたのかもしれない。 こ
れもこじつけですが、岩手三陸の岩泉 そして信州諏訪も産鉄の地 面白いなあ…とたたら・Iron Road 異聞としてご紹介

12 年かけて編
かけて編み上げたマフラー 2015 年賀状のデザインが
年賀状のデザインが話題
のデザインが話題に
話題に
来年は
来年は「未年」
未年」の周り年 前回未年を
前回未年を迎える 12 月

なにをしていたのだろうか・・・・・

2015 年の年賀はがきのデザインが話題になっている。 前未年の 2012 年の
デザイン は羊が編み物をし、2015 年の羊は手編みのマフラーをしている。
12 年かけて、コツコツ手編みしてマフラーを完成させたと。その思いにみん
な惹かれるようだ。
12 年前 私は何をしていたのだろうか・・
私の会社時代の仲間がほぼ毎日「今日は何の日」を送ってくれる。
彼の家族のこと会社・世相ほぼ過去 40 年の当時のトピックスを送ってくれる。
彼と重なることが多く、忘れていたことのカレンターであり、また、会社時代
のトピックスがありありと思い出され、うれしくなる。
私にはでとても出来ないが、毎日楽しみなメールである。
来年は私も同じ「未」の周り年で、人生の区切りの年。
飲み仲間とは「よくぞここまで・・」との話もよく出るのですが、12 年前の師走
何をして いたのだろうか・・・・・と。
12 年前のホームページ 「四季折々 2002 年12 月」を取り出してみると、定年を迎え、神戸に帰るえることを決めた 2002 年12
月 長かった単身赴任の生活を終え柏で迎える最後の師走でした。

書いていることは今と代わり映えせず、進歩がないなぁ・・・・とも。また、大きな変革期のうねりの中、まだ日本はもがきつづけ
ているのだと。 「前しか見ない」とはいうものの ヤッパリ過去を引きずりながらの自分も好きと。
来年は「未」の周り年 気持ちだけは「これからぞ」と。

冬のスポーツ観戦
のスポーツ観戦

木枯らしが
木枯らしが吹
らしが吹く寒い季節になりましたが
季節になりましたが、
になりましたが、今冬も
今冬もスポー
スポーツ観戦を
観戦を

仲間と
仲間と元気に
元気に楽しんでいます
しんでいます。
でいます。

★★ 今月の
今月の home pag
page 更新記事
更新記事 ★★

◎ 鉄の雑記帳 朝日新聞の記事紹介
「鉄さびの街 ロボで輝く 」 US Steel の本拠地 鉄の街 ピッツバーグの再生。 鉄に携わる者にとってあこがれだった US Steel
の街。アメリカの金融ではなく製造業復活が鉄の街 ピッツバーグから始まったと聞いてうれしくなっています。
◎ 今年の紅葉は例年になく美しい。近場ばかりですが、六甲・有馬の紅葉や京都の紅葉などを写真集に。
また、埋め立てで砂浜が消えた阪神間の海岸の一つ「芦屋浜」 晩秋の陽光にきらきら輝き干潟では野鳥が群れ遊ぶ。
都会の喧騒を忘れたかのようにゆったりとした時間が流れていました。
◎ 2014 年 12 月 師走の便り
最近 都会のヤングママに果実の人気がなく、消費が落ち込んでいるという

これも時代か??

年々行動半径も小さくなり、また アンテナも低くなってしまって、たたら製鉄遺跡関連 の記事が少なくなって、お許しください。
でも、好奇心旺盛 たたら製鉄のルーツを知りたい。 また まだ知らない鉄の役割や 先端技術としての鉄ももっと知りたい。
好奇心だけは まだまだ旺盛です。一年をゆっくり振り返ってみようと思いつつ、ついずぼらしてしまいました。
あっという間に 1 年が過ぎ師走に 色々思い悩むこと多しです。 今後ともよろしく

Merry ｃｈｒｉｓｍａｓ !!
今年も
今年も 良くも悪
くも悪くも後少
くも後少し
後少し

この一年
この一年 このホームページにおつきあい感謝
このホームページにおつきあい感謝

年寄には
年寄には益々
には益々キビい
益々キビい風
キビい風が吹いていますが、
いていますが、 「夢と希望」
希望」 年寄には
年寄には黒光
には黒光りの
黒光りの「
りの「肌光」
肌光」がある
仲間もいる
仲間もいる 「まだ これからぞ」
これからぞ」と前向いて
前向いて
お互い健康に留意して 元気に毎日を ご意見や感想など 引き続きお知らせください

2014.12.10. from Kobe

Mutsu Nakanishi

ゆったりした時間が流れる芦屋浜秋景色

紅葉からまっ黄色の銀杏の葉が街を舞う

【2014 年 home page 12 月更新 記事概要】
今月の和鉄の道・
今月の和鉄の道・Iron Road 製鉄遺跡探訪 2014 年 12 月

1. 鉄の雑記帳 朝日新聞の
朝日新聞の記事紹介「
記事紹介「鉄さびの街
さびの街 ロボで輝
ロボで輝く 」
US Steel の本拠地 鉄の街 ピッツバーグの再生
ピッツバーグの再生 2014.12.7.
鉄に携わる者にとってあこがれだった US Steel の本拠地の街 「ピッツバーグ」。
そのピッツバーグが街にあるカーネギーメロン大を卒業した若き企業家たちの
頭脳と「ものづくり」技術によって、復活を遂げているとの記事。
金融や情報産業でなく、製造業復活が鉄の街 ピッツバーグから始まったと聞
いてうれしくなってご紹介。
私にとっても 20 数年前、すでに鉄冷えが始まっていたこの街・US Steel を訪れ、
是非 再生を願居ながら街を離れた強烈な印象が残る街でもある。
この鉄の街の再生が日本の製造業復活のヒントになれば・・・・・・と。

現在のピッツバーグの街

今月の風来坊
今月の風来坊 Country Walk
2014 紅葉探勝 ≪1≫

2014 年 12 月
写真アルバム
写真アルバム

1. 六甲・有馬の
有馬の紅葉探勝 2014.11.4
ケーブル・ロープウエイを使
ケーブル・ロープウエイを使って 六甲越で
六甲越で有馬へ
有馬へ .
知っているようで知
っているようで知らなかった六甲有馬越
らなかった六甲有馬越
素晴らしい
素晴らしい紅葉
らしい紅葉にであえました
紅葉にであえました
六甲から有馬へ、六甲ケーブル・山上バス・有馬ロープウエイ
を乗り継いで、 六甲から有馬への六甲越え素晴らしい紅葉探勝

ラストベルト（朝日新聞記事より

知っているようで知らなかった六甲・有馬越の秋景色に出会えました。

六甲・有馬の紅葉探勝

2.

2014.11.4

2014 紅葉探勝 ≪2≫ 久しぶり 秋の布引谷散策 写真アルバム
写真アルバム

2014.11.6.

有馬は今が一番の紅葉でしたが、 でも布引谷はまだ これから・・・・

布引谷の滝から奥 布引ダムから市原への道の紅葉は進んでいて、気持ちの良い散策に。
毎度の布引谷の山景色ですが、今年はことのほかきれいな紅葉の写真も撮れました。..

3. 2014 紅葉探勝 ≪3≫

2014 紅葉の
紅葉の秋景色

写真アルバム
写真アルバム

2014.11.7. & 11.21.

京都東山 哲学の
哲学の小道 & 神戸須磨 自宅界隈の
自宅界隈の紅葉

今年の秋は急に寒さが厳しかったこともあって、街も野山も例年になく鮮やかな紅葉に。
私の住む神戸山麓バイパス界隈の街路樹も山裾も素晴らしい秋景色。
また、京都東山の鹿ケ谷にある住友京都別邸見学の機会があり、久しぶりに法然院界隈の紅葉した哲学小道を散策。

4. ゆったりとした時間
ゆったりとした時間が
時間が流れる 芦屋川の
芦屋川の河口 芦屋浜 写真アルバム
写真アルバム

阪神間の海岸にもこんなのんびりした風景が残っていました

2014.11.21.

ゆったりと打ち寄せる波の音が心地よい

晩秋の陽光にきらきら 干潟に鳥たちが群れ遊び 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

今月の
今月の From Kobe 2014 年 12 月
2014 年 12 月 師走の
師走の便り

2014.12.10. by Mutsu Nakanishi

最近 都会のヤングママに
都会のヤングママに果実
のヤングママに果実の
果実の人気がなく
人気がなく、
がなく、 消費が
消費が落ち込んでいるという これも時代
これも時代か
時代か??
刹那的な
刹那的な思考の
思考の万延は
万延は「人の生きるすべ」
きるすべ」を見失ってしまう
見失ってしまう??
ってしまう??

■ 四季折々 Mutsu 神戸便り 2014 のpageへ
■ 神戸で 思いつくまま 2014 の page

神戸で

思いつくまま

1. From Kobe

2014 年 1 月
古希を迎えて

まだまだ早い
2. From Kobe

2014 年

From Kobe

迎春

2014 年

これからよ

【2】 2014 年節分の鬼
2014 年

3月

fkobe1401.pdf

70 歳

好奇心さえあればと前向いて

2 月春待ちの便り - 毎年気になる「鬼と共」に -

【1】 1.17.阪神淡路大震災から 19 年
3. From Kobe

kobe2014.pdf

“ Stay Young Day !! ”

年の初めに

ぼやいてばかりはいられない

せくな 老楽
2月

【13】2014

fkobe1402.pdf

「神戸の記憶」

「仲間としての鬼」に思う

弥生 3 月

【1】 Spring has come

Spring has come

春迎の便り

2014.3.1.

fkobe1403.pdf

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

1.

日本は今

2.

STAP 細胞の小保方さん

5. From Kobe

2014 年

一本桜

心のない時代に
5月

2014. 4 月

STAP 細胞は存在するのでしょうか…

草木萌える新緑がまぶしい

fkobe1405.pdf

奥平野の「舞桜」に寄せて

2014 年

1. 6 月

fkobe1404.pdf

今警鐘をならさねば・・・

桜を眺めるといつも口づさむ歌
6. From Kobe

2014.4.5

6月

私の応援歌 TV ドラマ主題歌「記念樹」

June Bright 春から夏へ 梅雨時前の輝きの中

fkobe1406.pdf

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

8. From Kobe

2014 年

8 月ひまわりの夏

2014

到来

fkobe1407.pdf
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
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

1.

災害に備えを自己確認

2.

朝日新聞

10. From Kobe

ひとえきがたり

2014 年

10 月

三陸鉄道

初秋

2.

気持ちがほっとする 京都

を見て』

fkobe1409.pdf

島越駅

澄み切った青空に 元気に飛び出しましょう !!

1.

11. From Kobe

正念場の夏～" 建設バブル "と被災地～

fkobe1410.pdf

神戸の観光 walking spot スポット 案内

2014 年

1. １０月８日夜

11 月

東寺の弘法さん

11 月 秋便り

皆既月食

神戸の秋

東の山の上高くに

これは私だけ??
３つ

fkobe1411.pdf

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
12. From Kobe

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??

2014 年

師走の便り

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

fkobe1412.pdf
これも時代か??

【From Kobe 2014 年 年初の便り】
2014 年 年のはじめに
“ Stay Young Day !! ”
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
あたらしい年の初め 好奇心さえあれば・・・と 前向いて
本年も よろしくお願いします
今年はよくも悪しくも これからの日本の方向が見えてくる 目が離せぬ一年。
どんな道をたどるのか・・・ 人任せ 頂点リーダーに頼らず、しっかり考えねば・・・と
「デフレを脱却して景気回復が着実にすすんでいる」と政府やマスコミは喧伝し、期待一杯の新年が始まりました。
しかし、まだまだそんな浮かれた気分になれない。 年寄りにとっては 頭の上を素通りして行くばかりか、もっと厳
しい時代が来るのでは・・・・との不安がたえず頭をよぎる。
いったい 誰がこの景気を謳歌できるのだろうか・・・・
原発の収束・東日本大震災の人間復興は一向に進まず、旧態依然とした「大企業・金融など
東京が元気になれば、それが波及して 全体が良くなる」式の話ばかりで、これで乗り切れるとは思えない。
｢世界へ羽ばたく 世界へ飛び出してゆく」とのカッコの良い言葉は良いが、このままでは、若者の働き口は
おろか、日本から若者が消えちゃってしまうのではないか????

そんな妄想も現実味を帯びてくる。

我々の知る大量生産・大量消費を御旗にスピード・効率・コスト低減の一極集中至上主義が破綻した今、
日本はどこへ向かうのだろうか・・・
そんな中で、政治は相変わらずの体たらく。益々数だのみの中央集権・村社会的発想を強め、即物的な対応に終始し、
日本沈没の危機に直面している。
「おもてなし」の言葉の大合唱であるが、
「みせかけ」が幅を利かせ、
「こころ」が失
われている。
膨大な借金経営の中での更なる国債の大発行は、何のことはない 今高齢者層が蓄えている預貯金を当てにして
いるのだと聞く。 若者に付けが行くという表向きの言葉とは裏腹に、今後高齢者人口のピークが下がってゆく
中で これらの人が蓄えた預貯金が遺産相続を通じて膨大な資金として国庫に流れ込み、国としては帳尻は合っ
てくるのだという。まったく理念も知恵そして施策もなしの垂れ流し。
それならば、オリンピックや ばかげた政治家のばら撒き投資ではなく、差し迫った日本沈没の危機打開の施策に資金
を投下してもらいたいものだ。
最近 大企業・金融中心の資金供与による景気回復策に疑問視する人が着実に増えてきた。
グローバル化した大企業の日本での投資・雇用意欲はますます減少一途であり、新産業論 新ビジネス開発が叫ばれだ
して久しいが、人を生かすビジネス論もなく、大企業に頼っていては日本の再生は進まない。
日本の疲弊 地方の疲弊が叫ばれて久しいが、その原因である日本・地方から外への金の流出を止め、循環型の経済圏
育成の手立てを講じない限り、日本・地方の活力は生まれない。
特に膨大な金の流出が続くエネルギー・食糧の自給・循環の構築。そして循環流入が期待される医療への積極的な展開
なくしては日本の未来は開けない。
さあ どうなってゆくのか・・・・ 今年はよくも悪しくもこれからの日本の方向が見えてくる。
どんな道をたどるのか・・・目が離せぬ一年。 人任せ 頂点リーダーに頼らず、しっかり考えねばならぬ 1 年である。
そんなエンジンの担い手として アントレプレナー(起業家)としての若者たちのエネルギーに期待したい。
日本をそして地方を壊滅的危機に陥れた大災害の中で、新しい経験をつんだたくましい若者のたち
アメリカを復興させたシリコンバレーの若者たちに例を見るまでもなく、特に循環型経済圏の醸成には そんな若者た
ちの連携が不可欠であり、また それにより、ビジネスリスクも軽減されるであろう。
本年自由を旗印とする京大にそんな アントレプレナー育成の講座が設けられたと聞いた。
中央に頼らぬ新しい芽が噴出してくることを期待する。
みんな笑顔で暮らせる社会への変革を 若者たちのエネルギーに託したい そんな若者を応援する
また、年を重ねた我々も ぼやいてばかりはいられない 「まだまだ早い せくな 老楽 これからよ」
好奇心さえあれば 前向いて 無理せず 元気に
2014 年

年のはじめに

2014.1.1.

From Kobe

Mutsu Nakanishi

From Kobe 2014 年 2 月 毎年 気になる「鬼と共に」 古代 鬼にされた製鉄集団
【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 古代 鬼にされた製鉄集団

From Kobe 2014 年 2 月【2】

2014 年節分の鬼

「仲間としての鬼」に思う

「鬼は外 福は内」から「福は内 鬼も内」へ
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・・・

2 月が近づくといつも気になる「鬼」
。 人にわざわいをもたらす目に見えない隠れた者を 鬼（隠ｵﾆ）と呼んできた。
でも、ご承知のように 日本にはいろんな鬼がいる。
◎ 本来の「鬼」 人にわざわいをもたらす目に見えない 隠れた恐ろしい鬼
◎ 神や仏の化身の鬼
◎ まつろわぬ者として、施政者・統治者に鬼にされた鬼
◎ 里人の中に生まれた仲間の「鬼」 どこか間が抜けていて 悪さもするが、人や村を助けてくれた鬼
等々 数々の鬼が生まれた。
私はそんな鬼の中で「里人の中に生まれた仲間の鬼」が好きだ。節分の豆まきに「福は内 鬼も内」と唱えるという。
たたら製鉄と関係して各地で伝承されてきた「鬼」もそんな鬼。
本来「悪者・恐ろしい者」とされる「鬼」に対しても「仲間・親しみのある情」を抱く感情は幾多の事例の積み重ねで
はあろうが、縄文人が育んだ「こころの深さ」にルーツがあるのではないかと。
弥生人を日本のルーツと思い込む人たちによって 縄文人も「鬼」にされてしまった誤りもある
「戦さを知らぬ縄文人」
「こころの故郷・心やさしき縄文人」としてしばしば語られる「縄文」
「日本人の心の奥深さ・多様なこころ」がそこにある。
今大きくクローズアップされている「お・も・て・な・し」ではない「おもてなし」の心 もここにある。
「縄文人がこれらの「心の深さ」を育んだのは 母系社会だったからで、
子孫を残せる母親たちが社会を組んでいたから 全体で生活できる余裕ができたのだ」という人がいる。
母親たちだからこそ 分け隔てなく子供たちを全体で育て 子孫を残すことができたとも。
いつも繰り返す「縄文がえり」にはっと気がつく。 今 考えねばならぬのは これではないか・・・・・
新興発展途上国との競争に耐えられなくなり、競争発展社会から成熟社会への移行を余儀なくなされている日本。
いつまでも競争発展の幻想に付きまとわれても仕方なし。若者が主導する成熟社会の展開を今進めなければと・・・。
縄文から弥生の時代へ 山や丘から平地に下りて農耕が始まると、治水・農地などを巡る戦さが勃発し、
必然的に強力なリーダー必要となり、母系から父系への社会変革が急速に進んでいった。
これに伴って 母系社会が懐に持っていた「心の奥深さ」が次第に父系社会の奥底に埋没してしまった。
子孫繁栄の社会展開も自分の子孫を守ることに必死になり、他を顧みられなくなって、村社会が広がってゆく。
今の日本とどこが違うのだろうか・・・・ 発展競争社会の歪が広がる現在 村社会は益々広がってゆく。
今ブレーキーをふまねば・・・・。 いでよ 鬼たちよ!! と。
今一度社会のお底に潜んでしまった「心の奥深さ」
「仲間としての鬼」への思いを呼び戻さねば・・・・・
縄文かえりの勧めです。
二度にわたる未曽有の大震災に心の奥底にある「縁」
「絆」に揺り動かされ、数多くの人たちが立ちあがったが、
それらを含め、現在 数多くの NPO の活動の停滞が問題となっているという。
その一番大きな原因は活発な NPO であればある程強力なリーダーが一人で仕事を背負いすぎて、独高の活動のため、長
期的には連鎖的活動が広がってゆかないのが原因だという。

NPO の活性化にはリーダーたちがそれを自覚し、個々それぞれの NPO のストーリーを語り、
コミニュケーションと仕事分担で 自然的活動連鎖を担うリーダーを次々と増やすことしか道はないという。
目に見えぬ連鎖を相互が感じあう組織のひろがりが必要で、
「強力なリーダーのもと一致団結して・・・」では
広がってゆかぬという。
縄文の暮らしもそうですが、これは まさに カカア天下の極意

納得できる話である。

意識するしないにかかわらず、
「全体をながめる余裕」が随所に生まれて 初めて持続的な組織へ活性化すると。
高度情報化社会の実現を旗印に 過度の IT 情報化 ○X 式の二値化の即物的な対応で進んできた発展競争社会の推進
力では 成熟社会への道筋は到底描けない。 年寄り 若者にかかわらず、現在日本に突き付けられた課題である。
「鬼は外 福は内」から「福は内 鬼も内」へ
心の奥底にしまいこんだ「心のやさしさ」
「おもてなし」の
「日本人の心の故郷」に立ち帰ろう。
「仲間としての鬼」たちが今に残している言葉を下記に。
今 鬼に思いをはせてみたい。
2014 年 2 月 「仲間としての鬼」への共感
By Mutsu Nakanishi

≪ 鬼の起源 そして たたら製鉄集団と鬼 ≫
鬼の起源は中国。中国文化の移入と一緒に「鬼」が日本に入ってきたといわれる。
古くは、中国で 生者の陽に対して死者を陰とし、死者の霊を鬼と言った（先祖の霊を鬼として崇拝した）が、わが国
に「鬼」が入ると、陰陽五行説の影響で鬼は恐ろしいもの、人を食う怪物となり、また、仏教の影響で餓鬼から 青鬼・
赤鬼が生まれた。 また、鬼は牛のような角、虎のような牙と虎の皮のふんどしを付けた姿で描かれるが、これは「鬼
門［＝北東］
」という言葉からもわかるように、鬼の住む北東が十二支の丑寅（牛、虎）にあたるからである。
古代 中央集権的統治が進んでゆく過程で、統治・権力者によって、まつろわぬ者として 集団に入らぬ異文化の集団
や地方豪族たちを「鬼」として血祭りにあげて排除する「日本の鬼: 人にわざわいをもたらす恐ろしい者」が作られた。
ヤマト王権が中央集権国家を築いてゆく過程で、 山で暮らす鉱山師・産鉄集団やろくろ師などの異文化・特殊技能集
団や中央統治者に抵抗する地方豪族などが 各地のまつろわぬ者として「鬼」にされた。
これらの「日本の鬼」にされた人たちや集団に対して、里人・民衆はひそかに連綿と続く相互交流・互恵などを通して
心を通わし、統治者とは異なる仲間意識・感情を「鬼」に持ち、数々の「憎めぬ鬼」
「村を助けた鬼」などの民間説話
を各地に残している。
特に

里人にとって

山中でた

たら製鉄を営む産鉄集団には
樹木を切って山を丸裸にし、洪水
を引き起こす大量の土砂を流す
山の異文化集団として怖れる一
方、彼らの作る鉄製品は農耕具と
して農耕・治水を飛躍的に向上さ
せ、争いの工具・武器としてもそ
の恩恵に心通わし、古代製鉄がお
こなわれた地域には必ずと云っ
ていいほど「鬼」伝説が伝承され
ており、節分に「福は内 鬼は外」
の豆まきに「福は内 鬼も内」と唱える里もあるという。

◎ 奥出雲ヤマタノオロチ

鳥取伯耆の鬼

吉備の鬼 丹後大江山の鬼 東北岩木山の鬼等々

◎ 日本各地には 鬼面山・巌鬼山(岩木山) 鬼ノ城など鬼の名のついた山も数多く残っている。
◎ 岩木山の麓弘前市鬼沢の集落には鬼神社があり、鬼が耕作してくれたとの伝承に故ずいて
数々の農耕具が奉納・祭られ、弘前ねぷた には 鬼の里として鬼のねぷたを出す。
◎ 北上市は 蕨手刀(日本刀のルーツのひとつ)を振りかざし、ヤマト王権と闘い、
鬼とされた蝦夷の族長「アテルイ」を誇り、
「 あの高嶺 鬼すむ誇り
その瀬音

久遠の賛歌

この大地

燃えたついのち

ここは 北上

」

の市民憲章を持っている。
◎ 出雲風土記にも 古い鬼の記述があるという。
「古老の伝へて曰く、
昔、或る人、此処に山田を佃り守る
爾の時、目一つの鬼 来たり、佃る人の男を食ふ
爾の時、男の父母、竹原の中に隠れ居りし時に、竹の葉動げり
爾の時、食はるる男、動動と云ふ。故、阿欲といふ」
（訳）ある人が山田を作り守っていたところ、一つ目の鬼がやって来てその息子を食べてしまった。
その時 両親は竹原の中に隠れていたが、その時竹の葉がそよいだ。
その時 食われる息子が「あよあよ」と云った、そこで地名を阿欲という。
この記述は阿欲（あよ）と言う地名の由来の説明書で、一つ目の鬼が現れて人を食うと言う事態を物語っている。
古代にはこうした怪物としての鬼が実在感をもって語られていた。
鬼の国、異界日本(1)

http://homepage2.nifty.com/sukecial/oni/index.htm

より

製鉄神は「一つ目」とする伝承も数多く残っており、ヤマタノオロチとスサノオ伝承を含め、
出雲とたたら製鉄の関係を表しているのかもしれぬ。

縄文のこころを映すストーンサークル

「鬼」から生まれた言葉 ことわざ

http://nohmask21.com/oni/prover_j.html より

「ことわざ」が今に伝わるのは、広く人々が愛し続けてきたから
人に災いをもたらす怖い鬼というより ユーモラスな仲間としての鬼
「明日は我が身」鬼の姿が見えてくるようです

◆ 来年のことを言えば鬼が笑う
あれこれと未来について予測、あるいは期待してものをいうと鬼が嘲笑する。
人は未来について前もって知ることはできないということのたとえ。
また、未来のことはあてにならないという意味もある。

◆ 渡る世間に鬼はない
世間には鬼のように冷たい人ばかりでなく、心が温かくて親切な人もいるというたとえ。

◆ 鬼の首を取ったよう
大手柄をたてたように有頂天になるさま。

◆ 鬼の目にも涙（冷酷な鬼でも時には人情が通じて涙を流すことがあるということから）
ふだん厳しく無慈悲な人でも、たまには情に感じて慈悲心をおこし、優しい態度をとることがあるということ。

◆ 鬼に金棒 (強く恐ろしい鬼にさらに強力な武器を持たせることから) ただでさえ強いうえに、さらに強力なものが加
わることのたとえ。鬼と鉄とは切っても切れぬ いつも鉄が似合っています

◆ 鬼の居ぬ間に洗濯
主人やうるさい者などがいないすきに、息抜きをし、ひと休みすること。
(参考)｢洗濯｣は命の洗濯の意で、息抜き。

◆ 鬼の霍乱 おにのかくらん
鬼の霍乱とは、普段はとても丈夫な人が、珍しく病気になることのたとえ。
病気などしたことない人を、強くて丈夫な鬼にたとえ、鬼が霍乱で患うようだという意味から。
「霍乱」とは、漢方医学用語で日射病や食中毒のこと

◆ 疑心暗鬼を生ず
疑心暗鬼を生ずとは、疑いの心をもって見ると、なんでもないことでも疑わしく見えてくるということのたとえ。
心に疑いがあると、様々な不安や妄想を掻き立てられ、なんでもないことでも恐ろしく思えたり、疑わしく思えたりす
るものである。疑いの心をもっていると、暗闇の中にいるはずのない鬼の姿が見えたりするということから。

◆ 鬼も角折る
鬼のように凶悪な者でも、ふとしたきっかけで善人になることのたとえ。
非常にかたくなで自分の考えや態度を変えようとしなかった者が、態度を一変させること。

◆ 鬼も一八番茶も出花（摘み残りの質の劣る番茶でも、出花［湯をそそいだばかりのもの］は、よい香りがすることから）
どんなに器量の悪い女でも、年頃になれば娘らしくなり、男女の心の機微も理解するようになるというたとえ。

◆ 鬼も寝る間（恐ろしい鬼でさえ必ず眠っているときはあることから） どんな人間にも必ずすきはあるということ。
◆ 鬼も頼めば 人食わぬ
どれほど相手のしたいことであっても、こちらから頼むとあれこれ理由をつけて承知してくれないもの。

◆ 知らぬ仏より馴染みの鬼
たとえどんな相手であっても、親しみのない者よりは、なれ親しんだ者の方がよいということ。
［知らぬ神より馴染みの鬼］ともいう。

◆ 鬼に衣
1.（鬼は裸で生活しているところから）不必要なもののたとえ。
２.（鬼が僧衣を着ていることから）一見したところはやさしそうにみえるが、心の中は恐ろしいことのたとえ。

◆ 鬼の起請
文字は拙劣だが筆に勢いがあることをいう。
（参考）
「起請」は人と人との約束や契約を神仏を仲介してとりかわすことで、その誓いの内容を書いたものを
「起請文」といった。起請文は権威のあるものとされていたために、筆に勢いのある文字が書かれた。

◆ 鬼の念仏 「鬼の空念仏」ともいう。（恐ろしくて残忍な鬼が念仏をとなえることから）
１．無慈悲で残酷な心を持った者が、うわべだけ慈悲深そうにふるまうこと。
２．柄にもなくおとなしそうに、殊勝らしくふるまうことをひやかしていう。

参 考

和鉄の道

by Mutsu Nakanishi

◆ 和鉄の道 Iron Road 「鬼」伝承関連地 探訪リスト
http://www.infokkkna.com/dock/mutsu/1402onitanpoulist.pdf
◆ 西神戸 摂播国境に残る「神や仏の化身の鬼」の追雛式
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.
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/13iron01.pdf
◆ 和鉄の道 Iron Road「日本各地鬼伝説」 掲載リスト
http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/13iron01list.pdf
◎ 新書藻谷浩介・NHK 広島取材班「里山資本主義-日本経済は『安心の原理』で動く-」の紹介
「里山資本主義 & 内橋克人氏の提案する地域自立自給経済圏」創設の実践
http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/2013mutsu/fkobe1309.pdf
◎ 縄文がえりの勧め 心優しき縄文の村
http://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/2010mutsu/fkobe1011.pdf
◎ 縄文の心を映すストーンサークル
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron13.pdf
◎ 「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」 視聴・購読メモ
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/iron8/1204human.pdf
◎ 和鉄の道 Iron Road 「縄文」掲載リスト
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/ironjyomon.htm

縄文のこころを映すストーンサークル

和鉄の道・Iron Road 「鬼」伝承関連地 探訪リスト

1.

2014.2.5.

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

2000.3.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa05.pdf
2. 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

2000.3.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa06.pdf
3.

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

2000.8.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa08.pdf
4. 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

2001.8.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb06.pdf
5. 日本各地の鬼伝説 鬼伝承の鬼は本当に悪者か????

2002.2.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb10.pdf
6. 真金吹く吉備国

吉備の鉄 と桃太郎伝説

2002.3.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb11.pdf
7.「あの高嶺 鬼住む誇り・・・」と唄う北上市市民憲章 北上江釣子・砂鉄川・蔵王

2003.7.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/8etsuriko.pdf
8. 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

2004.1.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron06.pdf
9. 日本三彦山の一つ 越後弥彦山 Walk 古代鉄の国｢越｣ 弥彦山に鍛治神の痕跡を探して

2007.5.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron10.pdf
10. 桃太郎伝説の吉備路 walk 鬼ノ城を訪ねる

2010.1.15.

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
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron02.pdf
11. 神戸の鬼 鬼の舞を追う

2012 年 2 月

2012.2.

神戸長田の森「長田神社の鬼」と 稲美町野寺「高薗寺の鬼」
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron02.pdf
12.

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.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron08.pdf
13.

西神戸 摂播国境に残る「神や仏の化身の鬼」の追雛式
白川街道「妙法寺」新年招福の追雛式 10 匹の鬼が舞い踊る
参考 「日本各地鬼伝説」 和鉄の道・Iron Road 掲載リスト
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/13iron01.pdf

2013.1.3.

From Kobe 2014 年３月
弥生３
弥生３月 Spring has come 神戸から
神戸から春
から春の便り
【1】 Spring has come 神戸の
神戸の春便り
【2】
「ソチ五輪
ソチ五輪の
五輪の放送に
放送に感動しましたか
感動しましたか?
しましたか?」 何かおかしい「
おかしい「特別」の氾濫
2014.3.1. by Mutsu nakanishi

1. Spring has come 神戸の春便り

梅も咲き出した神戸須磨海岸 春の明るい陽ざしにきらきら輝く須磨の海
弥生 3 月 春迎えのすばらしい風景に乗せて 明日への希望･期待が膨らんでいく。
でも いつも どんでん返しの不安が付きまとい、積み残されまいとの思いの中で、心が揺れ動く
今 時代の方向が変わろうとしている時代に黙ってはおれない。 そんな思いをぶつぶつと
頂点迎合・過度の多数派横暴が益々露骨な最近の世相
年寄りの冷や水・たわごとと自分だけと思っていましたが、街でもそんな声
海外からも逆の声 強気の声のほころびも
ソチ五輪 毎日夜中まで繰り返し流される映像と感激の押し売り。そして、スタート前に長々とあおりの話が繰り返し
流れる。記録と中継 解説と報道がごちゃ混ぜで スポーツ放送の面白さがどんどんそがれてゆく。
外から見れば、本当にこっけいな姿勢に移っているのでは････何かおかしい最近の報道姿勢 益々それが急加速。
某新聞の紙面づくりも異常。
全面広告に 一面全面ひとつのテーマ記事が並ぶ。それも記者が書く記事でなしに外の人の署名記事。
全面記事をはずすと記事数もすごい削減。 本当に読みにくい。また読むとこがない。
新聞に期待する方向が随分乖離してきたようだ。 新聞・放送など報道各社の断末魔の叫びなのだろうか・・・・

街のあちこちで、卒業式を迎える若者の華やいだ姿も多い。
どうか 期待が現実に変わってゆく春迎えになってほしいものである。

春の訪れ 須磨･明石海峡のイカナゴ漁が 2 月 28 日解禁 巷のあちこちに釘煮のにおいが漂ってきます

◎ 春を一番先に
一番先に感じる神戸
じる神戸の
神戸の景色

きらきら春
きらきら春の陽光に
陽光に輝く神戸 大阪湾の
大阪湾の海

春一番 春の陽光に輝く須磨の海 こんな須磨海岸の景色が撮れました
2 月半ば 所得税の確定申告を PC で作って 須磨海岸にある税務署へ持っていって
きらきら春の陽光に輝く須磨の海を眺めながら、海岸を歩いて帰る

きらきら輝く春の海 神戸港島より眺めた大阪湾西部 2014.2.23.
神戸港島の市民病院から撮った景色 後で聞くとこの日は PM2.5 が飛来した日
このきれいな陽光の景色も それかも

◎ 冬あやめ

もし そうならがっかりです

寒い季節なのに 庭の片隅で こんなにきれいなあやめ「冬あやめ」が咲きました。

◎ 恒例の
恒例の灘の酒蔵の
酒蔵の蔵開き
蔵開き

伊丹「
伊丹「白雪」
白雪」の長寿蔵の
長寿蔵の蔵開き
蔵開き 2014.2.9.

春恒例の伊丹「白雪」の長寿蔵の蔵開き 2014.2.9.
灘の酒蔵の蔵開きもまた、神戸･阪神間の春迎えの楽しいイベント
毎年 新酒の仕込みの終わった 2 月の半ばから 3 月はじめにかけて、各地の酒造酒蔵では その年の新酒の仕込が無事
終わったことを祝い、また、蔵元の造るお酒の PR もかねて、春恒例のイベントとして、蔵開きが盛大に開かれる。
灘五郷・西宮・伊丹の酒造メーカーが集まる阪神間では、それぞれの蔵元が趣向をこらした蔵開きを開催。
珍しいお酒やワインの試飲ができ、お酒も安く買えるので、春の楽しみの一つ。
阪神･阪急電車の駅の案内掲示板にも沿線蔵元の蔵開きの案内が掲示され、蔵開きの各蔵元の蔵開きを巡って楽しむ人
も多い。故郷が尼崎の私には、砂糖を来るんで焼いたり、粕汁に甘酒など伊丹「白雪」の酒の粕そして奈良漬などが、
この季節になると食卓に出てきた 記憶があり、ここ数年伊丹に住む娘一家から誘いがあると毎年白雪の蔵開きを楽し
んでいます。

今年も 2 月 9 日伊丹白雪の蔵開きを楽しんできました。

一番の土産は 2000 円で買い求める「白雪」福袋。今年は一升瓶の酒も入っていて、ラッキー。
伊丹は清酒発祥の地 出店で酒やビールの肴を買って、酒やビールなど色々試飲。
チョコレート味のビールにはびっくり。すっかり酔っ払って帰ってきました。

◎

大阪落語
大阪落語紀行
落語紀行に
紀行に 神戸ゆかりの
神戸ゆかりの桂
ゆかりの桂福丸さん
福丸さん出演
さん出演

NHK 番組より
番組より

1 回/3 ヶ月 神戸での落語会に仲間と一緒に応援している桂福丸さんが NHK テレビに出演
番組では大阪落語ゆかりの地や大阪落語に使われる小道具の紹介されました。
仲間と一杯やって ほろ酔いで聴く落語会が楽しみに。せっせと通ううちに
大阪落語だいぶ知るようになりました。次は 3 月 25 日 楽しみにしています。

2.「ソチ五輪
ソチ五輪の
五輪の放送に
放送に感動しましたか
感動しましたか?
しましたか?」 何かおかしい「
おかしい「特別」
特別」の氾濫
ソチ五輪の開催中 どうも駅前の広場やスーパー周辺の人ごみが増えた。
「朝から晩まで おんなじ様なことばかりテレビに流れていて、まったくつまらん。
家に帰ってもしぁない」との声が あちこちで聞かれた。
まったくその通り。 人ごみが増えたのは これか・・・・と。
◎ よくもまぁ まだ競技も始まっていないのに これでもかこれでもかと競技者の記録･プロファイルを流し
続け、朝から晩まで感激をあおる。おかげで、流れている放送が今のライブ中継か過去の記録かもわからず、も
うごちゃ混ぜ状態で、今ソチでやっている競技の進行すらわからない。 他人のやっているお祭りのドンチャン
騒ぎほど面白くないものはない。
高校野球の試合の地元中継を他の地域の人に試合の始まる数日前から、が成り立てているようなものである。
放送する人も解説者もみな地元の素人解説者風。とにかく わぁわぁともりあげればいいと心得ている。
そんなもの ほかから見れば、誰が喜ぶのか････。
また、NHK 会長のこっけいな対応 この人本当に大企業で社長･会長をやってきた人なのかと思いたくなる。
公私混同がまったくわかっていない。 いわゆるエイシュの「特別な」人として 育ってきたのだろう。
「特別」が一人歩きしているのだ。 五輪の NHK の放送もやつぱりなぁ・・・・・・と。

◎ 猛進するアベノミックスもほころびが見え始め、最近の安倍さんの憲法論議も大阪の某さんの話もおかしい。
反対する人が少数だからといって、
「多数決・二者択一」を錦の御旗に、民主主義の前提である「多数決・二者択
一」を牽制する小異の余地を残すシステムを無視するなどもってのほか。
言葉を変えれば、小異の切捨ては、多数決・二者択一で選別された特別な人といえども暴走の何者でもなし。
でもこの小異に目を向けることを無視し、切り捨てることがなんと多いことか・・・・・・・。

2014 年 2 月 28 日 朝日新聞の天声人語欄 ▼≪歴史認などをめぐる中韓との溝が深まる≫の項の中に、
ギリシャ哲学者の加藤信朗さんが省察(せいさつ 自分を省みて そのよしあしを考える)した次の言葉が掲載されて
いました。
「明治以来、日本人は特別なのだ、という意識で隣国と付き合ってきたのではあるまいか。
結果として、互いに『同じ人間である』という親しさの内に生きる秩序を作り出せなかった」
私は、この「互いに『同じ人間である』という親しさの内に生きる」
・
「親しさの内に生きる」という言葉 そしてそれ
に対峙する「特別なのだ」の言葉に強く引かれました。
この 「特別」という言葉の中に潜む横暴を配さないと日本は国際社会で生きられないのではないかと感じる。
しばしば ≪人間みな兄弟≫との言葉はよく聞くが、
「互いに『
いに『同じ人間である
人間である』
である』という親
という親しさの内
しさの内に生きる」
きる」それを
行動規範と意識したことはない。
「そんな甘っちょろい事で何ができるのか」と総攻撃を受けそうである。
また、日本人は「特別」という言葉に本当に弱い。
この「特別」の言葉を背負うと何でもかんでもでき、そして 周りもそれを許してしまうのである。
周囲を見回すとそんな「特別」だらけである。
年寄りになって、そんな風潮に我慢ならぬと感じることが多くなった。
これは外
これは外から見
から見ると異常
ると異常なんだ
異常なんだ。
なんだ。
「特別」
特別」には 警戒せねばならぬと
警戒せねばならぬと はたと気
はたと気がつきました。
がつきました。
庶民は
庶民はみんな知
みんな知っていて、
っていて、寝たふりしているのかも
たふりしているのかも・・・・
しているのかも・・・・
でも 時代の
時代の変革が
変革が、それを許
それを許さないこと
さないこと 明日は
明日はわが身も想定しておかね
想定しておかねば
しておかねば････
そんな不安感
そんな不安感にも
不安感にもさいなまれる
にもさいなまれる 70 歳である。
である。
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技術変革時代のニューリーダでなかったのか
技術変革時代のニューリーダでなかったのか??
のニューリーダでなかったのか?? 小保方さん
小保方さん

1. 日本
日本は
は今 心のない時代
のない時代に
時代に 今警鐘をならさねば・・・
今警鐘をならさねば・・・
2.. STAP 細胞の
細胞の小保方さん
小保方さん STAP 細胞は
細胞は存在するのでしょうか
存在するのでしょうか…
するのでしょうか…
1. 日本は
日本は今

心のない時代
のない時代に
時代に 今警鐘をならさねば・・・・
今警鐘をならさねば・・・・

仮面の
縄文のビーナス
合掌土偶
縄文の
中空土偶
仮面の女神
縄文のビーナス
縄文の女神
縄文の土偶 通称「仮面の女神」土偶が国宝になるとの報。うれしいかぎり。
ふくよかな女性像、豊穣・再生の象徴とか、女系家族の母・先祖の象徴などと言われるが、何のために作られたのかはいまだ
によくわかっていない。 でも このふくよかでほのぼのとした女性像をみると何かほっとして 心地よい。
「日本人のこころのふるさと・心優しき縄文人」の象徴として、縄文のストーンサークルが取り上げられることがよくあるが、この
縄文の土偶たちもそうなのだろう。
「戦さのない縄文」日当たりの良い森で狩猟・採取・栽培の豊かな生活文化を 8000 年の長きにわたって育んだ縄文人。
今 縄文人を振り返ってみる必要はないか・・・・・。
人類の歴史約 20 万年 地球激動の中を生き延びてきた一番の要因は「ヒューマン・協力&他を思う心の行動」が最大の要因と
いわれ、人間が決して、とびぬけた頭脳を持っていたわけでも、強かったわけでもない。
最近の研究では チンパンジーやゴリラばかりでなく、超能力を持つ動物が次々と見つかっているという。
生存をかけて 個人で連携することなく、他の動物との戦さに明け暮れておれば、それこそ激動の地球環境も相まって、
人は絶滅していたという。
我々のルーツを遡ってゆくと、「すべての人類は母方の家系をたどると、約 12-20 万年前 アフリカで生きていた一人の女
性にたどりつく」と言われ、「現生人類の最も近い共通女系祖先
現生人類の最も近い共通女系祖先」だという。
現生人類の最も近い共通女系祖先
このたった一つの母系が現在まで生き延びてきた。女系集団で生きてきたからこそ、生き延びてこられたともいわれる。
そして、この一団が幾度となく遭遇してきた生死の困難を乗り越えられた一番の要素はこの集団が「ヒューマン・他を思う
心の行動」を受け継いできたからだという。
2012 年に４集にわたって放送された NHK 番組「ヒューマン なぜ人は人間になれたのか」は
その人類の歴史を具体的な取材を通して もののみごとに解説してくれた。

【Iron Road 】視聴・購読メモ「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」
NHK「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」 & 角川書店ＮＨＫスペシャル取材班「Human ヒューマン」
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/iron8/1204human00.htm
「集団の協力」はまだしも「他をおもう心」がメインの行動原理になるなんて・・・と当初は思いましたが、激動の中人類の遭遇
してきた数々の困難を克服してゆくプロセスの具体的実証にぴっくりし、心に強く残りました。
人類の進化系統図をみるとそのすごさが改めて分かる。
そんな人類の歴史の中で 大きな戦さもなく、1 万年の長きにわたって平和な暮らしが続いた森の文化 縄文。
縄文の後の弥生時代から現代まで 約 2500 年 戦さの歴史と対比してみると そのすごさにびっくりする。
そんな中で、「心優しき縄文」の例として、幼いときに小児麻痺にかかった少女が、その後成人し、人生を終えるまで、
縄文の村で生活を続けられたことを示す人骨が北海道入江貝塚から出土した。
「心優しき縄文人 まさに他を思うこころ」が この仲間集団が この少女を守り抜いたと。
ふくよかな縄文のビーナスを見るたびに そんなことを心にとめ、「縄文帰り」と私は呼んでいる。

今 また こんな話を持ち出したのは 今の社会高度情報化社会 グローバル化の大合唱の中 まったく周りを見る心すらなく
なってきて、《自己中心》をひた走っているように見えるからだ。
数をたのみ、自分たちの思うままに強行突破してゆく今の政治に本当に先はあるのだろうか・・・・・。
日本沈没の道をひた走りに走っているのでは……と。
グローバル・国際化・デジタル化・中央東京集中 ⇔ 地域循環型経済・アナログ対面への回帰・地方
地域循環型経済・アナログ対面への回帰・地方
そして、正規・非正規の雇用の２極分化
格差の広がりは目をおおうばかり。我々庶民にも目に付くようになってきている。
反論を承知で、「今 日本では 政治・経済・教育 何をとっても 競争を口にして、"自己中心"になっている」
また、すぐに新興国との競争を口にする姿勢者 でも日本もそんな時代を経験して今がある。
そんなルーツをほうかむりして、今の刃を新興国にも向けなくてはなるまい。
この同じ視点を グローバル・国際化・デジタル化・中央東京集中 ⇔ 地域循環型経済・アナログ対面への回帰・地方
地域循環型経済・アナログ対面への回帰・地方
そして、正規・非正規の雇用の２極分化 にも。
他を犠牲にした政治・経済の特出はいずれ 問題を起こすと・・・・。
なにか おかし
い昨今 老兵にはなんともはや 住みにくくなりました。
激動・変動の嵐が吹き荒れるむつかしい時代
アベノミックスが何でもかんでも解消してくれるというムード作りが進んでいるが、ほんとうだろうか???
正規・非正規雇用の雇用格差は経済・教育・人口問題等を含め、確実に日本をハイスピードで
歯止めの効かぬ格差社会化を推し進めている。
東京と地方の格差はますますひろがり、東京一極集中 大企業一辺倒の政治しか頭にない政府
「頂点同調主義」の声を待つまでもなく、日本人は自分の頭を見て、考えなくなった。
仲間の顔色を見るのが処世術の社会に事の真偽を確かめるすべも持たず、
大量情報が容易に手に入るインターネット・スマートホンにどっぷりである。
人が割り込める余地は日に日に狭くなっている。
情報も仲間も何の疑いもなく無節操に手に入る時代
唯一頭の中には 仲間から取り残されまいとする脅迫観念にさいなまれている。
冷静に考えれば ちょっとおかしくはないか・・・・
人類の歴史 20 万有余年
「ヒューマン」たる由縁 激動の地球環境を乗り越えて 生き延びてきた唯一の力は「他を思う心」の行動。
人に会って他の動物にないものそれが「他を思う心」だという。
今の日本で一番忘れられているもの。そして、戦後 日本人が捨て去ったものが「他を思う心」かもしれない。
ストップ ザ 雇用格差 を叫ばないと 日本社会は崩壊の危機に立っている。
「 日本は戦後という呪縛から脱する中で
戦後 広く社会で議論されてきたことすべて捨て去ってしまった 」という外国メディアの直言。
一度 耳を傾けてもよいのではないか。
.
「心優しき縄文人」 言葉も金も持たぬ狩猟・採取自然の中で 厳しい環境の中で生きた縄文人の村で
小児麻痺に侵された幼い少女が、成人して死ぬまで、村人たちに支えられて生き延びたという。
今 国際化・グローバル化の対極として地域循環自立経済の仕組みに身を投ずる若者が増えつつあると聞く。
無責任には言えないが、老兵の身にはうれしい限りである
2014.4.1. from Kobe Mutsu Nakanishi

2. STAP 細胞の
細胞の小保方さん
小保方さん STAP 細胞は
細胞は存在するのでしょうか
存在するのでしょうか…
するのでしょうか…
「万能細胞の iPS 細胞をつくるには、いくつかの遺
伝子を細胞に入れねばららぬのに、酸性の液体につ
けるだけで 万能細胞の STAP 細胞ができる」との小
保方春子さんほか１４名共著の論文がネイチャー誌
に掲載されたと発表。
一大センセーションを巻き起こした。
すごいこ発見が３０歳そこそこのまだこれからの女性研
究者によってなされたと。
◎ 虚像と実像 どつちだろう・・・・
会見を聞いていて、今まで見てきた私の知る若手研究
者像とは全く違うのに、びっくりするとともに、これがこ
れからの激動の時代を担う若手研究者像かと今後を期
待し、おおいに拍手喝采したのですが・・・・・
ところが、その論文の記述・画像にいろいろ疑義が生じ、数多くの人たちが その論文手法に批判を浴びせている。
本当のところは どうなのだろうか・・・・
また、名もある数多くの共著者が、彼女一人を批判の中にさらしているのにも、カチンとくる。
◎ 論文発表の会見で彼女は 「この発見 誰も信じてくれないのです。 どう 納得させたらいいのか…」という。
「そうや そうや 新しい発見に批判はつきものだ」と。
また、その後、論文の記述・証明写真の加工など論文の作成の中身にあれやこれや集中砲火が浴びせられている。
鬼の首を取ったような批判のされ方にもびっくり。
◎ そんな重箱つつくような問題よりも 発見したという STAP 細胞がほんまなのかどうかの検証が本筋だ。
細胞がほんまなのかどうかの検証が本筋だ。
大センセーションを巻き起こしたのは この STAP 細胞なのだから・・・・・
この真偽がきっちり抑えられることにより、今問題にしていることも おのずと明らかになると。
小保方さん 共著者 理研など まずやることは この STAP 細胞の証明と証明できないならその位置付けをクリヤーにするこ
とだろう。 それが この論文の一義的責任だと思うのですが・・・・・
論文加工の問題に小保方さんに問題があったにしろ、先の言葉にあるように、証明のため いかに内容をクリヤーにする
かとの意思は当然あったろう。 まず 小保方さんの論文加工の問題よりも、STAP 細胞発見の真偽が知りたい。
論文記述の加工の問題は それぞれの部署がクリヤーにすべき問題で、話題を大きくすべき問題だろうか・・・・
発見会見時の小保方さんは虚像 それとも実像?? それよりも STAP 細胞発見の真偽をまず知りたい。
あとは 先の東大の誰やったか… 人のうわさも・・・・である。
◎ なお、 小保方さんの論文についての調査の矛先 １４名共著ではなかったか・・・
分野レビューに他の論文コピーや他の写真からの部分加工・貼り付けが、論文
分野レビューに他の論文コピーや他の写真からの部分加工・貼り付けが、論文批判の
他の写真からの部分加工・貼り付けが、論文批判の主になっている
批判の主になっている。
主になっている
でも、今の時代 インターネットには情報は満ちあふれ、インターネットの資料を取り出し加工することも写真の部分加工も
パソコンを使えば 自由自在。 インターネット検索など小学生でもやっているし、批判するマスコミ 研究者の学術レビュー
説明プレゼン 雑誌・本等々 等々 世にあふれている。
すでに 大学生の報告には そんな提出物が数多く、それを見抜くプログラムソフトにかけて、チェックする事も多いと聞く。
コンセンサスが得られぬことであろうが、そんな時代に鬼の首を取ったような批判をする時代でなかろう・・・・・。
それこそ 時代を知らぬ年寄の・・・・・・・と。
ドクターコースを出たての新進の研究者 多少 あまえがあっても 良かろうとおもうのですが・・・・。
◎ 忘れてはならぬが、発明・発見に捏造はだめ。
忘れてはならぬが、発明・発見に捏造はだめ 加工はゆるされるのだろうか・・・
でも 最近の情報処理技術はその境界をも不明確になってきているのも事実。
でも それこそ そんな警鐘をしっかりレビューし、捏造か加工
、捏造か加工か
、捏造か加工か いずれなのかをクリヤーに
いずれなのかをクリヤーにすればすむ。
をクリヤーに
まだ、 若いはつらつとした若手研究者の登場とその発想に STAP 細胞発見が証明されることを待っている
2014.4.1. from Kobe Mutsu Nakanishi

From Kobe 2014.5 月

草木萌える新緑がまぶしい 5 月
懐かしい私
かしい私の応援歌

2014.5.1. by Mutsu Nakanishi

かつての TV ドラマ主題歌
ドラマ主題歌 「記念樹」
記念樹」

神戸の一本桜 奥平野の「舞桜」に寄せて
「桜の苗が大きく育
きく育つ頃 僕らはみんな 大人になるんだ・・
大人になるんだ・・」
になるんだ・・」

草木萌える
草木萌える新緑
新緑の須磨アルプス
須磨アルプス 若草町で 2014.4.18.
える新緑がまぶしい
新緑がまぶしい 5 月【1】 神戸 新緑の

草木萌える
草木萌える新緑
える新緑がまぶしい
新緑がまぶしい 5 月【2】神戸須磨浦
神戸須磨浦 須磨海釣
須磨海釣り
海釣り公園 鉢伏山ロープウエイ& 明石海峡 2014.4.12.

懐かしい私
かしい私の応援歌

かつての TV ドラマ主題歌
ドラマ主題歌 「記念樹」
記念樹」

神戸の一本桜 奥平野の「舞桜」に寄せて
「桜の苗が大きく育つ頃 僕らはみんな 大人になるんだ・・」

神戸の一本桜 奥平野の「舞桜」

2014.4.4

題目も何もかも 忘れているが、もう何十年も前に見ていた TV ドラマの主題歌。
でも、桜の花の下に行くとつも勝手に出てくる歌です
ふっと気になって インターネットを探すと、この歌が出てきました。
そして、団塊の世代には忘れられない歌として、数多くの人たちが愛着をもっていると。
私だけではないんだ。団塊の世代の応援歌なんだと・・・・・
桜の苗が 大きく育つ頃僕らはみんな 大人になるんだ・・・・・
馬淵春子さんが主演で、一本桜のある養護学校が舞台の TV ドラマ「記念樹」の主題歌。
この施設の保母さんと卒業して社会の荒波にもまれる仲間との交流がテーマで、
様々な問題を抱えた仲間が描かれていたと記憶。なぜか 毎週見ていて、涙ぐむことも・・・・
歌の題名も歌っている人も全く記憶がないのですが、桜の花を見ると いつもメロディーと歌詞が
自然と出てきて、歌いだす。 なぜか 無性に懐かしい。

うれしくなって、かつて見に行ったこと
のある日本各地の「一本桜」の写真を引
っ張り出してこの歌を BGM にして、
スライド動画にまとめて、ゆったりと
当時の記憶をたどりながら、楽しみました。
なんで 急に頭に浮かんだのだろうか
でも

本当に懐かしい

◎ 団塊世代の
団塊世代の応援歌＜
応援歌＜1＞
なつかしい歌
なつかしい歌 「記念樹」
記念樹」を BGM に
「日本各地の
日本各地の一本桜」
一本桜」をスライド動画
スライド動画に
動画に
http://www.infokkkna.com/2014htm/mutsu/1405kobe00.htm

インターネットを探していて もう一つ記憶にある応援歌が浮かんできた。

かつての TV ドラマの主題歌 渥美清が歌う
「泣いて たまるか」
この歌も好きでよう 口づさんでいたなぁ・・・と。
◎ 団塊世代の
団塊世代の応援歌＜
応援歌＜2＞
なつかしい歌
なつかしい歌 「泣いてたまるか」
いてたまるか」Sound
http://www.infokkkna.com/2014htm/mutsu/1405kobe00.htm

この「記念樹」
・
「泣いてたまるか」どちらも作曲者
は木下忠司さんだという。
映画の木下恵介監督につながるヒューマンの世界。
高度成長期の激動の世界の中で、ゆったりとした世
界にみんなあこがれていたのかもしれません。
また、高度成長期 日本各地で何かの記念で植樹さ
れた桜が今、数十年を経て立派な樹となって、満開の花をつけている。
今、東日本大震災の被災地で数多くの桜の苗が植えられている。
そんな 桜が 15 年・50 年・100 年・200 年と先巨樹となって、それぞれの記憶を伝えてゆく。
日本各地にすっくりと大空に手を広げる「一本桜」は、ひとり独りが持つ記憶を一気によみがえらせてくれ、
エネルギーをあたえてくれる。 一本桜は私の応援歌 そして また、ひとり独り みんなの応援歌
今年も日本各地で一本桜が素晴らしいドラマを作っていることだろう。
2014.5.1.

From Kobe Mutsu Nakanishi

<< かつて訪れたことがある日本各地の一本桜 抜粋 >>

【From Kobe 2014.6 月】
6 月になりました

June Bright 春から夏
から夏へ 梅雨時前の
梅雨時前の輝きの中
きの中で 【1】

野山も
野山も里も春から夏
から夏へ 様相を
様相を変えるのに忙
えるのに忙しい梅雨時前
しい梅雨時前の
梅雨時前の息吹き
息吹き

◆ 6 月の到来を
到来を告げる花
げる花 ばら・
ばら・花菖蒲・
花菖蒲・紫陽花 2014.5.30. 神戸須磨離宮で
今年も
今年もほのかなバラ
ほのかなバラの
バラの香りが漂い、池では花
では花菖蒲が
菖蒲が咲き出しました

◆

東播磨の
東播磨の田園では
田園では 麦秋と
麦秋と水が入った田地
った田地が
田地が交差する
交差する 西神戸で
西神戸で

田畑に響く鳥の声 そして 梅雨時前の準備で 忙しく働く人の声が聞こえてくる
ゆったりとした時の流れに身を置く心地よさ
でも この日 PM2.5 が最高値に 遠くかすむ明石の海 海峡大橋はほとんど見えず

西神戸 雌崗山から眺めた西神戸の田園 2014.5.29.

麦秋を迎えた西神戸 稲美の麦畑

2014.5.20.

田植えの準備に忙しい西神戸の田園 2014.5.29.

◆ 庭に咲いた草花
いた草花 今年は
今年はことのほかバラ
ことのほかバラが
バラが美しく咲
しく咲きました 念願のモッコウばらのアーチも

◆ 若者たち
若者たちの
たちの中に飛び込んで 元気一杯
元気一杯

グリンスタジアム神戸で 応援に熱狂する若者たち 2014.5.23.

加古川の土手を行く高校生たち 2014.5.20.

【From Kobe 2014.6 月】
6 月になりました

◆

June Bright 春から夏
から夏へ 梅雨時前の
梅雨時前の輝きの中
きの中で 【2】

野山も
野山も里も春から夏
から夏へ 様相を
様相を変えるのに忙
えるのに忙しい梅雨時前
しい梅雨時前の
梅雨時前の息吹き

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

朝日新聞天声人語にこんな
朝日新聞天声人語にこんな記事
にこんな記事が・・・
記事が・・・

私はよく「心優しき縄文人 縄文帰り」の言葉をよく使うのですが、
「核・武装」を持って他を征しても、決して平和
をもたらさないことそして、
「自己責任を強要する過酷な競争社会が幸せな暮らしをもたらさない」ことに 多くの人
が気づき始めている。
また、限界集落と騒がれた時代から今や放っておけば、地方都市までもが、がここ数十年で多数消滅してしまうことが、
現実を持って語られる。そして、これらを解決する方法として 過度な中央集権を捨て 里山主義・地域活性に舵を切
ることを唱える人々が多くなってきた。
また、地球の厳しい気候変動の中を生き延び、現在の人類の繁栄をもたらした由縁が 唯一「他を思いやる心」にあっ
たこと、そして 環境変化の厳しい縄文時代この狭い日本列島で、数千年にわたり豊かな暮らしを保ちえたのも「心優
しき縄文人」であったからだと説く人たちの声が大きくなっている。
人類の生きながらえてきた歴史の道を眺めると過酷な環境変化と食糧難に直面して、数多くの道が次々と閉ざされ
てゆく中で、たった一つ「他を思いやる心」から、数々の知恵を編み出し、協力して困難を克服したグループだけが今
に命をつないできたことを示している。
「人が人に武器をむけては生きてゆけず、いずれ滅亡の道をたどる」と。
「何千何万年前の記録などないのに、なぜそんな事が言えるのか??」との
疑問もあろうが、日本には何万年にもわたる地球の記録を正確に残し伝え
てくれている場所がある。
何万年もの間 荒らされることなく静かにその時々に生きた動植物・そし
て環境変化の記憶を一年ごとに封じ込め、年縞模様として正確に記録して
きた地球の物差し 若狭 三方五湖の一つ早月湖の底に堆積した年縞で、
水月湖は水面から湖底までは 34 メートル。その湖底の下には堆 積した
73 メートルの泥の堆積層がある。このうち、上部 45m に 7 万年分の「年
縞」があることがわかっている（下部の 28m は「年縞」がない 15 万年分
の泥）
。
この約 7 万年かけて積もった 45 メートルの堆積泥が 1 センチの欠けもな

く連続して得られれば、世界初の 7 万年分の歴史のモノサシになる。日本では年輪年代法が確立され、年代校正曲線と
して広く知られるようになったが、長年にわたる年縞年代測定研究の推進リーダー環境考古学者 安田喜憲氏たちの研
究の成果として、数万年にわたる地球年代計測の校正曲線として、この早月湖の年縞が国際標準として採用され、 日
本列島を含め、世界の地球環境変化の歴史が明らかになってきた。
この年縞年代測定研究の推進リーダー安田喜憲氏もこれらの研究成果を踏まえ、厳しい地球環境変化の中、約 8000 年
にわたって、豊かな森の生活を持続させた縄文社会の生き方を学ぶべきだという。

「自然との共存、人と人との平等、家族の絆」という縄文社会の人々の生き方に学ぶべきだと訴える。
● 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」
● NHK スペシャル取材班著「ヒューマンヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」
まだ 経済最優先の今このことを「なまちょろい」と考える人も多いが、これは歴然としてきた人類がたどってきた道
である。 いま 一度 この人類が歩んだ道を見るべきだと・・・・。
こんなことを IT 情報社会にﾄﾞｯﾌﾟﾘとつかった若い人たちに伝えればよいのだろうか??? と思い悩んでいた時に、朝日
新聞の天声人語に上記の記事が掲載されました。
社会が大きく動いている今の時代 こんな見方もあるのだと・・・・・・。

地球 最終氷期の気候

水月湖の「年縞」の一部。下図は湖底の堆積層のボー
リングで得たコアの一部で上下の数字は掘削したコ
アの深度。5 センチ幅の中に 76 年±1 年の「年縞」が
きれいに残っていることがわかる。

ホモエレクトス・ホモサピエンスの拡散

＜ 参 考

同じことの繰
じことの繰り返しですが、
しですが、 縄文帰り
縄文帰りを From Kobe で述べた記事
べた記事 ＞

【人類の進化 歴史年表】

◆ From Kobe 2010.
2010.11 月より

仮面の
仮面の女神

縄文のビーナス
縄文のビーナス

合掌土偶

縄文の
縄文の女神

中空土偶

「戦さを知らぬ縄文人」
「こころの故郷・心やさしき縄文人」としてしばしば語られる「縄文」
「日本人の心の奥深さ・多様なこころ」がそこにある。

縄文のこころを映すストーンサークル
心の奥底にしまいこんだ「心のやさしさ」
「おもてなし」の「日本人の心の故郷」に立ち帰ろう。

2014.6.1. from Kobe

By Mutsu Nakanishi

【 参 考 】
● 安田喜憲著「
安田喜憲著「一万年前
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」
気候大変動による食糧革命、そして文明誕生へ」
● NHK スペシャル取材班著「ヒューマンヒューマン
スペシャル取材班著「ヒューマンヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」
なぜヒトは人間になれたのか」
【 関連掲載 和鉄の道 From Kobe by Mutsu Nakanishi
Nakanishi

】

◎ 新書藻谷浩介・NHK
新書藻谷浩介・NHK 広島取材班「里山資本主義広島取材班「里山資本主義-日本経済は『安心の原理』で動く日本経済は『安心の原理』で動く-」の紹介
「里山資本主義 & 内橋克人氏の提案する地域自立自給経済圏」創設の実践
http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/2013mutsu/fkobe1309.pdf
◎ 縄文がえりの勧め 心優しき縄文の村
http://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/2010mutsu/fkobe1011.pdf
◎ 縄文の心を映すストーンサークル
縄文の心を映すストーンサークル
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron13.pdf
◎ 「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」 視聴・購読メモ
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/iron8/1204human.pdf
◎ 和鉄の道 Iron Road
Road 「縄文」掲載リスト
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/ironjyomon.htm
ほか

【From Kobe 2014
2014.7 月】

内閣・
内閣・自民党が
自民党が猪突猛進する
猪突猛進する「
する「集団自衛権」
集団自衛権」を今一度考えよう
今一度考えよう
小学１
小学１年生、
年生、安里有生君の
安里有生君の詩「へいわって すてきだね」
すてきだね」を今一度
昨年紹介した当時 小学１年生、安里有生君の「へいわって すてきだね」を今一度全文を紹介
昨年 7 月 私の From Kobe で紹介した

へいわってなにかな。ぼくは、かんがえたよ。

昨年の 6 月 沖縄全戦没者追悼式で与

ねこがわらう。おなかがいっぱい。やぎがのんび

那国島の小学１年生、安里有生君が朗

りあるいてる。ちょうめいそうがたくさんはえ、

読した「へいわってすてきだね」の詩

よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。

が絵本として出版されたという。

みんなのこころから、へいわがうまれるんだね。

これはうれしい。

これからも、ずっとへいわがつづくように、

すばらしい平和を願う心が今も強く

ぼくも、ぼくのぼくのできることからがんばるよ。

心に残っています。

安里有生／詩

「そういえば 1 年たったなぁ」と

長谷川義史／画

思い出しつつ、ふと「集団自衛権」の問題があたまをよぎった。

安里有生／詩

「へいわって すてきだね」
すてきだね」 全文

2013.6.23. 沖縄全戦没者追悼式で 1 年生の安里有生君が朗読

へいわって なにかな。
なにかな。

せんそうは、
せんそうは、おそろしい

ぼくは、
ぼくは、かんがえたよ。
かんがえたよ。

「ドドーン、
」
ドドーン、ドカーン。
ドカーン。

おともだちとなかよし。
おともだちとなかよし。

ばくだんがおちてくるこわいおと。
ばくだんがおちてくるこわいおと。

かぞくが、
かぞくが、げんき。
げんき。

おなかがすいて、
おなかがすいて、くるしむこども。
くるしむこども。

えがおであそぶ。
えがおであそぶ。

かぞくがしんでしまって なくひとたち。
なくひとたち。

ねこがわらう。
ねこがわらう。
おなかがいっぱい。
おなかがいっぱい。

ああ、
ああ、ぼくは、
ぼくは、へいわなときにうまれてよかったよ。
へいわなときにうまれてよかったよ。

やぎがのんびりあるいてる。
やぎがのんびりあるいてる。

このへいわが、
このへいわが、ずっとつづいてほしい。
ずっとつづいてほしい。

けんかしてもすぐなかなおり。
けんかしてもすぐなかなおり。

みんなのえがおがずっと、
みんなのえがおがずっと、つづいてほしい。
つづいてほしい。

ちょうめいそうがたくさんはえ、
ちょうめいそうがたくさんはえ、
よなぐにうまが、
よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。
ヒヒーンとなく。

へいわなかぞく、
へいわなかぞく、

みなとには、
みなとには、フェリーがとまっていて、
フェリーがとまっていて、

へいわながっこう、
へいわながっこう、

うみには、
うみには、かめやかじきがおよいでる。
かめやかじきがおよいでる。

へいわなよなぐにじま、
へいわなよなぐにじま、

やさしいこころがにじになる。
やさしいこころがにじになる。

へいわなおきなわ、
へいわなおきなわ、

へいわっていいね。
へいわっていいね。へいわってうれしいね。
へいわってうれしいね。

へいわなせかい、
へいわなせかい、

みんなのこころから、
みんなのこころから、

へいわってすてきだね。
へいわってすてきだね。

へいわがうまれるんだね。
へいわがうまれるんだね。
これからも、
これからも、ずっとへいわがつづくように
ぼくも、
ぼくも、ぼくのできることからがんばるよ。
ぼくのできることからがんばるよ。
政治の現実は憲法解釈を変更して、戦争・武力放棄から集団自衛権による武力行使を可能に変更し、閣議決定した。
この政府・内閣の解釈変更で、憲法 9 条 戦争放棄条項は骨抜きに・・・・
国会の議論すら経ずにである。 この「へいわって すてきだね」の思いが全く無視されたと感じています。
中国の海洋進出や韓国問題で危機感をあおり、「武力には武力で対抗する。武器なしではアメリカの核の傘に入れぬ」
と危機感をあおった現実論が今を席巻している。

でも、ふと現実論を言うなら、背後にアメリカの影がちらついていたといえ、平和主義憲法のおかげで、
現実に戦争に巻き込まれなかったからこそ この 60 年平和な暮らしそして戦後の高度成長も持たらさ
れたのではないかと。もちろん 国際協力・行動のない平和主義をいっているのではない。
「平和ボケ」と言われても、一旦、武力を手にした途端 何が起こるか 先が全く見えない闇であることの
方が現実であり、また、国際社会では、多くの国が「武器では平和が得られぬ現実」を直視し、平和への
アプローチの模索に舵をきりつつあるのにと。
集団自衛権を振りかざし、この 60 年機能してきた平和主義を放棄する事こそおかしいと映るのですが、
どうでしょうか????。戦後の平和の歴史を捨て、武力に猛進する姿こそ 何か別の意図を持った流れに
見える。
また、何度となく見せつけられてきた「右のものを左といいぬける」強者の論理・集団の暴力で、
三権分立もいつの間にか骨抜きに。平和憲法が国民的議論・合意もないままズタズタにされる気配である。・
「武力では平和は呼び込めぬ」 「人が人として命をつないでゆく道筋に武力はいらぬ」
「人類の生き抜いてきた歴史」に掉さして 本当に生きてゆけるのか・・・・
何とも言えぬ空虚な気分の中で、ご都合主義的な現政権の思惑に「歯止めをかけたいなぁ」と行ったり来たりの今日こ
の頃 もう一度この安里有生君の「へいわって すてきだね」の詩を読み返してみる。
やっぱり この「へいわってすてきだね」という安里有生君のメッセージ これが本物だと。
進歩がないなぁと言われそうですが、今一度 平和の道を考え、全文を掲載しますので、
是非 今一度 この安里有生君の「へいわって すてきだね」をご一読ください。
何とも言えぬ空虚な気分の中で、行ったり来たりの今日この頃
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「へいわって すてきだね」
すてきだね」の詩を紹介した
紹介した昨年
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【From Kobe 2013 年 7 月】

2013.年
年 7 月 久しぶりの東京 2013.6.15. より
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ひまわりの夏
ひまわりの夏 2014 到来
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《1》 「私雨」「
私雨」「得意傲然
」「得意傲然」
得意傲然」を排して

先日 2014 年 7 月 15 日（火）朝日新聞の天声人語(に滋賀県知事選で自民党系候補が敗れたことについて
こんな記事がありました。
「私雨」と書いて「わたくしあめ」と読む。
限られた区域に降るにわか雨をいい、
山間部では麓が晴れているのに山中だ
けに降ることが多い。

・・・・・・・・・

「一強多弱」の政界を、自民党はガリバーよ
ろしく大股で歩む。
こんなときこそ丁寧であるべきところ、 「得意傲然」が目立つ。
サッカーに例えれば、ボールを蹴りたい方向にゴールを動かすような。その一つが集団的自衛権だった。
原発の再稼働も同様だ。ゴールを広げるかのような原子力規制委の人事もあった。
「これでいいのだ」式のもろもろに、驕りを正したい広範な民意が、投票の機会を得た滋賀で噴出したともいえる。
政権への不安は薄雲のようにひろがりつつあると思われる。上昇気流が強まれば、私雨にとどまらず雨は降るだろう。
土砂降りの民意の怖さを政治家ならご存知のはずである。
2014 年 7 月 15 日（火）朝日新聞の天声人語より 抜粋
「私雨」
・
「得意傲然」 うまいこと表現するなぁ・・・ こんな言葉があったのか・・と。
「鈴鹿の私雨」に「比叡の私雨」は有名だとも。
今我々が眼にするのは「私雨」なのか それとも「全国レベルの土砂降り」の前兆なのか・・・
でも 安倍政権の顔に「得意傲然」が益々眼につくと・・・・・・。
一極集中 誰かのおこぼれを待つなんて もう沢山。
みんながみんなに明るさが届く政治へ早く舵をきってほしいもの。
8 月 ひまわりの夏到来
真っ青な空に向かって背を伸ばし、一斉に太陽を見つめる黄色い元気な顔・顔・顔
「私雨 なんて 吹っ飛ばして そんなひまわりの夏 I へ
頭を空っぽにして 明るいひまわりを見つめてみては・・・
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7 月 25 日夜 「NHK スペシャル」

≪2≫ 『シリーズ東日本大震災 復興 正念場の夏』 ～"建設バブル"
建設バブル"と被災地～ を見て
2014.7.26. by Mutsu Nakanishi
7 月 25 日夜 「NHK スペシャル」で 『シリーズ東日本大震災 復興 正念場の夏』 ～"建設バブル"と被災地～が放送。
先日旅した三陸沿岸 東日本大震災被災地の様子が映し出されていました。
得意満面 自己陶酔としか見えぬ安倍首相やオリンピック バブルに沸く東京と対比して写される被災地の現実の厳しさに
涙と共に悔しくて悔しくて・・・・。
先日三陸沿岸を旅した時には 「できるだけ、厳しいところは自分の胸に。 明るい方向が見えることを伝えよう」
としてきましたが、現実はこんなことにひどいとは・・・・・・。
先の衆参両院選挙 自民党公約は「震災復興が第一」これは今どこからも聞こえない。
東京オリンピック そもそものアッピールポイントは
「震災から復興した日本・東北の姿を世界にみせよう」
この声はそれを声高に叫んだ人たちからも全く聞こえず、
「オリンピックを成功させるために
未来都市東京」がいつの間にか旗印に。
アベノミクス 全国の公共工事のバラマキや東京五輪などで、全国で建設工事のラッシュ。
人材や資材が不足し高騰。原油の高騰もあって、建設コストが３0％以上にあがっている。
しかも仕事は都市圏集中でいくらでもあると。 まさに建説バブル。
震災前の「コンクリートからヒトへ」はどこへ行ったのか・・・・
被災地では 復興事業の「入札不調」がもう常態化 生活復興の基盤となる復興事業が
もうどうにもならぬ事態に。
被災地の人たちの悲痛の叫びそして無力感が益々増幅しているこの現実
「復興はさらに遅れ、生活復興の目標もほごに」
「時間がない 東北は忘れられつつある」と
今 被災地では個人・復興住宅とわず、住宅再建が一向に進まぬという。
原因はオリンピック・景気刺激のための東京・都市圏公共事業集中投資での建設バブルにより、被災地の建設建築現場に全
く人が集まらぬという。 5 年間での集中生活復興の目標はすでに絵に描いた餅に。
復興住宅はいまだに計画の 1/4 そして建設費の沸騰・人材不足で 被災地自治体が行う事業入札では不成立が常態化し、
さらに入札参加者すらゼロの状態が゛続く一方、15 万を超える仮設住宅生活者に多数の他府県避難者をかかえる被災地では
いまだに住宅高台移転地 沿岸部嵩上げ工事が進まぬ空地が目立ち、土地利用計画そのものが、未だに立っていないとが
多いという。
一方、安倍首相の胸の内は判らぬが、なんと海外出張の多いことか・・・・ それもトップセールスと称して大企業団体の代表者
を引き連れて・・・・。 集団自衛権の憲法解釈変更の強引さ・「九州川内原発は何とかしますよ」との企業家への発言等々。
あの前政権時代のひよわさ・人の好さは影を潜め、一般国民を忘れ、仲間内の政治に走っているとしか見えぬ。
「自分の身は自分で守る」と簡単に言うが、生活基盤があって安定していない人たちにゆうのは酷。
生活基盤を奪われた人たちの基盤修復には時間を割かず、仲間内政治に走る。
今ほど「頂点迎合主義」の危うさが見得ているときはなし。
番組の中で被災者たちが異口同音いう悲痛の叫びとしか言いようのない言葉が、耳をはなれませんでした。
「東北はもう 忘れられつつある このまま忘れ去られていく」
「希望の 5 年間復興を信じてきたが、さらに待てというのか・・・・ 我々にはもう時間がない」
また、同じく派遣労働に苦しむ人が 労働人口の約 4 割にも達し、そのしわ寄せが弱者にひたひたと・・・・
「弱者」と言われても自分は… と思っていましたが、最近はその現実が自分の直ぐ傍で、眼にする機会が多くなった。
「牛丼すきや」の話もそうだ。 パワーアップと称しての強がりの中「パイトの働き手が集められず、店が開けられぬ事態に」
それも 1 ヶ所や２ヶ所でなく、全国で・・・・・・。
中国や東南アジア近隣の話と思っていましたが、ついにすぐ近所で・・・・・。 次を考えると恐ろしくなる。

一方 被災地の先を見据えた現実としてこんな声もある。
今、被災地の一番の難題は被災地のそこで生きて行くための雇用や生業再建に必須の津波襲来地域での土地利用。
それがいまだにできないこと。都市計画など土地利用がハッキリせず、企業も個人事業主のヒトも非住宅として
の何も建てられない状況で、産業再生から生業も雇用への流れが生まれぬ悪循環におちいっているという。
仮設の老朽化もありますが、この先、高台工事が終えて、平地に土砂が埋め立てられまでこの先、
「住宅が建てられる」までには、長いところで３年以上はかかるところが沢山ある。
住民・自治体そして被災地の地場企業 それぞれが、疲弊しきって、目標も失い、無力感が漂中、
「住宅再建」
、
「災害公営住宅」とともに、とりあえず急がなけばならないこの緊急課題の実践に
政権の中核が自ら取り組まないと被災地ではどうにもならない。
今 無力感の中に住民たちはいる。
機会があれば

是非 「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

ご覧ください。

◆ 参考 番組紹介

2014 年 7 月 25 日 放送 「NHK スペシャル」

『シリーズ東日本大震災 復興 正念場の夏』～"
正念場の夏』～"建設バブル"
建設バブル"と被災地～
「NHK スペシャル」

NHK 番組 PR 紹介より

復興工事現場に工事に携わる人の数が本当に少ないのに驚き NHK 番組 PR 紹介より
震災からの復興で大きな課題となっている「住宅の再建」
。
いま思わぬ壁が立ちはだかり、先行きに暗雲が立ちこめている。全国で起きている「建設バブル」だ。
各地で公共事業が増加し、景気回復に伴いマンション建設なども進む中、住宅再建に必要な「人材」が不足、
コンクリートなどの「資材」も高騰し、復興を思うように進められないことになっているのだ。
こうした事態に手をこまねいて復興を遅らせていっていいのか・・・。
災害公営住宅の建設が今年ピークを迎える宮城県の担当者、住宅再建を担う地元の業者、そして自宅の再建を目指
す被災者はそれぞれ、強い思いを抱き、様々な困難にぶち当たりながら「危機的な状況」を乗り越えようと苦闘を
続けている。しかし、２０２０年に東京五輪が控えるなど、人材と資材の全国的な不足と値上がりが当分続くと見
込まれている。
この夏、住宅再建に走り回る男たちにカメラが密着。現場のルポをみつめながら、
正念場を迎えている「復興」の進め方を考えたい。
インターネット NHK 番組 PR 紹介より

ここに街があり、生活があった 津波から３年の現実 2014.6.8. 三陸沿岸の旅より

【From Kobe 2014.9 月】 夏の終りと秋の始まりが入り混じる神戸で
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
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神戸北野 異人館通り & 北野坂 過ぎゆく夏のひるさがり

2014.8.25.

実りの秋をひかえた西神戸伊川谷の里は頭を垂れた稲穂で一面まっ黄色に 2014.8.31. 西神戸 伊川谷で
収穫を控えた田圃に忙しく働く人たちが見える
ほかにも イチジク・ブドウ・なし そしてクリと西神戸秋の味覚の出荷が始まってゆく
厳しい気象変化が続く昨今、 夏と秋がいりまじる９月 秋近し
集中豪雨に台風の襲来もあり、かんかん照りの日もないまま夏も過ぎようとしています。
ゲリラ豪雨による未曾有の被害が出た広島の皆さんに思いをはせています
毎日蒸し暑い曇り空に 急変する集中豪雨

身近にも異常と感じられた 8 月の夏が過ぎてゆく

穏やかな いつもの 9 月の空に戻ってほしいもの
でも 空には赤トンボが舞い始め、田園を黄色に染めて 稲穂が風に揺れています
西神戸では 秋の実りのトップ イチジクの実にブドウの出荷も始まり、秋近し
さわやかな秋へ 気持ちも切り替え 無理せず 元気に過ごしたいと思っています
集中豪雨に台風の襲来そして、ゲリラ豪雨 「今までに経験したことがない」の言葉の乱発に「またか・」と思ってい
ましたが、 この夏ばかりは「これは本物や 他人ごとにしておれぬ」と。
半端でない夏台風の西神戸上陸 すごい風雨でした。
この頃の台風 時期もそうですが、なにか違ってきましたね。四国に上陸したというのに、雨も小雨が降ったりやんだ
り。風もほとんどなく、また マスコミの騒ぐ割には 進路がそれたのか・・・・と思っていたら、一転 空が掻き曇
り、すごい嵐。 これは第二室戸以来の直撃風雨だと。風速 40m/s 忘れかけていた風雨でした。
また、５分おきに今後の予想も含め雨雲が移動変化してゆく様子が時々刻々PC 画像で見られ、
もう間もなく雨もやむぞ・・・・・と。 すごい時代になりましたね。

幸い短時間で済んで、大きな被害なしでしたが、
「これが長くつづいたら・・・」と思うすごい風雨。
つい 先日の広島の集中豪雨では 真っ暗な中で こんな時間がながくつづいたのだろうなぁ・・・・・・と。
「一人よがりの経験だけでは どうにもならないなあ。
。
。
」との感じと 最近 必要以上に声高になってきた
「自分の身は自分で守る 判断力」の声。 年寄には過酷すぎる。でも 備えだけは やらないと・・・・・・。
防災・避難経路と避難場所 自分なりにイメージ チェックもしたし、自分の所は大丈夫と思っていましたが、
同じ町内の知人がやってきて「東側の谷川が土砂崩れで埋まったら 水は直撃やぜ」という。
横の谷川は急傾斜で その下の深い谷へ流れ下るので、 上で池の決壊などで 大漁の水か出ても大丈夫と
思っていましたが、
「これは想定外」
いたるところで 想定外が起こる。 そんな中での自己判断力が叫ばれる時代です
昔職場でよくやった「KY 危険予知」 やっぱり 予期せぬことを見出す大事な手法だと。
「一人 KY もやらないかんなぁ・・・」と。
今「KY」なんて言っても通じないが、
「安全の知恵」です
効率一辺倒の今 そんなもん 考える必要なしと一蹴されそうですが、
最近の「想定外」の多さの克服にはこんな 自分では 通常予想だにしない他人の知恵も借りねば・・・・と。
また、８月２７日の朝日新聞 天声人語氏は コミュニケーションの必要
独りよがりにつながりかねぬ電脳社会の危うさを指摘している。

こんな記事も参考になれば・・・・・・と転記させていただきました。

色々 いつもと違った夏も終わり、秋がもうそこまで

お互い 無理せず 元気で

また、広島そして東北の困難に立ち向かっておられる皆さんが 一日も早く 穏やかな生活が取り戻せますよう
2014.9.1. from Kobe Mutsu Nakanishi

毎度のぶつぶつ たまにはスカッとする話は・・・
それは みんなそれぞれ
左の一枚 先日 ナイター観戦で見かけた姿
大観衆を背に 独り立ち上がって
ビールを飲み干す
本当に 喉が鳴る
うらやましくて パチリです

◎ 朝日新聞 ひとえきがたり 三陸鉄道 島越駅

2014.8.26.掲載より

6 月 三陸鉄道の島越駅を通過。 車窓より浜を含め、ちょっと印象が
違うが、新しくきれいな駅舎を挟んで、高架の土盛り鉄路がトンネルから
トンネルへ渡ってゆくのを見ました。
復興の象徴とすっと受け取っていたのですが、この島越駅周辺の津波被害
のすごさと新しい駅・鉄路そして集落のことが、
「ひとえきがたり 島越
駅」として、新聞に紹介されていて、この島越駅と集落は津波で線路もろ
とも破壊され、現在復興した鉄路は新たに土盛りされた防潮堤の上に敷か
れていると知りました。
この島越駅前には バラバラになった人たちが盆踊ができる広場と加工センターが入るビルが建設され、
村の人々が集う場所となって完成するという。一日も早く通常の生活がもどるようにと。
。
。
。
。
。

なお、隣の普代では河口・谷が大堤防でふさがれていて、津波の被害は小さく抑えられたと訪ねた時に聞きました。
判断一つで大きく変わる人の暮らし 本当に厳しい。 三陸鉄道が三陸沿岸に住む人たちの「絆」であると共に高く土
盛りされた高架線路が防潮堤の役割を果たし、
「命を守る鉄路」にもなってほしい。
暮らしの復興へ 島越も普代もそれぞれ また 一歩 踏み出してほしいと。
from Kobe より

Mutsu Nakanish

【From Kobe 10 月】 澄み切った青空が続く季節に 元気に 飛び出しましょう !!
2014.10.1. by Mutsu Nakanishi
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 これは私だけか

2014.9.21.

京都 東寺の弘法市で

1. 初秋 神戸の観光 walking spot スポット 案内
10 数年ぶりに学生時代の仲間の同窓会で神戸にやってくるという

飲んで語ってとみんないうのですが、

そうはいっても地元 観光スポットはちえっくしておかねば・・・と 神戸の観光 walking spot を久しぶりに歩きました。
神戸から地下鉄・電車で約 40 分の有馬を除けば 三ノ宮から walk 30 分圏内にもうれしいｗａｌｋｉｎｇコースが幾つも
ほかにも そんな会がこの秋には幾つかあって、仲間に出会えるのがうれしい この秋です

◆ 坂の街「神戸」の展望台 再度山ドライブウェイの登り口 ビーナスブリッジ

◆ 北野 異人館通り & 北野坂

◆ 有馬温泉

日本で一番古い温泉 火山もないのに鉄分の多い金泉（赤湯）が今も湧き出している

【 参考

三ノ宮・元町・港

神戸市街地 google earth 図 】

神戸 三ノ宮から 徒歩 30 分圏内の観光 walking spot 図

相楽園

生田神社

2. 気持ちがほっとする 京都 東寺の弘法さん これは私だけか

2014.9.21.

京都 東寺の弘法市で

京都 東寺の弘法市 2014.9.21.
お彼岸の 9 月 20 日 庭に咲いた千日紅の花などを墓前に供えて ふっと息を吐く。
これも ふっと思い浮かんで 「明日 八瀬の墓参りに行って 弘法さんへ行こか・・・」と家内に言うと「行こ」と即決。
21 日は「京都東寺の弘法さん」 阪神間では「お大師さん」ともいい、お寺の境内や門前に「掘り出し物市」が立つ。
家内の目当ては 和服リフォームに使う着物布探し。私は 秋の帽子探し。 墓参りよりもこっちが主。
東寺の弘法市も年々盛んになって、出店も訪れる人も満員状態。
入れ替わりはあるのでしょうが、だいたい同じ場所に同じ人が
品物を広げている。
高価なものは買わないが、掘り出し物 安価で納得のゆく品が
店主とのやり取りで買えるのが魅力で、すぐ置き忘れてなくし
てしてしまう帽子。 気楽に買えて「忘れてもままええか・・・」と
納得できる弘法市の買い物を愛用。
家内もせっせと手に入れた着物布をほどいて洗いなおしては
和服地の鞄や服や小物に作り直しては 楽しんでいる。
21 日 朝早く神戸を出て、まだ、9 時過ぎなのに もう 東寺の
境内は満員。 お彼岸と日曜日が重なって本当にすごい人出。
東寺北門のすぐ前のコインパーキングから車の出るのが見え、
そこに来るもを入れる。今日はラッキー ついてるぞと。
「今日は紬地など 一つ 3000 円までのもの それに漬物と帽子
安いやつね」と家内が言う。多少??ですが、シッカリしてると。
東寺の門の所で、いつも反物を売っている人に「おじさん
模様の入ってない白生地ないの・・・ 去年 ここにあったんだ
けど」と家内が声かける。 「あぁ ごめん 今日は早ようから
売れてしもたわ。 カンニン 今度な 」 と。
こんな調子で出店に首を突っ込んではお目当てを探して歩く。
店主も「ほか見てまた戻っといで」と気楽に声をかけてくれる。.

京都 東寺の弘法市 2014.9.21

東寺 弘法さんで

さすがに京都

土蔵から出てきた着物・反物を扱う店が多い

2014.9.21.

さすがに京都 若い人から年寄 家族ずれそれに外人さんと多種多彩。 和服をリフォームしたおばさんも実に多い。
「その紬 ええわ そらこっちがええよ」店の人ではない。ふと見ると 頭から首巻 足元まで 和服地で着飾ったおばちゃんが、
横から口をはさむ。家内もすっかり その気になって「こっち買う それにこれも。二つ買うから ちょっとまけて」と。もう仲間や。
「お茶代だけやで」と笑いながら女主人。 奥のご主人が五百円玉 1 枚返してくれました。 これもラッキー。

家内の着物布も買えたので、次は私の秋の帽子。
年寄臭くなく ちょっと違ったやつを買いたい。 ハン
チングはかぶったことがないので一つ街歩きに買お
うと。 予算は 2000 円までと以前帽子を買った出店
を探す。 確か東門の近く。 やっぱりありました。
街で買うより 品ぞろえが沢山あって 勝手に被って
もいいし、気楽に探せるのがうれしい。
別の店で 渋皮染めのええハンチングがあったので
すが、高かった。「これはどう」と女店主が帽子を差し
出す。 「ええ言うても 自分では見えん」というと「鏡
持ってくる」と。 「おばちゃん ハンチングとこれと 2 つ買うので 2000 円にして」 「おばちゃん いうたから あかん」と笑う。
脈がありそう。「それやったら お姉ちゃん 2 つ」

これで 2000 円で 2 つ秋の帽子を手に入れた。 もう 置き忘れを気にせ

ず、帽子をかぶれる。 家内がさっき行った店に戻って着物地を買うという。 これは私の肩掛け鞄になりそうだ。
途中で、山椒入りの木の芽あえ そして 生八つ橋も買って、今日の買い物は終わり。
あっという間に 1 時間半 後はぶらぶら 境内の出店を見て歩く。

京都 東寺の弘法市 2014.9.21.
買い物に付いてゆくのはどちらかというと 嫌いなのですが、弘法市は楽しい。
特に目新しいものもなく、しゃれた店もなし。 もう ごちゃまぜのアンティーク市ですが、こんだけ多くの人が集まり、
しかも出店も同じ店が何年も続いている。 その魅力は何なんだろうか……
ごちゃまぜで何でもあるが、その魅力ある豊富な品ぞろえは 今の街中ではなくなってしまっている。
売りつける出なく 買う方も手に取って 気に入ったものを丹念に探す。
売る方も 買う方も こんなに仲間がたくさんいて 会話を楽しめながら 買い物ができる場所が街にあるだろうか。
人波でごった返す東寺の弘法市を抜けだすが、気分は爽快。家内との会話も弾む。
今日は ようしゃべったなぁ

こんな買い物久しぶり

ええ帽子も買えたし 満足満足

かつての街の賑わい・街での買い物も こんな風であったように思う。 また、偽物も多かったが、祭の楽しさもこれだ。

街並にきれいな店が立ち並び、街中を分断して自動車がピュンピュン走り抜け、なにかよそよそしくなって、
街から 人波と笑顔が消えてしまった。
「コミュニケーション・コミュニケーション」とよく耳にするが、中身がない。人は生きた会話に飢えているのではないか?。
またぞろ 国際社会を生き抜くために、英語教育を充実しようという箱・制度作りが横行している。
具体的ソフトもなしに 制度だけの「箱」作りが、ほんまに必要なのだろうか・・・・
「 玉石混合の情報過多の時代に そんなものより感性や。 上滑りな即物的思考から 選択判断力・思考力見の
醸成プログラム そして 仲間の中に飛び込む力」と。 飛び込めば身振り手振りで 何とかなる。
夢だと思っていましたが、あっという間に スマートホンにしゃべれば 英語に翻訳して表示してくれるし、
初音ミクちゃんが翻訳して しゃべってくれる時代になったではないか・・・・。
それこそ 街の会話も 看板の字も 翻訳されて眼鏡に写る時代がもうもう身近に…
色々 顔を出して 街に出て、声をだそう。 イベントを長続きする連携の輪につながねば・・・・・と。
いま、地方再生の方策が叫ばれているが、整然とした冷たい未来都市づくりに精を出すより、
泥臭いが、活き活きした生活臭のある街づくりが、今一番必要たと感じているのは私だけでしょうか・・・
弘法市から出てきて この爽快感はなんでやろうと ふっとそんなことを考えました。
2014.9.21. 京都 東寺の弘法さんの後で

by Mutsu Nakanishi

【 From Kobe 2014.11 月 】
11 月になり、朝晩めっきり寒くなって、周囲の木々も色好き始めました。
例年になく寒くなって、ここ数年 紅葉の見頃が随分遅くなってきていますが、今年は紅葉も早まりそう。
11 月中半に 十数年振り山仲間の同窓会を神戸でやることになって、紅葉の六甲から有馬へ行くことにして
いるのですが、 それまで 紅葉があるだろうか・・・と心配。
例年になく同窓会が目白押し。そろそろ体力も限界 「今でないと・・・」ととの思いもひとしお。
多くの仲間に出会えるのが待ち遠しい。
戸外へ出へかけるのもよし また 秋の夜長家でのんびりとするのもよし
そんな今日この頃 元気に過ごしています。そんな 神戸の秋 ３つ

1. １０月８日夜 皆既月食
東の山の上高くに 赤い月
2. 久しぶりに疾走するモーターボートレース 2014.10.16. 尼崎センタープールで
3. 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に ?????
秋の夜長 トライされては いかがでしょうか…

1. １０月８日夜 皆既月食

東の山の上高くに赤い月

東の山から半分かけた月が登り、さらに欠けて 皆既月食に。
天高く うすぼんやり赤いかげだけの「赤い月」がみられました。

皆既月食中の赤い月

皆既月食中の赤い月をちょっと大きくして合成

2. 久しぶりに疾走するモーターボートレース

2014.10.16. 尼崎センタープールで

秋の午後ふっと阪神電車を降りて 長いこと入場したことのない
尼崎センタープール競艇場へ
昔のイメージとはびっくりするぐらいきれいになっていた競艇場
男の格闘技 カラフルなモーターボートが疾走
凄い迫力 これは病みつきになると・・・
スタンドに座っていると いろんな思いが次々と・・・
こんな秋も

子供の頃 市の財政改善と学校施設の拡充のために始まったボートレース。 街中を色々な人がい行き交い、
町中に轟音が響き、５km 以上離れた家近くでもその轟音が聞けた。 教育上悪いと競艇場の周りは目隠しされ、
唯一阪神電車の駅から眺められ、電車に乗ると尼崎センタープル前駅で降りて眺めていました。
そのセンタープール前駅も改修され、駅からも目隠しされ、わずかに武庫川を越えて駅へ入る手前の高架から
わずかに見えるのみに・・・・。
でも 怒られながらも 仲間と連れ立って 駅構内の金網越しに轟音を響かせ、疾走するレースを見に行ったもの。
ちなみに この阪神電車の「尼崎センタープル前駅」 かつては日本一長い駅名で有名になり、また この周辺は線路
と電車が並行していて、駅間隔の短い阪神電車の売り物「普通電車 ジエットカー」 がスタートダッシュよく センター
プール前駅を発車する姿が有名にもなりました。
戦後 ５０年を越え、街も大きく様変わり。次々と構想の建物も立ち並ぶようになって、このモーターボートの騒音も聞こ
えなくなってしまい、遠い記憶の中にしまい込んでいまいましたが、
電車から眺めるごとに、きれいな施設になったのに 人はガラガラ 「あかんようになったんや・・・・」と一人思い込
みつつ、一度スタンドに座ってみたいと。

尼崎センタープール 競艇場 入り口と周辺
今回行ってみてびっくり、もう 戸惑うばかり。 駅から競艇場入り口まで 長い渡り廊下が伸ていて、駅の改札機と同じで、１０
０円硬貨１枚入れるとガチャンと開いて、入場。舟券はみなマークシート方式だとおっちゃんが教えてくれました。
競艇場内は本当にきれいに整備され、かつての殺伐とした風景などはどこにもない。
立っている警備員の人に「写真撮っても大丈夫???」と聞くと、「顔にさえ向けへんかったら 心配いらん・・・」と。
食堂もレストラン キッズルームもあるし・・スタンドは総ガラス張り。これで分かりました。
阪神電車から見て、心配していたガラガラのスタンド。みんなガラス張りの中にゆったり座って観戦しているのだと。
( 平日でしたが、ガラス張りの中はざっと８割ほど。

やっぱり スナップ撮るのはやめときました )

メインスタンドは総ガラス張り 空調の効いた大空間
でも やっぱり 迫力は 外のスタンド

疾走するボートの上げる水しぶきの迫力はすごい。

外のスタンドはまばらでも ガラスの中は
満員に みんなゆったり楽しんでいる
プールの向こう側は目隠しされた
尼崎センタープール駅

舟券を買わないなら１００円のみ

レストランもコーヒーもゆったり飲めるし

ゆっくり過ごせる空間に。今 モーターボートは判りやすいので
人気なのだそうだ。 でもギャンブルにおぼれぬよう。
晴天の午後

レースを楽しんで 元気をもらって帰ってきました。
2014.10.16. 午後

3. 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に ?????
秋の夜長 トライされては いかがでしょうか…

秋の夜長 家内が 紙バッグを前において、紙と鉛筆を持ち出し、ああでも
ないこうでもないと紙バックをひねくり回している。知人が紙に略図を書い
て持ち込んだ難題 本に書かれていたのだそうですが、ごく普通の紙バッグ
を折鶴のごとく折り畳んで小さくしかも平坦にする。イタリアのデザイナー
がこのアイデアにヒントを得て、四角の革を並べて、それを折り込む形で作
りこんで革製バッグを作って大ヒットをしたという。
でも、その折り方というか、作り方がわからぬという。
インターネット開いたり、色々ひねくり回していましたが、家内もお手上げ
で、相談に乗れという。
いくら眺めててもダメよ、四角形をつなぎ合わせた展開図がこんなかなぁ

こんな形に平坦で小さくなるバッグ ???

後は同じ形で紙箱を作って 立体的に織り込んでみないとわからん。
折鶴も折り込まずに図面だけで作った人は天才。
菓子折りや駅弁の折箱などを製造しているメーカーに行ったらわかるやめ
なちぁ・・・・と。
宇宙に広げたアンテナもそんなアイデアから生まれたと聞く。
夜長ひねくり回して ああでもない こうでもないとひねくり回してやっ
とできました。
ヒントは 元の四角の紙箱を上部と下部二つに切って分けて 同じ折型に
なるように考え、それを張り合わせる。
箱型の基本展開図

これで 夜長二人で 箱型をひねくり回して 出来上がりました。

イタリアのデザイナーが作ったのと同じかどうかわかりませんが、面白かった。

上部側の折込

上部と下部を張り合わせ

下部側の折込

相談されてできたので良かったのですが、本当の所は瓢箪から駒。
「見たり、聞いたり、試したり」です。

【 From Kobe 2014 年 12 月 】2014 年 12 月

師走の便り by Mutsu Nakanishi

最近 都会のヤングママに果実の人気がなく、消費が落ち込んでいるという これも時代か??

12 年前の 12 月の from Kobe

四季折々 2012 年 12 月の項を開いてみて、

映画「阿弥陀堂だより」を見た感想の項に阿弥陀堂だよりの著者 南木佳士氏の次の言葉を紹介していました。
「日帰り登山で下山するとき 急な登りであえいでいた余裕なき自己の姿を鮮明に思い出すが、笑う気になれない。
それに似た感情をあの頃の自分に対して抱く。 人生の山を上りきる直前の苦しさだったのかもしれぬ。
だから、今は肩の力を抜いて、ゆっくり景色を見ながら下ってゆく心地よさをなによりも大切にしたい。
それを支えるのはマンネリを好むからだの声に逆らわずに暮らすことなのだと 50 歳になってようやく気付いた。」
南木佳士氏 「阿弥陀堂だより」より

高齢者の言葉にも抵抗がなくなり、何とはなしに人恋しいこの頃ですが、 「鉄」への思いや好奇心はまだまだある。
「まだ これからぞ」と前向いて風来坊と思っています。
来年は「未」の周り年 前向いて 頑張らねばと・・・・

でも 無理せず ゆっくりと今を
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≪ 最近 都会のヤングママに果実の人気がなく、消費が落ち込んでいるという これも時代か?? ≫
過度の自動・情報化社会の急展開とその刹那的な思考の万延は「人の生きるすべ」を見失ってしまう??
おおげさですが、今のこの風潮

これでやってゆけるのか? と心配になる。
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最近 都会のヤングママにリンゴなどの果実が人気なく、消費が落ち込んでいるという。
理由は果実の皮を剥くのが面倒・苦手で、街へ行けば自由に飾り付けられてセットされた果物・フルーツがいくらでも食べら
れるからだと聞く。リンゴやナシばかりでなく、みかんもそうだという。
そういえば、きれいにカットされ、小分けされたカット生野菜を必要分だけ買うのも人気だという。
調理された野菜に、手に取る魚はサシミだけだとも良く耳にする。
どれもこれも、誰かが調理してくれたものを意のままに必要分買うのがヤングママのスタイルだという。
一方「タクシーの扉が自動で開くのは日本だけだ」と日本を訪れた外人たち誰もが驚嘆すると聞く。
また、ほかにも最近の都会は便利になりすぎて 回転寿司の進歩・ロボット化には目が点だと。
こんな日本を外人たちは羨望の目で見ると共に首をかしげてもいるという。
こんな事例は ほかにもいくらでもあり、日本の都会に氾濫している。

意識しているしていないは別として、金さえだせば、すべて手に入る世の中の風潮
便利なのかもしれないが、自分の生き抜く技術・知恵が知らず知らずの内に退化していることに気が付いていない。
もし、ライフラインが壊れ、街に調理食品がストップすればどうするのだろうか?

例えば 今電気がストップすると…

安価な輸入品 過度のインフレから加工食品の価格が高騰し、その価格についてゆけなくなったらどうするのだろうか?。
大げさに言えば 今 「東京・中央と地方」・世代間・雇用等々のギャップ・格差がいたるところに顔を出している。
地方と都会の感覚ギャップは評論家のむつかしい議論を待たずとも、過疎の地方ではすでに人の生活を脅かしはじめ、
漏れ聞くヤングママの感覚など地方では羨望の的であっても高根の花である。
都会では一気に自分の身に逆転の現実がないとは言えぬ時代が身近にある。そのことにヤング゛ママたちは無関心でいる。
日本人がみな 総感覚マヒにおちいっているのではないかとも・・・・・。

◎ 都会ではすでに独りでは自立できず、ほかの人に頼らぬと生きてゆけぬ世界であり、
そのネットワークが瓦解しかけているのに、そこに住む人たちはそのことに無関心でいる。
過度な便利さは人の技術・感性をそぎ落とし、敷いては生きてゆく知恵をもなくしてしまう。
今 日本では そんな感覚の分岐点に直面してはいないか???
よく日本人は思いやりの国といわれ、時としてそれが各々にとって重荷にもなって、それから逃れる願望も強い。
でも、右か左だけでなく、その中間ゾーンも存在する日本の感覚 そんな「日本人の相手をおもんばかる心情の広がりが、
世界を救ってくれる??」との期待が世界で高まり、静かなブームにもなっている。
そんな時に、おひざ元の日本で、自分の仲間以外の顔が見えぬようになったら、もうおしまいだ。

今もその実、日本人はアメリカナイズすることを豊かと錯覚してに血道を上げ、
外人たちが日本に学び、求めていることを言葉として口にはしても、
きれいさっぱりそぎ落とす方向へとまい進しようとしてはいないだろうか・・
東京や大阪など都会では 地方の痛みも日本の社会の歪も見えもしないし、理解もしない。
中央・霞が関人間が世界をまた日本を動かしているとの高慢な考え方には 今歯止めが必要だ。
原発の稼働問題・東日本復興の遅滞・安定雇用と格差のギャップ増大・医療に交通等々
そんなギュッブがいたるところで見えている。
今 国外からは 白黒の世界から、日本のカラー色豊かなスローライフ的な世界に注目のまなざしが注がれている。
ヤングママたちよ 自分で調理しよう! 都会の便利の向こうにいる人たちにも 思いを寄せよう・・・・と。

本年最後の 偏屈じじいのやぶにらみのぶつぶつです。
この 1 年 またも同じことをぶつぶつ、 新しい突破口もよう見つけず、巷に埋没です。 .
そんな掲載にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
ひきつづきよろしくお願いします。
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