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   和鉄の道・Iron Road  「四季折々・From Kobe ・思いつくまま 」        

home page 更新時に四季折々の花・風景 そして 好奇心一杯でトライしたことや 

その時折々 頭にあることを綴ったメモなどを集めました 

            和鉄の道・Iron Road 

鉄の「まばゆい輝き・閃光」と「黒光り・肌光」 

日本には「たたら製鉄」という鉄鉱石や砂鉄の塊から、 

「硬くてねばい鋼」を直接作り出す日本古来の製鉄法がある。  

ヒッタイトが人工鉄を発明した当初の姿を現代まで残し、  

現在の製鉄法にも負けない高品質の鋼を作り出す技術に高め、 

維持している日本独自の製鉄法である。  

 

日本に「鉄」が伝来して、この「たたら製鉄」が行われるまで、 

約 800 年の長きにわたってたたら製鉄法の摸索が続き、その技術を

さらに磨き高めながら 1500 年続いてきた日本独自の製鉄技術。 

「鉄は国家なり」「鉄は産業の米」と「鉄」の力が強調されるが、 

一方で文化を育み、 そこに住む人たちの生活を豊かにし、 

現在に至る日本を作ってきた。  

今、急速な社会変革の中で この製鉄にともなう数々のドラマが忘

れ去られ、日本各地の「たたら製鉄」遺跡もろとも消え去ろうとし

ている。 和鉄の道での数多くの人たち・賑わい そして数々のドラ

マが、周りの美しい景色とともにうもれて残っています。  

そんな日本で繰り広げられたドラマ そして その痕跡の風景を少し

でも残しておきたいと home page に掲載してきました。 

 

ほぼ毎月更新してきた Home page のトップには  

その四季折々 私の好きな花・好奇心いっぱいで取り組んだこと・

Country walk の風景などを紹介するとともに その折々 頭にあっ

た時代の流れ・技術・社会などへの自分の思いを From Kobe として

書き綴って掲載してきました。 

home page のトップページは更新ごとに消えてしまうので、 

その時々を忘れぬよう残しておきたいと「四季折々・From Kobe」と

して ファイルし、それを毎年一冊の小冊子にまとめています。 

その年四季折々自分勝手なわがままな 1 年間のメモ記録です

が、記憶を思い起こしたり、我が身を振り返えったり。 

自分の生きる指針でもあり、また 1 冊積み重ねました。 

また、どこかで、皆さまのお役に立て 

 



 

 

 

 

 １月 年賀 迎春の便り                   

1. 迎春 新しい年を迎えて思いもあらた 

2. 今 淡路島が卑弥呼の時代の謎を解き明かす?   

3. 2018年1月17日 神戸淡路大震災記念日 

「神戸が一つになれた希望の灯  

ルミナリエを忘れまい」 

4.「平和を そして国を考えよう」2018  

5. 今月のhome page 更新記事 

 2月 如月 春迎えの便り                      

1. 春迎え 「福は内 鬼も内」  

2. 神戸の鬼・仲間の鬼 動画・photo収録  

3. 縁起の良い連理の枝のクスノキの巨樹  

4. 和鉄の道トピックス  

  「和鉄の道2017 製本版」ができました  

5. 今月のhome page 更新記   

  弥生 3 月 神戸の春 元気出してゆきましょう!!   

1. 神戸の春到来 元気をだして!!  

2. 奥出雲 日刀保たたら  

3. 元の尼崎城の絵図  

4. 和鉄の道トピックス  

        南極の氷の中 ３５億年前のタイムカセル  

  5. 今月のhome page 更新 

  4月 さくら満開と共に春爛漫           

. 野山も里も草木萌え 生命観あふれるうれしい季節  

  新生の息吹に満ち満ちて、気分も新た 

1. 4月1日 Happy Easter  

2. 神戸の春爛漫 Photoアルバム   

       三春どころか 四春? 五春?   

3.  春の妖精 カタクリの花 2018  

4. 和鉄の道トピックス   

5.   今月のhome page 更新記事                                                               

 6月梅雨入り目前 神戸便り             

1.  6月Happy Rainy Days Now!!  毎日を元気に   

2.  2018 新緑の中で  

    1. 神戸の街walkより  

      2 .南極氷がやってきた  

    3. イチローが駆けた馬の背  

3. 和鉄の道トピックス  

4. 今月のhome page 更新記事  

5. 更新後記 

 .   

 

4. 今月のhome page 更新記事  

5. 6月  home page 更新後記.  

薫風５月 新緑  いかがでしょうか…  

 8月 ひまわりの夏    盛夏 夏便り                 

 経験したことのない酷暑  

お互い体調に気を付けて.  日々新た 今を元気に 

1. ひまわりの夏 2018  

  本年も元気なひまわりに出会ってきました  

◆ 未経験の酷暑に 危険予知感度をあげた判断行動を 

      度重なる災害に見舞われた人たちへ  

一日も早く立ち上がられますよう応援しています 

2. 夏の朝を爽やかに 2018年朝顔帳  

3. 平和な暮らしはみんなの願い  

８月は平和を願って 決意も新たに!!   

4.  今月の掲載記事 トピックス  

5.「北海道・北東北の縄文遺跡群」が 2020年登録を目

指す世界遺産候補に選ばれました  

また、東京国立博物館では   

特別展「縄文 - 1万年の美の鼓動」 

  10月待ちかねた秋到来 小さい秋 みぃ～つけ!!        

仲間がいる 仲間の元気を活力に!!  

お互い 無理せず前向いて  今日も一日 Good Day!! 

 1. 待ちかねた秋到来 初秋の気ままな風来坊Walk 

2.. 高取山西北麓にある「萩の寺・明光寺」を訪ねる  

   萩の花見物に 須磨妙法寺「萩の寺」   

 3. 千ヶ峰の山懐 岩座神集落の石垣棚田の写真  

4. 待ちかねたラグビーシーズン開幕  

5. 今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋  

6. 今月のhome page 更新記事  

  12月 師走の便り                              

1.  Merry Christmas!!  ク.リスマス おめでとう 

 2. 神戸ルミナリエ 2018  まばゆい希望の灯                                                             

3. ラグビーシーズン始まる  

最近のラグビー・サッカーの変貌に学ぶ 

4. 気になった Iron Roadの話 最近の新聞TVより                                                               

5  .晩秋の景色 山腹を真っ白に兵庫県花「のじぎく」 

6.  岡部陽二さんの新著紹介   

7  .詐欺まがいのインターネットの契約変更商法に  

8. ２０１8年和鉄の道を振り返って 

9 . 今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋   

10 .今月のhome page 更新記事 
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【From Kobe 2018 年賀 年の初めに 】               fkobe1801nenga.pdf 

  迎春 新しい年を迎えて 思いも新た  

◆ おもしろセミナ−高齢期の幸せづくり 家森幸男先生講演 より  

     【和食で作る若い血管維持 + 1 日 8000 歩 軽い汗かき 30 分の健康 Walk で作る健康長寿力】  

   ◆ ジョージ・カーリンの名言 「老いを楽しく生きるために」   

【From Kobe 2 月 如月 春迎え  】                       fkobe1802.pdf 

2 月如月 春迎え 「福は内 鬼も内」 春はもうそこまで  

◆ 2018 年節分に 仲間としての鬼に思う 再録  

◆ 資料 和鉄の道 鬼に関する掲載記事の再整理 2018.2.3.修正追記  

         A. 神戸の鬼 関西での伝承  

B. 日本各地 鬼伝説 和鉄の道・Iron Road 掲載リスト 整理 

【From Kobe 弥生３月 神戸の春 】                        fkobe1803.pdf 

    弥生 3 月 うれしい神戸の春到来  身も心もリフレッシュ 元気だしてゆこう !!  

◆ 私見 新幹線のぞみ 台車枠重大インシデント事故に思う 2018.3.1.  

【From Kobe 神戸 春爛漫の 4 月 神戸便り 】                               fkobe1804.pdf 

    野山も里も草木萌え 生命観あふれるうれしい季節に  新生の息吹に満ち満ちて、気分も新た  

  1.  春 小さな幸せ探し 毎日の 8000-歩 Walk で  

       2.  桂 枝雀さんの落語「いたりきたり」 

【From Kobe 6 月 梅雨入り目前の神戸便り 】                              fkobe1806.pdf 

    6 月 June Bright を楽しく 梅雨入り目前の神戸便り  

   Happy A Rainy Days Now !!   愚痴はいうまい 今を元気に今を 前向いて  

 1. 南極の氷が我が家にやってきた!!   毎日の暮らしの中の非日常   

2. 最近の新聞コラムから閉塞感漂う日本 疲弊が目に見えて   

            現政権 政治のレベルの低さは目を覆うばかり もう 飽き飽き  

でも愚痴はいうまい  身の置きどころなく毎日のニュースに染まりゆく自分にも カツ !!                                                                                                                                                 

【From Kobe 8 月 ひまわりの夏 神戸便り 】                              fkobe1808.pdf    

  経験したことのない酷暑に 危険予知感度をあげた判断行動を  

    度重なる災害に見舞われた人たちへ 一日も早く立ち上がられますよう 応援しています  

       1. ひまわりの夏 2018     

 2. 厳しい夏の清涼剤 2018 年夏 我が家の庭の朝顔   

     3. 8 月 穏やかな暮らし 平和のこと  

       4. 8 月 home page 更新 おもいつくまま   

          ◎ 運転免許更新の認知検査(講習)のこと  ◎ 激烈化する地球環境変化に身を守る術は? 

【From Kobe 10 月 待ちかねた秋到来】                                   fkobe1810.pdf 

10 月 やっと青空が戻って秋到来 うまい空気を胸一杯 吸い込んで 気分も新らた  

      1. 本庶佑さん ノーベル賞受賞 おめでとう  

       2. 環境負荷の高い鉄鋼の今 そこから見えたこと 自動車廃タイヤの資源化 

【From Kobe 12 月 師走 Merry Chrismas!!】                             fkobe1812.pdf 

    Merry Chrismas!  神戸では希望の光 ルミナリエ  

    クリスマスおめでとう  ルミナリエの光の環に平和な暮らしを託して  

      ◆ 日本の行く先がおもいやられる師走 イノベーションの時代へ舵を切れ!! 

数が頼りの薄っぺらな社会からの脱出へ 若者たちへの思いが募る  

            こんな思いを代弁して、神戸新聞 内橋克人氏ほかの評論にも  

                   ■内橋克人 神戸新聞指針 21「安倍外交の実相」  

                    ■神戸新聞 書籍紹介 本谷有希子新著「静かに ねえ 静かに、」  

                         空虚な言葉が氾濫する社会 今を感じる違和感を作品に 

 

 



 四季折々・Monthlyの便り from Kobe  2018  

ま え が き & 掲載記事 トピックス  

ホームページ更新時 ふと思う時代の流れから取り残されている疎外感・・・・昨年以上になお一層。 

でも 愚痴はいうまい。老い行く中で、頭にあるのは「平和」・「穏やかな暮らし」のこと。  

でも 今年は薄っぺらな高度情報社会への疑問が私ばかりでなく、多くの人から語られるようになった。 

日本の危機に対する叫び。でも それが政権・経済のリーダー層に届かない。 

自分の成功体験と仲間頼みに縋りつく日本のリーダー層。うすっぺらな日本の情報化社会が見え隠れ。 

今年も続く傲慢・独りよがりで、アメリカ追従の仲間政治。 技術立国日本がもろくも崩れ行く中、 

日本が国際社会から取り残され、 幸福感が日に日に遠のいてゆく。 

東京や大阪そして神戸の街の真ん中をニコニコ顔で歩く幸福に満ちた大勢の外国人たち。 

TVやマスコミ 政治家がまくしたてる言葉と現実の落差のいかに大きいことか……  

自分の立つ位置をはっきりして、自分でしっかり考えないと一人取り残されてしまう。 

前向いて平和の叫び・安定な暮らしを訴え続けたい。 

薄っぺらな情報社会からの脱却に一度 耳を傾けてほしいく、今一度 日本の現実に眼をむけねば・・・・・・と。 

 

  ◎ 2018年賀 年の初めに  迎春 新しい年を迎えて 思いも新た  

  ◎ 2018年節分に 仲間としての鬼に思う  

  ◎ 4月 新生の息吹に満ち満ちて、気分も新た 桂   枝雀さんの落語「いたりきたり」 

  ◎ 6月 Happy A Rainy Days Now !!   愚痴はいうまい 今を元気に今を 前向いて  

     最近の新聞コラムから閉塞感漂う日本 疲弊が目に見えて   

          現政権 政治のレベルの低さは目を覆うばかり もう 飽き飽き でも愚痴はいうまい  

          身の置きどころなく毎日のニュースに染まりゆく自分にも カツ !! 

◎ ひまわりの夏 2018  穏やかな暮らし 平和のこと   

           ◆ 運転免許更新の認知検査(講習)のこと  ◆ 激烈化する地球環境変化に身を守る術は? 

  ◎ 10月 やっと青空が戻って秋到来 うまい空気を胸一杯 吸い込んで 気分も新らた  

      1. 本庶佑さんノーベル賞受賞おめでとう  2. 環境負荷の高い鉄鋼の今見えたこと 自動車廃タイヤの資源化  

  ◎ 12月 師走 Merry Chrismas!!  光の環に平和な暮らしを託して  

         日本の行く先がおもいやられる師走  数が頼りの薄っぺらな社会からの脱出へ 若者たちへの思いが募る  

             こんな思いを代弁して、神戸新聞 内橋克人氏ほかの評論にも  

              ■内橋克人 神戸新聞指針21「安倍外交の実相」 

 ■神戸新聞 書籍紹介 本谷有希子新著「静かに ねえ静かに、」 

 空虚な言葉が氾濫する社会  今を感じる違和感を作品に 

同じ繰り返しでしたが、平和の願いを訴え続けたかった1年。  もう 本物に戻りたいと。 

でも ひとり飛び出す勇気もなし。この先 どうなってゆくのだろうか・・・・・ 

閉塞感一杯の中で迎える老化との戦い。若者自ら若者の時代へ脱皮してほしいと、次の時代を期待する。 

2018年 独りよがりの勝手なページにお付き合いいただき本当にありがとうございました。  

私にとっては 多くの方とつながり、 どこかでなにかのお役にたてばと・・・・・・  

私のライフワークになった和鉄の道 好奇心いっぱいで 興味津  々 今後の展開を眺めています。  

頭も回らず、更新もだんだんままならぬようになってきましたが、引き続きよろしくお願いします。  

  まだまだ元気 好奇心はある 仲間が頼りですが、  

 元気に「前向いて」 今できることを精一杯   

 今年一年 和鉄の道・Iron Road を振り返りつつ   2019.1.5.   

           Mutsu Nakanishi  from  Kobe  
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                         2019. 3. 5.  

  ホームページ更新時 ホームページ更新の紹介とともに、四季折々の季節の花や風景 

  そして頭にあることなどを私のメモ代わりに 掲載してきました。 

  四季折々とはいえ、勝手気ままなwalkで眺めた風景 毎度同じ風景ばかりの羅列になって 

いますが、その時節になると訪れないと何か忘れ物をしているようで……。 

  私にとっては、撮ったPhotoをBGM付動画スライドにして、ゆっくり眺める時間も楽しみに。 

  本年もそんな 四季折々 西神戸・播磨の花・里景色の羅列に毎月なっていますが、 

そんな風景が何かのお役にたてば・・・と。 

  もう 新しいことを始める力はありませんが、まだまだ 好奇心はある! ! 前向いてと思っています。 

 

      
 

      by  Mutsu  Nakanishi  
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 8月 ひまわりの夏    盛夏 夏便り                 

 経験したことのない酷暑  

お互い体調に気を付けて.  日々新た 今を元気に 

1. ひまわりの夏 2018  

  本年も元気なひまわりに出会ってきました  

◆ 未経験の酷暑に 危険予知感度をあげた判断行動を 

      度重なる災害に見舞われた人たちへ  

一日も早く立ち上がられますよう応援しています 

2. 夏の朝を爽やかに 2018年朝顔帳  

3. 平和な暮らしはみんなの願い  

８月は平和を願って 決意も新たに!!   

4.  今月の掲載記事 トピックス  

5.「北海道・北東北の縄文遺跡群」が 2020年登録を目

指す世界遺産候補に選ばれました  

また、東京国立博物館では   

特別展「縄文 - 1万年の美の鼓動」 

  10月待ちかねた秋到来 小さい秋 みぃ～つけ!!        

仲間がいる 仲間の元気を活力に!!  

お互い 無理せず前向いて  今日も一日 Good Day!! 

 1. 待ちかねた秋到来 初秋の気ままな風来坊Walk 

2.. 高取山西北麓にある「萩の寺・明光寺」を訪ねる  

   萩の花見物に 須磨妙法寺「萩の寺」   

 3. 千ヶ峰の山懐 岩座神集落の石垣棚田の写真  

4. 待ちかねたラグビーシーズン開幕  

5. 今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋  

6. 今月のhome page 更新記事  

  12月 師走の便り                              

1.  Merry Christmas!!  ク.リスマス おめでとう 

 2. 神戸ルミナリエ 2018  まばゆい希望の灯                                                             

3. ラグビーシーズン始まる  

最近のラグビー・サッカーの変貌に学ぶ 

4. 気になった Iron Roadの話 最近の新聞TVより                                                               

5  .晩秋の景色 山腹を真っ白に兵庫県花「のじぎく」 

6.  岡部陽二さんの新著紹介   

7  .詐欺まがいのインターネットの契約変更商法に  

8. ２０１8年和鉄の道を振り返って 

9 . 今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋   

10 .今月のhome page 更新記事 
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〈 和鉄の故郷淡路島 : 淡路市舟木遺跡を中心とした弥生後期の大山間地集落群 〉 

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/iron13/1702funaki00.htm


 

 

 

【 和鉄の故郷 : 国生みの島 淡路島 関連和鉄の道ほか】by Mutsu Nakanishi  

1.【速報】「淡路島北部津名丘陵 淡路市舟木遺跡」 弥生後期の山間地集落遺跡群の中心集落 鉄器交易をなりわいか?     

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

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

3. 淡路市home page 日本遺産に認定 国生みの島 淡路島 - 古代国家を支えた海人の営み-     ● youtube 動画  

4. 日本人の心の故郷「縄文」を世界の人たちに知ってもらいたい   

      日本人の心の故郷「縄文」北東北・北海道の縄文遺跡を ユネスコ世界遺産に 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/iron13/1702funaki00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/1506doutaku00.htm
http://kuniumi-awaji.jp/
http://kuniumi-awaji.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=3lEou6ZMf3M
http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonslide.htm


************  決意も新た!「平和をそして国を考えよう」 2018 ************ 

 

 

                ★ ★  今月の home page 更新記事   ★★   
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2月如月 春迎え  福は内 鬼も内  厳しい寒さに負けないで 元気に

 
寒さを吹っ飛ばして 子供たちの歓声が響き渡る 2018.2.4. しあわせの村グラウンドで     

今年もまた、風邪が長引いて咳が止まらず、大変でしたがやっと元気に。  

新春早々 度重なる寒波襲来に 2月になりましたが、早春を告げる花の蕾も固い。  

       厳しい時節ですが、春遠からじ 元気に今を 前向いて  

          2018.2.5. Mutsu Nakanishi 

 

1. 春迎え2018 「福は内 鬼も内」 

 

◎2018htm%20root/1802tpb05.jpg
◎2018htm%20root/1802tpb05.jpg


この季節になると毎度ながら、｢鬼｣が気になる。  

「鬼｣は自分たちとは異なる集団を｢鬼｣として排除してきた遠い昔の名残り。  

そんな中に「鬼」とされた古代の製鉄集団もいたと。「開拓神」となった鬼 在地の衆に災いをもたらすとして退治された鬼。 

「災いをもたらす」として恐れられたが接触が続く中で仲間となった鬼もいる。  

｢いつも一生懸命働きながら 騙されて退治される｣そんな「仲間の鬼」が日本各地で語り継がれてきた。  

また、災いをもたらす鬼が退治・改心して、 神に従う鬼・神の化

身となって災いを追い払う鬼もいる。  

｢鬼は外 福は内｣と言いながらも うちでは鬼に感謝し、憎めない。  

｢地球上に生きとし生けるものみな共生する仲間｣  

日本人の心の原点「共生」が ここでも培われてきたと。  

神戸・東播磨周辺では新春から節分に災いを払うため鬼が神・仏の

化身となって、松明を振りかざして、社殿を舞う追儺式・鬼踊りが

伝承されている。 また、故郷尼崎の大覚寺では豆を撒いて鬼を追

い払う身振り狂言「節分厄払い」が演じられている。 

今年は節分に尼崎大覚寺に参ることができました。 

最近の世相を思いつつ、また、いろいろな困難に直面している人たちを思いつつ、  

 「平和で穏やかな暮らし」の実現 ｢共に生きる｣との姿勢を願って 今年も｢福は内 鬼も内｣。 

 

2. 神戸の鬼・仲間の鬼 そして 鬼にされたたたら衆 

何度か紹介してきた神戸の鬼について 今も神社・寺の伝統行事として 集落全体が一体となって受け継義守っている。  

 都市化が随分進む西神戸ですが、集落の素朴な伝統行事として守られていることを知ってもらいたくて、まとめて掲載。  

また、修験道の開祖役の行者により、改心し従った前鬼・後鬼の生駒山の鬼伝承。 

私の故郷尼崎の大覚寺で毎年節分に演じられる古い壬生狂言の流れをくむ身振り狂言「節分厄払い」。 

また、久しぶりに大江山酒呑童子伝説など丹後の和鉄の道の古い記事なども引っ張り出しました。 

日ごろ耳にする鬼のイメージとはずいぶん違う心情が鬼の伝統行事を通じて伝わってきます。 

◎ 神戸の鬼 & 生駒山の鬼 神や仏の化身となって厄を払う鬼(追儺式・鬼踊り)    

  

 



◎ 節分豆撒きで追い払われる鬼 & 退治された鬼の伝承 

  

節分の鬼  故郷 尼崎の大覚寺では豆を撒いて              退治された鬼 大江山の鬼・酒呑童子 

 鬼を追い払う身振り狂言「節分厄払い」            たたら衆との関連した伝承か? 

◎ 日本各地に伝承されている鬼  鬼にされた愛すべき仲間の鬼たち ほんの一部です 

  

古代 祀ろわぬ者たちとして「鬼」にされたたたら衆や山を生業とした衆や

辺境の人たち等々。愛すべき鬼・仲間の鬼たちや開拓神伝承も日本各地に残

る。 神になった鬼・神に仕えて民を助ける鬼もいる。   

そんな「愛すべき鬼たち」を集めてきました。 

また 愛すべき鬼たちの中に縄文の心を見る 

世界に類のない日本の「縄文」 一万年も平和で豊かな生活が続いた時代 。  

そのエンジンは「他人を思いやる心」。 鬼伝承やことわざに縄文の「日本

人の奥深い心情」を見る   

日本人の心の故郷「縄文」。北東北・北海道の縄文遺跡をユネスコ世界遺産に  

立ち止まって見ると 愛すべき鬼たちの姿も  見えてくる。 

スピード・恣意的な噂話に惑わず、ちょっと立ち止まっては・・・ 

  3.  早春の須磨walk より  須磨離宮の縁起の良い連理の枝のクスノキ  2018.1.19. 

晴天の午後ム久しぶりに須磨離宮公園に立ち寄りました。  誰もいない寒空の離宮公園 須磨アルプスを背景に大空高く 

噴水が上がっていました。噴水と須磨アルプスがこんな風に映るんだと。 また、四季折々の花が咲く離宮公園。 

でも今は全くなしの時期ですが、庭園の一角には水仙が咲き、 広いバラの庭に 

は一輪だけ山吹色のバラが咲いて 

いました。 こんな庭をゆっくり散 

策するのも冬の楽しみかも。 

でも 暖かな春が待ち遠しい。 

暖 

 



  

上下の枝がくっついた縁起のいい連理の枝ノクスノキの古木 2018.1.19. 

いつも通る庭園への道の一角に枝ぶりがすごくいい風格がある古木のクスノキの巨樹化がある。  

ふと見ると上下の枝がつながっている。いつもは ごつごづとした本体と大きく広がる枝ぶりにばかりに眼がいっていて、  

知らなかったのですが、吉兆の連理の枝 春の訪れの吉兆です 

 

*********  老齢の身には厳しい激動の時代 お互い笑顔で  ************  

 日々新た 今できることを精一杯 無理せずゆっくりと  

「まあええか 元気だして行こう」と励まして  心は行ったり来たりですが、好奇心さえあれば・・・ 

  

 

 



★ ★  今月の home page 更新記事   ★★   

  

 

 

 

 

 

                                                      



 

弥生３月 待ちかねた春 菜の花の花言葉は「快活」「小さな幸せ」

 
度重なる寒波襲来で 震えあがりましたが、一機に暖かくなって 

         春を告げるイカナゴ漁も解禁になり、また 遅れていた春の草花そして梅の花も満開に 

 神戸の春到来    身も心もリフレッシュ 元気出してゆきましょう!! 

2018.3.5. Mutsu Nakanishi 

1. 神戸の春到来 元気出して 

 

度重なる寒波襲来で、震えあがった２月 街ではインフルエンザが大流行 風邪もぶり返して 家族ともども家籠り。  

雪はないのですが、モノトーンの街。やっと水仙・蝋梅が満開になって ヒヨドリが花をついばみにやって来た。  

いつもは梅の花が咲く春節・確定申告の時期にもまだ、つぼみ固し。今年の春はどうなるのだろう・・・・・と。  

久しぶりに出た街には春節を祝う人の波。早く春が来てほしくて みんな飛び出してきたんだと。  

２６日いかなご漁解禁のニュースが流れ、各地の梅便りも届く。この１週間の暖かさで神戸の梅も一機に満開に・ 

いかなご漁も 昨年ほどの不漁ではないという。 街角の梅も咲き始め、野鳥の声も聞こえ、 

公園では子供たちの歓声が響く。 春の同窓会の連絡も次々と・・・・ 

 弥生三月の始まり。れしい 神戸の春の到来。元気出してゆきましょう。   



 

 

2. たたらの里 の 雪に埋もれた美しい棚田 

  ３月４日朝NHKの番組 小さな旅「いにしえの炎 立つ ～島根県 奥出雲町～」で、 

たたらの郷奥出雲の美しい景色として、「奥出雲町の棚田」が紹介された。 

  番組の中で、寒い雪の里で、毎年寒い１月末 刀鍛冶に玉鋼を供給するため、操業される日本刀剣保護協会のたたら(日刀保

たたら)が紹介された。たたらの原料として周辺の山々を切り崩し、鉄穴流しで採取された原料の砂鉄。その採取跡の川筋に

砂鉄沈殿池跡などが幾つも棚田となって残る美しい雪景色。 

  思わず、映像から、デジカメ写真を撮りましたのでご紹介。合わせて日刀保たたらのけら出しの画像も。 

随分長いこと訪れていない奥出雲。また一度操業を:見学したいと思いながら実現できなかった日刀保たたらです。 

美しい雪の棚田を作る奥出雲の山砂鉄採取跡の景観 NHK 2018.3.4. 「小さな旅」より、画像切り出し 

 

 



3. 着々と進んでいる尼崎城の再建工事  昔の尼崎城の姿は?  

 
ずいぶん昔、司馬遼太郎氏の講演で 「江戸時代 尼崎は大阪を守る西の要 ４層でそびえる天守閣とそれに連なる３つの櫓

を有する美しい姿」と教えてもらい、故郷の話に感激。この話と共に「尼崎城の姿はどんなだったのだろうかと、当時 尼崎

城の姿を記したものは見つけられず、いつも頭の隅にありました。 また、随分前に 千葉佐倉の民俗博物館で江戸時代の西

国絵図の中に、尼崎城が描かれているのを見つけて、びっくりして記録を残したのも覚えていたのですが、見る機会もなく、

忘れていました。「尼崎城は大阪城の西の要。四層天守に3つの櫓が連なる美しい姿」と言っても、「それやったら なんで廃

城になったんや」と尼崎の人でもほとんど興味なしでしたが、最近、尼崎城の復元が始まり、尼崎城のことが話題に。 

先日 和鉄の道・Iron Road のPDF版の古い記事を整理していて、 ２０００年１月 佐倉の尼崎城の絵図について、 

書いているのを見つけましたので、併せてご紹介。(もっとも 写真はピンボケでよくみえませんが・・・・・・・)  

ご興味のある御仁は「尼崎の地名の由来」も含め、 こんな話もあるのやとご参考まで。  

今秋完成と聞き、阪神尼崎駅からも 組み上げられてゆく尼崎城の姿が見られるようになってきました。  

楽しみな尼崎城誕生です。  

 

&&&&&&&&   今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋  &&&&&&&&& 

                    南極 氷の下のタイムカプセル 

何一つ生息せぬ閉ざされた湖底に こぶ状の突起が立ち並ぶ これは何に? 

これは３５億年前 地球上に原始の生命体が現れた頃の姿だという 

  

 



全ページに示した林立するこぶ状の突起は南極の氷の下の湖の底にいるシアノバクテリアの集合体。地球上で初めて、光合成

をおこない、水と炭酸ガスから有機物を作り、酸素を大量に放出した原始生物。地球上のあらゆる生命体がその生命を維持し

てゆくシステム環境を作り出した原始生物である。今も光合成を行い、酸素を放出し、生命をつないでいるという。 

極寒の氷に閉ざされて、ほかに何もいない３５億年前の環境の中で、生態系を維持して生き続けている３５億年前のタイムカ

プセル。 鉄の惑星地球「もし地球に鉄と水がなかりせば、いかなる生命体も存在しえなかった」 

鉄との協同作用 植物の光合成と動物の呼吸 その基を初めて作ったパートナーがシアノバクテリアである。 

また、現代社会を支える大量の「鉄」 その原料もまた、シアノバクテリアが放出した酸素が海水中に溶け込んでいた鉄を酸

化させ、海底に堆積させたものである。(縞状鉄鉱床) 

和鉄の道・Iron Roadを歩いて、何度も耳にしたシアノバクテリアの世界。その３５億年前の生態系ががそっくりそのまま、 

極寒の氷に閉ざされた南極の湖で今も維持されている 

地球生命の神秘。また不思議の鉄を垣間見るBSドキュメンタリーを食い入るように眺めました。 

まだ きっちり整理できていませんが、概要下記にメモファイルしました。 

■【和鉄の道・Iron Road】≪PDF File メモ≫  

       BSドキュメンタリー「南極 氷の下のタイムカプセル」を視聴して 

       南極の湖の底にある原始の地球  ここは宇宙？  

      氷の下に３５億年前の原始生物 シアノバクテリア世界が今も生広がっている 

なお 上記した説明に用いたphotoは NHK BSドキュメンタリ−の映像から切り出させていただきました 

 

*********  老齢の身には厳しい激動の時代 お互い笑顔で  ************  

 日々新た 今できることを精一杯 無理せずゆっくりと  

「まあええか 元気だして行こう」と励まして  心は行ったり来たりですが、好奇心さえあれば・・・ 

  

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018iron/18iron02.pdf


★ ★  今月の home page 更新記事   ★★   

 

 



 

 

神戸の街を見おろす一本桜「奥平野の舞桜」 今年はこんなに早く満開に びっくりです 2018.3.28.   

神戸平野 水の科学博物館で すぐ下の宇治川沿いの桜も満開 素晴らしい桜の春でした 

度重なる寒波襲来に震えた2月・3月上旬が嘘のような暖かさに 今年は梅の開花が遅れましたが、待ち遠しかった梅が咲い

たと思うと、菜の花。そして桜までがすぐ後を追う。そして4月桜が満開になったと思うと桃の花。   

春爛漫 山は一斉に若草色 そして ピンクのミツバツツジも……  

「春爛漫「三春」が 四春」「五春」・・・・に  

猛スピードで春が駆けてゆく今年の四月。喜んでいいのか?   

今までの季節感とは全く異なる春  25℃以上の出現日でいうと、 

ここ5年で1ヶ月ほど早くなっているという。  

実際 桜も含め、1週間以上春の到来が早まったのか・・・・  

毎年元気をもらいに出かける西播磨佐用の春  

今年も 古代たたらの里で 元気に春の風に身を震わせて立つカタクリや 

佐用の一本桜 満開の「漆野の大糸ざくら」  に出会ってきました。 

毎年元気をもらうカタクリの花の姿と佐用の桜お届けします。  

うれしい季節到来に 愚痴はいうまい。  

日に日に老いを感じる中で、健康で元気に動ける我が身に感謝しつつ、 

お互いGod be with US!!  我が道を  

お遅れましたが、神戸の春の便りをお送りします。  

2018.4.10. Mutsu Nakanishi 



 

1.  4月1日 Happy Easter 

 

仲間が教えてくれたジョージ カーリンの名言  

「老いを楽しく生きるために」の中に  

「ストレスをためずに１００まで」の名言がある。  

老いゆく中で うなづくことも多く、 

今年もこの言葉を送ります。  

なかなかむつ 

かしい時代。それだけに心に響く。 

元気に前向いてと。 

 

 2. 春爛漫 神戸の春 Photoアルバム 三春どころか 四春? 五春?   

梅の開花が遅れて、今年の春はおくれるのかと思っていましたが、3月の記録的な暖かさに 一機に春の訪れ。 

あっという間に春爛漫。梅・椿・菜の花・アーモンド・コブシ・モクレン・桜・桃・そしてミツバツツジ等々。 

我が家の角先の庭も一気に、春の花で一杯に。一ヶ月分が一度に・・・ 

あれよあれよ ぶらぶら歩きには事欠かぬ今年の春。北海道の春はこんな風なのか・・・・・・と。 

もう 頭が追い付かず。  

未整理のスナップ写真が山のよう。整理はあきらめて、2018年春のアルバムに羅列して 記録に残すことに。 

まだ 四月が始まったばかりなのに、桜は葉桜 眺める須磨の里山は芽吹きから若葉のウグイス色の山腹に。 

その山腹をピンクのミツバツツジが彩を添える。まさに草木燃ゆ。 

野山も里も街もまさに新生の息吹に満つ。 生命観一杯の春 

好奇心一杯の毎日のwalkが楽しい神戸の春です 

 



2.1.  山が燃える!!  猛スピードで春が駆けてゆく はっと気が付いた山の目覚め 

もうミツバツツジが満開に 今年は咲くのが早いだけでなく、その数の多さもずば抜けてすごい 

はっと気が付いた我が家のある若草山の丘から眺める山  々 草木燃え、毎日その色を変えて素晴らしい  

 
一斉に芽吹きから若葉へ そしてピンクのミツバツツジが点々と 新生の息吹に満ちる若草色 2018.4.3. 若草山で  

. 時期もそうですが、こんなに多くのミツバツツジ咲く若草山は近年なし。 谷や山腹に入れないのが残念    

 つい 1週間前には見かけなかった西六甲の縦走路のツツジも咲いているに違いない。もう びっくり 

  

             2018.4.4.  妙法寺車集落の田園地に入り 南の緑が丘側から若草山を眺める  

. 周囲を丘に囲まれた田園には 春野菜・菜の花・れんげ・畔にはタンポポ そして桃の花が美しいコントラストをつける。 

最近はなかなか見られぬレンゲ畑も復活 また、田園地の山裾の桃の花のピンクが本当に美しい。  

こんなきれいな里山 ついぞ記憶になく、ついつい足を踏み入れる。   

 



一週間ぶりに足を踏み入れた西六甲西端 須磨高倉山から旗振り山の縦走路 もう ツツジが満開に 2018.4.5. 

ウバメガシのトンネルがつづき、変化が乏しい登山道。それがこんなに明るく ミツバツツジが点々と。 

2. 2.  早春の菜の花・梅から桜の花へ  猛スピードで 春が神戸の街を駆けてゆく  

  
2018.3.12. 春2018 小さな幸せ探し ちょっと早かったのですが、 神戸総合運動公園の菜の花の丘で 

 
春2018. 小さな幸せ探し 神戸の街中の桜もほぼ 満開に 2018.3.29. 



2. 3. 4月 我が家の庭も 一斉に花が咲いて 春爛漫 

 
2. 4. 2018 春爛漫  野も山も街も 生命感あふれる季節 元気に今を  

 
 3.  春の妖精 カタクリの花 2018 

 



 
 

&&&&&&&&   今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋  &&&&&&&&& 

1. 卑弥呼の時代を解き明かす?    2018.3.23. 神戸新聞より 

   淡路島 弥生後期の大山間地集落群 淡路市舟木遺跡から弥生期の鉄製ヤスが出土  

    海の民や北部九州とのつながりを示す ?  

本年1月ご紹介した淡路島の北部津名丘陵 弥生後期の大山間地集落群の中心集落遺跡淡路市舟木遺跡から  

 「かえし」があるなど弥生時代の北部九州の鉄器加工の先端化技術で作られた鉄製のヤスが出土した  

国生み神話があり、国内最大級の弥生の鍛治工房村五斗長垣内遺跡の出土。そして、時代の大転換を示す多数の 

初期埋納銅鐸松帆銅鐸の出土している淡路島。弥生時代から古墳時代への大きな転換期 卑弥呼の時代に 

「淡路島が重要な役割を果たした」との期待がにわかに高まってきた。 

国づくりが始まる当時の最重要課題は朝鮮半島の鉄素材の確保とその交易の覇権。  

そんな中で、淡路島の北部津名丘陵には、各種生産工房を有し、交易を生業とすると考えられる淡路市「舟木遺跡」 

を中心とする大山間地集落群の存在が明らかになってきた。   

新しい時代を開く集落群として注目を集め、淡路島の海岸部には野島や三原の海人とよばれる瀬戸内海を庭とする 

海の民がいることもあって、「淡路島の交易ネットワークが卑弥呼の時代の謎を解き明かすのではないか?」との期待 

で、にわかに脚光を浴びている。 

 



2. 鉄の惑星「地球」 35億年前 現在の生物起源に遡る Iron Road の絶景  

  南極 氷の下のタイムカプセル 光合成を初めて行い、大気の酸素を作るシアノバクテリアの不思議な世界  

前月紹介した NHK BS「南極 氷の下のタイムカプセル」の映像切りだしファイルを鉄の惑星「地球」の 35億年前の Iron Road の

絶景として 記録して残しておきたくて、インタ-ネットにあった田邊優貴子氏の南極「アンタ－セ－湖」の記事も含め再整理し、  

PDF file・スライド動画として記録しました。 下記サイトに格納していますが、私蔵版ですので、取り扱いはご配慮お願いします。 

 

■【和鉄の道・Iron Road】≪PDF File メモ≫   

 BSドキュメンタリー「南極 氷の下のタイムカプセル」を視聴して 南極の湖の底にある原始の地球  ここは宇宙？   

      氷の下に３５億年前の原始生物 シアノバクテリア世界が今も生広がっている  

              なお photoは NHK BSドキュメンタリ－の映像から切り出させていただきました。 

 

3. 春の嵐の置き土産 須磨アルプス東山から 大阪湾全体がくっきりと  2018.3.21. 

 

昨夜の春の嵐の後 影響はまだ残るものの、須磨の海はくっきり澄み渡り、西六甲の縦走路からは神戸の市街地・大阪湾全体 

がくっきりと見えました。また、紀淡海峡の島々もよく見えている。  

阪神間の市街地の高台や六甲に登れば、どこからでも見通せる私の大阪湾見通し指標 二つこぶの二上山。 

大阪湾の向こう側、葛城山のすぐ隣にある二つこぶのある歴史の山である。  

西六甲の縦走路を歩くたびに探すのですが、昨年須磨からはほとんどみえませんでした。  

やっと須磨から二上山が見えた。 誰もいない山頂 あっちにも 多くの仲間が住んでいる。お～いと呼びたい気持ち。  

また、須磨アルプスの東端東山から南の板宿へ下る道は椿の道。 昨日の嵐で登山道には赤い椿が敷き詰められ、 よく聞く

椿の道になっていました。春の嵐の置きみあげ。 一度すっきり見たかった美しい景色を残して通り過ぎていきました。 

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018iron/18iron02.pdf


 

 

4. カタクリの花弁の中に潜む春 桜の形をした密標と白いカタクリ 

 
カタクリの花弁の中の模様は虫たちを誘う密標というのだそうですが、 

犬歯とみる話は聞いたことがありましたが、桜の花に見るのは知らず。 その方がカタクリにはふさわしい。  

「花弁の中に春を見る」 カタクリの花にぴったりと。  

また、白いカタクリの出現確率は1万分の一というのだそうですが、佐用弦谷の群生地で数株。  

今年も消えずに見られてうれしい。  

氷河期の生き残り カタクリの花 そこから「寂しさに耐える」などの花言葉が生まれたそうですが、私には 日陰となった

山の斜面で、まだ冷たい風にまっすぐ顔を向けて立ち、身を震わせて立ち向かう姿に元気をもらう。  

いつも思い浮かべるのは神を振り乱して、人々を守り戦う十二神将の伐折(バサ゛ラ)大将の姿。  

ことしも風に身を震わせる元気な姿に出会えました。 



*********  老齢の身には厳しい激動の時代 お互い笑顔で  ************  

 日々新た 今できることを精一杯 無理せずゆっくりと  

「まあええか 元気だして行こう」と励まして  心は行ったり来たりですが、好奇心さえあれば・・・ 

  

 

★ ★  今月の home page 更新記事   ★★ 

 



 



◆ 2018 年 6 月 from Kobe by Mutsu Nakanishi 

 

 

 

1. ６月 June  Bright   Happy  Rainy Days Now !!  今を元気に 

 



  

 

2. 1. 新緑の５月の神戸 walk より 

 

  

2. 



2. 2. 何万年も前の空気の泡を一杯閉じ込めて真っ白な南極氷  2018.5.12.  

 
わが家の春の嬉しい非日常  

1 年4 ヶ月の南極での任務を終えて、この3 月

末に帰国した第58 次南極観測隊 副隊長兼越冬

隊長の岡田雅樹博士から 南極の氷山から切り出

した南極の氷が 届きました。 

みんな感性をあげて大喜びで楽しみました 

 

 

 

 

 

2. 3. イチローが 今春駆けた 須磨アルプス「馬の背」の西六甲縦走路   

 イチローが NTT 西日本の CM で 馬の背を走ってる!!  話題になっていると聞く 

毎日眺める須磨アルプス 馬の背 その縦走路は散歩道  

  最近 平日でも、須磨アルプス馬の背を歩いている人が多くなり、ちょと気になっていたのですが、  

 こんなことがあったのだと。 撮影は１・２月と聞きましたが、ひょつとして眺める機会があったかも・・・・。 

  



&&&&&&&&   今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋  &&&&&&&&& 

  

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

  

姫路にある兵庫県立歴史博物館では 2015年4月 兵庫県内の歴史研究のため、 ひょうご歴史研究室が設置され、  

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

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

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

刊行され、 県内図書館棟で閲覧できると共にインターネトで、 閲覧ダウンロードできましたのでご紹介。  

また、私にとっては、この１０数年四季折々訪ねてきた西播磨のたたら跡。眺めなおし整理するよい機会と。 

和鉄の道・Iron Road に掲載した主要記事をリストアップ。 まとまりのない資料・探訪記ばかりですが、 

「西播磨 宍粟・千種・佐用の鉄」のご参考になればと 合わせてご紹介しました。 

総合的に西播磨のたたら製鉄を考える視点で始 まったたたら製鉄班

の研究の第一回目の総括が 5 編の論文に示として発表されています。 

下記 兵庫県立歴史博物館のページへ アクセスして閲覧ください。  

◎ 兵庫県立歴史博物館ひようご歴史研究室 

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

◎ ひょうご歴史研究室編 『ひょうご歴史研究室紀要』第３号  

ダウンロードサイト 

1.[ダウンロードしやすくサイト修正整理]  

2. [オリジナルサイト]  

私にとっては頭の中がバラバラで 整理できなかった西播磨の鉄 

の知識を総合的に鳥瞰できるうれしいきわめて資料。  

資料情報とともに一度閲覧されるよう情報ご紹介。 

 ◎ 和鉄の道・Iron Road掲載  by Mutsu Nakasnishi 

「 西播磨の鉄(宍粟・佐用)概要レビュー」 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekiken/
◎2018htm%20root/1806nishiharimanotetsu01.htm
http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekiken/kankou/mokuji_03.html
http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/iron14/1806nishiharimanotetsu00.htm


2.  【Photo アルバム】  神戸 2018年 過ぎ行く春の Photo Album  

 

2018年春 まだ4月に入ったばかりというのに、満開の桜が散ると野山も街も一斉に芽吹いて新緑に衣替え。  

       今年の春は三春どころか四春・五春。 あれよ あれよと猛スピードで春が駆けてゆく。   

       地球環境の激烈な変化が我が身に迫る。すごいことがおこっているなぁと感じる 2018年春  

       神戸の我々にとっては初めての経験。でも 毎年春を待ちかねる北国や信州では こんな具合なのかと。  

       年々早くなる春に戸惑いを感じ、何となくめいっぱい喜べないような気分もちょっぴり。  

          猛スピードで駆け抜ける 2018年春を記録することを兼ねて、 

絶景をスライド動画と Photoアルバムにしました 。 

 

 

 

 



3 最近の新聞コラムに見る 閉塞感漂う日本 疲弊   

   現政権 政治のレベルの低さは目を覆うばかり もう 飽き飽き   

   毎日のニュースに染まりゆき、身の置きどころのない自分 にも カツ !!  

 

 

*********  老齢の身には厳しい激動の時代 お互い笑顔で  ************  

 日々新た 今できることを精一杯 無理せずゆっくりと  

「まあええか 元気だして行こう」と励まして  心は行ったり来たりですが、好奇心さえあれば・・・ 

  

 



★ ★  今月の home page 更新記事   ★★ 

 
 

◆ 6 月  home page 更新後記 

 Happy Rainy Days Now !!  前向いて 我が道を行く  

 
◎ 6月の更新がやっとできました。 

猛烈な speedで駆け抜けた春 そして、合わせるかのように初夏の訪れもう梅雨入りもまじかいかがでしたでしょうか 

５月更新を休みましたので、あれもあるこれもあると結局消化不良 積み残しの更新に。 

５月に我が家に届いた南極氷 手にした多くの人が、喜んでいろんな感想を。最近一番のわか屋の嬉しい非日常。 

相変わらずですが、毎日の近郊歩きの発見もまた楽し。 

◎ 掛け声だけの閉塞感が漂う最近の世相 日本だけが何か取り残され、日本の疲弊がスピードをあけてゆく。 

政治・経済そしてスポーツの世界ほかリ-ダーの理不尽な振る舞いが影を落とし、子供たちにも影を落とす。 

◎2018htm%20root/1805sinryokuA18.jpg
◎2018htm%20root/1806tp56.jpg
◎2018htm%20root/1806tp56.jpg


年寄りリーダーのリフレッシュ期待より早く中心から離脱せよと。 

馬耳東風のむなしさに何もできぬもどかしさと PC相手の生非産的な日々にうしろめたさも多少あり。 

でも愚痴は言うまい。愚痴は新聞のコラム氏にまかせて・・・。 

◎ ６月の初めを飾るクリンソウの花言葉は≪幸福を重ねる≫ アジサイの花言葉は色によって変わると聞くが、 

最近は≪団欒・謙虚≫が広まっているという。 この清楚で鮮やかな花に６月の希望を託したい。 

おりしもガンと闘っている仲間から、加療中なるも病巣が縮小・マーカーも良好 体調もよしとのメールが入る。 

新聞の「ガン治療法の目覚ましい進展」を仲間とだぶらせながら、食い入るように見ていますが、うれしい知らせ。 

◎ ５月末 仲間が属するカントリーミュージックのライブ演奏会 

元気いっぱいの「カントリー ロード」を聞くのも久しぶり。 

 

なにはともあれ今を元気に そんな気分が伝われば   

Happy Rainy Days Now !!  前向いて 我が道を行く 

 

いつもながら お付き合いいただき感謝いっぱい。  

有難うございます。  

良し悪しは別にして、何はともあれ、変革の時代  

若者たちに期待しつつ、 

また穏やかで平和な安定をのぞむ。  

気持ちは「いたりきたり」です。  

また、老化・病気など困難に直面している知人や仲間  

そして過酷な災害に見舞われた人たちへ。   

いつも 思いをはせています。  

「忘れまい 忘れないで 仲間がいることを」 

   

 

◎2018htm%20root/1806tp56.jpg
◎2018htm%20root/tyootsu02.jpg
◎2018htm%20root/06top08.jpg
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◆ 2018年  8月  from Kobe by Mutsu Nakanishi 

 

    

     

 

 



 

        

1. ひまわりの夏 2018 

今年も元気なひまわり達に出会うことができましたのでお届けします  

今年は 7月上旬の集中豪雨 そして その後の酷暑など幾多の試練をくぐり抜けたひまわりたち  

開花が遅れていましたが 試練をくぐり抜け、顔をまっすぐ太陽に向け、  

元気に林立するひまわり達に出会えました。 

【 ひまわりの夏2018  東播磨 小野のひまわりの丘 】 

 



【 ひまわりの夏2018 西播磨 古代たたらの山郷 佐用 徳久林崎のひまわり畑 】 

 

 



 2. 2018年夏 我が家の庭の朝顔 2018.8.5.   

 
夏の朝を爽やかにしてくれる朝顔 毎朝がたのしみに 

 
今年は 7月上旬の度重なる集中豪雨とその後の酷暑で 朝顔の開花も異変が起きていると聞きました  

我が家の朝顔もまだこれからですが、 酷暑の厳しいこの夏を涼よかに 



 

今年は酷暑と 7月上旬の豪雨で いつもより、成長が遅く 盛りはまだこれからと聞く。  

でも、 酷暑の朝に咲く朝顔 一日の初めの清涼剤 今日も一日元気にと 

3. ひまわりの夏 2018 平和な暮らしはみんなの願い  平和の叫びに耳を!! 平和を願って 決意も新たに!!   

.  毎年8月には 終戦・原爆・原発 そして 墓参 それぞれが生き様の記憶を次々と呼び起こし、  戦争と平和  

暮らしと家族 そして仲間にも思いをはせ、家族ともども健康でいられることを感謝しつつ、今を考える。 

◆ 安里有土君の詩（20136.23.発表当時小学 1年生.）   

   「へいわって すてきだね」  

◆ PDF Photo 原爆資料館 & オバマさんの折り鶴   

◆ 原爆資料館 映像展示資料 原爆を投下された広島   

◆ 日本人の心の故郷 縄文    

◆ PDF 縄文帰りの勧め ◆  

 一万年も平和で豊かな生活が続いた世界に類のない  

日本の「縄文」社会    

  そのエンジンは「他人を思いやる心」 

 北東北・北海道の縄文遺跡を ユネスコ世界遺産に 

◎2018htm%20root/1501heiwa.jpg
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1708photo.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1708.mp4
http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomongaerinew.pdf


&&&&&&&&   今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋  &&&&&&&&& 

 1.  【Photo Album & スライド動画】  梅雨の晴れ間 久しぶりに 東六甲を歩く 

     【1】 六甲山上  高山植物園 より六甲最高峰を経て 久しぶりに住吉谷を下る   2018.6.14. 

   【2】 東灘阪急岡本から尾根筋を 保久良神社・風吹岩・雨ケ峠を経て東おたふく山へ 2018.6.22 

 
尼崎と西宮の境を流れる武庫川 この土手から眺める東六甲 私にとっては小さい頃から朝夕慣れ親しんだ景色。  

東端に甲山。その後ろに東六甲の山々が連なり、六甲が一番美しく見える景色。  電車に乗ると毎度探す景色でもある。   

須磨に移り住んで、西六甲に登る機会が増えましたが、東六甲に行く機会もなく、イメージだけが頭に残っている。  

西六甲からは六甲稜線の山々の後遠くに 隠れるように東六甲の山々が遠望される。   

「長いこと東六甲の六甲最高峰や表六甲住吉谷 それに山裾だけが見えているお多福山・甲山にも登っていない。  

今はどのようになっているのだろうか?」と好奇の虫が騒ぐ。  

 

       

東六甲・住吉谷walk 標高断面図            東六甲 お多福山walk 標高断面図 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/walk15/1807higashirokko00.htm
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file:///E:/■◎2018年和鉄の道作成/2018和鉄の道作業1/▲全2018個々ファイル作業用/▲四季折々2018作成/◎2018htm%20root/1807rokkoB02.jpg
file:///E:/■◎2018年和鉄の道作成/2018和鉄の道作業1/▲全2018個々ファイル作業用/▲四季折々2018作成/◎2018htm%20root/1807otafukuyamaMap01.jpg
◎2018htm%20root/1807rokkoB02.jpg
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なお、この walkを整理している矢先に、西日本を襲った集中豪雨災害が発生。 あんなにすごい治山・治水工事が長年に渡り施さ

れてきた六甲 そして住吉谷・住吉川水系でも、完全には災害が防げないことを知りました。   

地球化環境変化に伴い これからますます猛威を振るうとされる自然・環境災害について、私にもいい勉強になりまた。 

     
 

【参考】    ■ 神戸新聞コラム「正平調」 2018.7.3.より 住吉谷・阪神大水害の記憶        

 

       ■ 六甲の川物語「住吉川物語」国土交通省 六甲砂防事務所  

 https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/rokko/study/sumiyoshi/sum-b.pdf 

 

  

https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/rokko/study/sumiyoshi/sum-b.pdf
https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/rokko/study/sumiyoshi/sum-b.pdf


*********  老齢の身には厳しい激動の時代 お互い笑顔で  ************  

 日々新た 今できることを精一杯 無理せずゆっくりと  

「まあええか 元気だして行こう」と励まして  心は行ったり来たりですが、好奇心さえあれば・・・ 

  

 

 参考   ジョージ・カーリンの名言 

          「 老いを楽しく生きるために 」 

   

「ストレスをためずに１００まで」と。 

なかなかむつかしい時代。それだけに心に響く 

■ 動 画（WMV動画に変換 

      “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" 

    ■ 紹介日本語訳全文 

 

★ ★  今月のhome page 更新記事   ★★ 

  

 

一万年も平和な生活が続いた日本の縄文をユネスコ世界遺産に 

 家族・仲間に思いを寄せつつ平和の願いもまたひとしお 

 平和で穏やかな暮らしが ひろく行き渡るよう 

 

日本人の心の故郷「縄文」を世界の人たちに知ってもらいたい 

一万年も平和で豊かな生活が続いた時代 

世界に類のない日本の「縄文」そのエンジンは「他人を思いやる心」 

  

  ◆ 縄文の心を映すスト-ン サークル  縄文がえりのすすめ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1501nenga15.jpg
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1208elder.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonslide.htm


 

 

 

 

 



◆  2018 年  10 月  2018 秋の到来 from Kobe by Mutsu Nakanishi 

10月 やっと青空が戻って 秋到来 どうか穏やかな秋になりますよう  

度重なる台風や集中豪雨に地震 いかがでしたでしょうか 仲間のことが気にかかっています 

実りを迎えた里の秋 うまい空気を胸一杯 吸い込んで 気分も新らた   

陽気なストリートジャスが神戸の街に流れ、 

子どもたちの運動会歓声が聞こえてきます   今日も一日 Good Day!!  

 

   



 

 戸外に飛び出して今年も 西神戸 & 西播磨 の 小さい秋 みぃ～つけた!! 

お互い 日々老いを感じる歳に でも ひるまず前向いて  お互い体調に気を付けて 無理せず元気に 

                             God be with You!!    2018.10月  秋到来  Mutsu Nakanishi 

1. 待ちかねた秋到来 今年も初秋の気ままな西神戸& 東播磨風来坊 

1. 1. 初秋 西神戸 みのりの田園地帯を彩る彼岸花 伊川谷 &  白川の郷で 

毎年初秋を告げる邑の畦の彼岸花 

度重なる気象異変が重なって、いつも出かける東播磨の田園地帯によう出かけませんでしたが、私の住む西神戸の田園地帯で

も黄金色の田の畦を飾る真っ赤な彼岸花の景色を見ることができました。 本当に不思議な花 今年は気象異変 目を凝らし

て「咲くにはもうちょっとかかるなぁ」 と畦を見ていたのですが、お彼岸がちかづくと何処もかしこも一気に花が咲く。 

毎日のきままな walkの中で、黄金色の田園の畦を飾る彼岸花を見ることができました。 

「京都に田舎あり」といいますが、「神戸にも田舎あり」。 落ち着いた初秋の田舎の邑歩きを楽しむことができました。 

また、 お世話になっている伊川谷の農家 清水さんの新米も届いて、これからは新米が毎日食べられる 

 



1.2. 初秋 東播磨 加古川市志方広尾集落から 福甸峠を超えて 小野市きすみ野を訪ねる  

       加古川西岸小野アルプスを挟み福甸峠の南北の丘に広がる山裾の田園地帯 

    コスモスの里 志方 コスモス満開の広尾の棚田 と きすみ野の棚田・そば畑 

台風が通り過ぎて、やっと青空が戻って、今日は快晴 こんな素晴らしい秋晴れの日はなし。加古川の土手へ原チャリ

を走らせた。毎年 10 月半ばコスモス畑満開の頃に出かける東播磨の田園地帯 黄金色に埋め尽くされた時にはどん

な景色になるのだろうか・・・・と今年はコスモスの時期に先立って出かけてました。 

また、加古川西岸の山裾はそばの栽培も盛んな地域 黄金色の棚田と一緒にそば畑を埋め尽くす白いそばの花にも出会

えました。私のとっておきの棚田が広がる峠道 日本の田舎の原風景「福甸峠」 ゆったりと秋の田園を眺める時間を

過ごせました 

   

 

. 3.. 東播磨 酒米の郷に秋を告げる風物詩 

加東町から三木市吉川の山田錦の郷 酒米の田の畦にはためく酒蔵の旗 東町木梨の郷ほかで 

   



 
酒米の王者は今もこの地域や兵庫県で栽培される「山田錦」 そんな山田錦栽培の中ででも 戦後からずっと灘の酒

蔵「剣菱」と一緒に継続して酒米「愛山」を栽培して守ってきたと聞く加東町木梨の郷への思い入れが強く、毎年秋

になるとこの加東町木梨の郷を目指す。芳醇な香りが持ち味の酒米「愛山」に人気が出て、他の酒蔵にも酒米「愛山」

を使う所がある。毎年東播磨の郷 秋の風物詩 畦を飾る酒蔵の旗。木梨の郷 黄金色の田の畦に剣菱の旗が翻るの

を今年も見に行ってきました。 

なお、酒蔵剣菱のこだわりは伝統の技法「純米生もと造り」の継承のためという。 

【参考】 東播磨の田園に初秋を訪ねる  酒米「山田錦」の里 加東・三木吉川 2015.9.11.    

http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/walk12/1510kakogawa00.htm 

         剣菱が守り抜いてきた酒米「愛山」の話を収録しています 

 

2. 妙法寺川が流れ下る谷筋 高取山西北麓にある「萩の寺・明光寺」を訪ねる  2018.9.27.  

 萩の花が美しいと聞いて 今日のwalk を萩の花見物に 須磨妙法寺 「萩の寺・明光寺」  

花一つ一つを眺めると意外にも本当に清楚で美しい びっくりです 

  

http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/walk12/1510kakogawa00.htm


 

 秋の七草 萩の花 

 

 



3. 神戸新聞に多可町千ヶ峰の山懐 岩座神集落の石垣棚田の写真が掲載 

神戸新聞に多可町千ヶ峰の山懐 岩座神集落の石垣棚田の写真が掲載された。 

千ケ峰をバックに集落全体に広がる岩座神集落の美しい棚だ。 

岩座神集落の棚田の形全体を収めた撮りたかった写真  

棚田の形を写真に収めたいと何度も郷の中を探した棚田の風景 

やっぱり ドローンからの撮影でした。 

今年は行けなかった彼岸花が畦を飾る岩座神棚田・多可町の田園景色が 

新聞で見られて嬉しいかぎり。 

 

 

ちょっと古いのですが、 2012年初秋に訪れて紹介した「東播磨 多可町 千ヶ峰・妙見山山麓の初秋 

 彼岸花が飾る田園の風景」の写真を添えてお知らせ 

■「彼岸花の里 播磨多可町」2012.10.15.   今年も千ヶ峰・妙見山の麓に彼岸花を訪ねました 

            http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1210taka00.htm 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1210taka00.htm


  4. 待ちかねたラグビーシーズン開幕  2018.8.31. 神戸ユニバー競技場で 

開幕を飾る力強いスクラムトライに 気分もスカッーと 今年の秋の楽しみです   

.   また、この9月 孫と遊ぶ機会多く、高校野球観戦にはまっている孫と秋季高校野球の観戦  

   そして、轟音を響かせて 頭上を舞い上がってゆく飛行機の見物にも こっちもすごい迫力でした 

    

  
 

&&&&&&&&   今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋  &&&&&&&&& 

 

   



  

今 注目を集める淡路島北部 津名丘陵 弥生時代後期から終末期 鉄器製造などの生産工房を有し、 

畿内ヤマトの交易拠点として、先駆けて畿内・ヤマトに先進的な鉄器文化持ち込み、 

日本の国造りに貢献したとみられる津名丘陵 舟木遺跡を中心とした山間地集落群が注目されている。 

 

 

  

 



  

  

山間地集落群の中心「舟木遺跡」が広がる小集落「淡路市舟木」集落の中心部の丘の頂上部には  

弥生時代から続く磐座舟木石上神社 舟木石神座があり、 今も境内は女人禁制が守られ、弥生時代から脈々と 

続く神事が集落で守られている。 

また、舟木遺跡はこの舟木石神神社を中心に周辺に広がり、海岸からはさほど遠くなく、淡路島東西の海を見晴 

らせる乗越の位置にあるこの丘の重要性が見て取れる。  



海岸部でなくこの丘の上に交易の拠点が置かれた所以であり、大和と朝鮮半島・大陸を結ぶ広域の拠点となりえた 

理由であり、また 淡路に大豪族が生まれなかった理由かもしれない。 

 

弥生の高地性集落というとすぐ、弥生の戦さと結びつけるが、海岸部必ずしも交通路に最適と言えないとの視点を 

おしえてくれた遺跡でもある  

この弥生後期 農耕に適さぬ津名丘陵の上に出現した生産工房を有する林間集落群 そしてその中心 舟木遺跡の 

発掘調査は始まったばかり。  

これからの調査がさらに進むに連れ、国生みの島 淡路島の実像が解き明かされるだろう。 

畿内への実用鉄器の流入と普及の謎も解けるに違いないと興味津々で眺めています。 

 

毎日 須磨側から明石海峡を挟んでながめる淡路島津名丘陵 一度ぜひ訪れたかった舟木遺跡の現地。 

遺跡の位置が私有地で、しかも場所の情報もあまりなく、行くことができずにいましたが、  

野島の海人の里を含め、現地を歩くことができました。  

また その中心に 今も女人禁制で守られている磐座があり、神事が継続して守られていることにもびっくり。  

まさに「国生みの島 淡路島」の象徴かもしれぬと感じています。 

なお 今回の資料掲載に合わせ、今までその時  々 断片的に掲載してきた「国生みの島 淡路島」関係の資料を  

整理して、リストにまとめました。  

「和鉄の道・Iron Road」 ならびに「国生みの島 淡路島」にご興味あれば、合わせて御覧ください。                          

■ 海人族と密接な鉄器加工・製塩などの生産工房を持つ淡路島山間地集落遺跡群の中心   

        【津名丘陵 舟木集落遺跡 弥生後期・終末期】現地探訪 2018.8.29.  

    http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/iron14/1809awajifunaki00.htm 

   

http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/iron14/1809awajifunaki00.htm


*********  老齢の身には厳しい激動の時代 お互い笑顔で  ************  

 日々新た 今できることを精一杯 無理せずゆっくりと  

「まあええか 元気だして行こう」と励まして  心は行ったり来たりですが、好奇心さえあれば・・・ 

  

 

 参考   ジョージ・カーリンの名言 

          「 老いを楽しく生きるために 」 

   

「ストレスをためずに１００まで」と。 

なかなかむつかしい時代。それだけに心に響く 

■ 動 画（WMV動画に変換 

      “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" 

    ■ 紹介日本語訳全文 

 

★ ★  今月のhome page 更新記事   ★★ 

 

一万年も平和な生活が続いた日本の縄文をユネスコ世界遺産に 

 家族・仲間に思いを寄せつつ平和の願いもまたひとしお 

 平和で穏やかな暮らしが ひろく行き渡るよう 

 

日本人の心の故郷「縄文」を世界の人たちに知ってもらいたい 

一万年も平和で豊かな生活が続いた時代 

世界に類のない日本の「縄文」そのエンジンは「他人を思いやる心」 

  

  ◆ 縄文の心を映すスト-ン サークル  縄文がえりのすすめ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1501nenga15.jpg
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1208elder.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonslide.htm


◆ 10 月  home page 更新後記 

 

  

10 月の始まり 秋到来    

度重なる台風や集中豪雨そして地震 とびっくりする災害発生に 仲間のことが気にかかっています   

いかがでしょうか  秋の青空が戻ってきた10 月 気分も新た 今日も一日 Good Day!!   

2 ヶ月ぶり やっとホームページの更新ができました。 とりたてて何もなく、毎日の健康walk で撮りためた 

例年の「初秋 神戸の秋便り」をお届けするのみに。お許しください。  

 

「国生みの島 淡路島」津名丘陵 

また、毎日明石海峡を挟んで眺める「国生みの島 淡路島」津名丘陵  

日本の国創り・日本の実用鉄器普及の謎を解き明かしてくれるとの期待が膨らむ弥生後期の淡路島山間地集落の 

拠点 津名丘陵の舟木遺跡 現地walk をやっと掲載できました。  

発掘はまだごく一部。でも 期待が膨らむ現地ルポです。  

また、その中心舟木石上神社には磐座が有り、境内は女人禁制が今も守られ、弥生からの神事が今に至るまで、 

ずっと守られてきたとを初めて知りました。  

弥生時代から続く重要な場所「舟木集落」 発掘調査はごく一部。まだこれからですが、日本の国造り・日本の 

実用鉄器の普及の謎を解き明かすと益々その期待を膨らませています。 

鉄を溶かす環境負荷の高い鉄鋼業の負荷軽減・廃棄物処理の取組 

新日鉄住金広畑製鉄所の見学会に参加させていただき、 真っ赤に焼けたスラブが圧延工程を経て 熱延 

コイルになるのを見学。 久しぶりに入った鉄鋼の工場内。  

真っ赤な鉄塊が走る工場内のにおい・空気 そして騒音までもがええなぁ・・・・・と。  
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コークスを燃やして鉄を溶かす環境負荷の高い鉄鋼業。最近は話題に上ることも少なくなりましたが、 

この広畑製鐵所では鉄ワイヤーとゴムとが混在して処理に手を焼いていたるところで放置されてきた自動車のゴム

タイヤを熱源・製鉄原料の一部として、処理していることを知りました。  

全発生量100 トン/年の内、約１２トン/年を細かく裁断してスクラップ・鉄粉などの製鉄原料と一緒に溶解炉に 

入れ、ゴムは熱源 鉄ワイヤーは鉄原料に。鉄とゴムの分離の難しいゴムタイヤの安定処理。  

鉄鋼業は地球温暖化の張本人のように言われてきましたが、 

負荷軽減・廃棄物処理に着々と実績を積んでいることに嬉しく、 

さらに鉄鋼頑張れ!!と 

 

 
 

 

 

 

 



◆ 2018年  12月  2018師走  from Kobe by Mutsu Nakanishi 

           異常気象・混乱の時代の中で迎える師走 

神戸では ルミナリエ・まばゆい希望の灯も ともりました 

Merry Christmas!!   クリスマス おめでとう 
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 3. ラグビーシーズン始まる  最近のラグビー・サッカーの変貌に学ぶ

ラグビ－ シーズンたけなわ。 

来年のワールドカップ開催を控え、大きな盛り上がり。とりわけ、ダン カーター選手が加入して一気にチームが変貌した「コベ

ルコ スティーラーズ」の活躍がめだつ。 日本ラグビ-変貌の発端は前回のワールドカップで 南アフリカに勝ったこと。 

体力差のある海外チームにはスクラムでは絶対かてず、スクラムから遠くはなれたバックスが走り勝つラグビーを目指す。  

それが日本のラクビーだと長年追い求めてきた日本。 それがどうだ。 

スクラムでは互角に渡り合い、倒されても倒されて もすぐ立ち上がり、相手に立ち向かってゆく最前線のフォワード バッ

クスも素早く球出しされたボールを持って、前へ前へ スピードラグビー。 タックルも相手に負けていない。  

.勇気と闘争心あふれるフォワ－ド・バックス一体となった展開ラグビー。  



これぞ日本があきらめていた本場のラグビーの姿と見える。  

緻密な強化分析と戦力・体力強化をはたした血のにじむ選手たちの努力の結実による勇気と闘争心あふれるラグビーだ。  

あきらめから現実へ 限界を越えた選手たち。 

体力・技術・戦略を実践習得した選手たちの自信が日本のラグビーを大きく変貌させた。  

本場ラクビーの実践者である外人トップクラスの加入と相まって、次々と日本の各チームがそのスタイルを変貌させ、 

ゴールへ立ち向かう闘争心あふれる姿になった。時を同じく サッカーも世代交代を果たした。  

「今の若手メンバーでは到底世界に対抗できない」とマスコミやスポーツ関係者がはやし立てたチーム。   

それが破竹の勢い。前チームにはみられなかった目を見張る「連携スビートと闘争心」がそこにある。  

まさに先人たちが言う「やってみなはれ!!」「やらしてみなはれ!!」  

高齢化が進む日本社会にただよう閉塞感。 そこには スポーツ界のみならず、政治・教育・企業に蔓延するリーダーたちの

老害。 かつての栄光・成功体験を盾に「おれでなければ・・・・・・」   

いまこそ 「やってみなはれ!!」と静かにリタイヤ願いたい。  

おりしも、「平成」の時代の終焉 世界と立ち向かう新しい時代は若者たちの手で。  

高齢者も新しい処し方 役割を担わなければ・・・・・  人生100年 Happy Daysを手中に  

また 勝手なぶつぶつ  でも ラグビー スタンドにすわると ふつふつと勇気が湧いてくる。  

色々ありますが、元気に過ごしています。  

 4. 気になった Iron Roadの話 最近の新聞や TVより  

 ◎  またまた北東北・北海道の縄文遺跡群の世界遺産2020年登録申請見送り次回にと。  

 やっぱりと。今回は答申するとの政府決定が報じられた時にも ほんとかいな どうせまた・・・・・と。  

 沖縄の遺跡を申請するらしい。本当に安倍政権の姿勢がよく見える。 世界遺産も政治の具に。  

 今の風潮そのものが垣間見える。.  

◎ 有田の赤絵と電線の絶縁碍子  

  先日ブラタモリを何気なく見ていたら、柿右衛門窯の赤絵の話。  

 世界をびっくりさせた有田の赤絵の絵具は 10年毎日毎日水を変えながら 鉄をゆっくり酸化させ、純粋で超微粒の 

弁柄に仕上げたものという。これでないと 赤絵の赤のグラデーションは出せないという。  

 有田へは何度も訪ねましたが、初めて知る赤絵の秘密にびっくり。  

. また、送電線の絶縁碍子 これも有田が発祥で、有田の香蘭社・深川陶器は碍子のトップメーカーだという。  

 有田の美術陶磁器は絶縁碍子製造の安定収益なしでは支えられなかったと。これにも びっくりしました。 

5.晩秋 秋景色  

須磨の秋【1】 横尾山腹を真っ白に染める兵庫県花「のじぎく」2018 

 

異常気象で紅葉の色好きが悪い本年の秋。須磨アルプス横尾尾山の北山腹の丘一面を真っ白にして兵庫の県花「野路菊」

の花が咲きました。一本の茎から四方に手を伸ばして沢山の白い小さな花をつけ、栽培地一面を真っ白に。  



雑種はどこにでも見かけられるありふれた花ですが、丘一面を真っ白に染めるとなるとなかなか見られぬ秋景色。  

兵庫ではかつてごく普通にみられたこともあって、兵庫県の花となり、六甲山系が自生地の東限で東日本にはない。   

「真実」の花言葉を持つ山端や川縁や里でそっと咲いている地味な花。   

  深まり行く秋に 群生して咲き誇る純白の菊の帯 今年は格別。 この野路菊が咲くのを待ちかねたように 

2 人の仲間が旅立っていった。 仕事一筋、病魔と闘いながらも 自分の道を貫き通した仲間でした。  

野路菊の丘にのぼって、 旅行く仲間を思い浮かべつつ小一時間、惜別の歌を口ずさんで見送りました。  

本当に残念ですが、仲間の分まで 動ける限り元気に前向いてと。 

須磨の秋【2】秋 茜色に染まる夕日 

秋の夕暮れはつるべ落とし。  

茜色に染まり刻々と変化する夕日を眺めなが

らの walkは毎日の楽しみ。。 

夕暮れに合わせて、横尾道から旗振り山 への

散策の途中、この夕暮れをデジカメに収めよ

うとするのですが、 かなかうまくゆかず。   

10月半ば、横尾道の丘の上から、やっと 1枚

茜色の空をバックに播磨灘に浮かぶ家島群島

に沈む夕日が撮れました  

この秋一番の自慢の一枚です。  

 

山口美祢市の単身赴任時代 夕日の美しい長

門海岸土井が浜から日本海に沈む夕日を寒さ

に震えながら何度も挑戦したこともありまし

たが、 刻々変化する秋の夕暮れの風景 あき

ない秋の景色です。 バンザ－イ 一人喜んでいます。 

 その後も何度か挑戦するのですが、うまくゆかず。瓢箪から駒の一枚です 

 

6. home page Link をしてもらっている 岡部陽二さんの新著紹介 

<岡部陽二さんの新著(Kindle 電子書籍)>   

「国際金融人・岡部陽二の軌跡～好奇心に生きる」  

  平成30 年度の「東証ペンクラブ文化賞」受賞  

          < 書の紹介にかえて > 

    ◆ 毎日新聞「人模様」2018.11.15 

◆ 自分史を書くに至って By Y. Okabe 

◆ 岡部陽二さんのホームページ 

◆ AMAZON 本・書籍 

 

 7. 詐欺まがいのインタ-ネット光回線変更手続き商法にご留意を  

   絶対ひっかからないと思っていたインターネット・電話勧誘。  

       ついつい言葉に乗せられて、引っかかってしまいました。  

       今すごい勢いで進められている光回線借り受け業者の光回線変更手続き変更勧誘にご注意ください。   

  伏線にあったのはAU がインターネットの個人ホームページサービスをやめてしまい、AU ftp サーバーがなくなって、  

  個人home page 運営が出来なくなっているとの相談を受けて、いろいろ調べてびっくりした矢先の出来事。  

  NTT も個人のインターネットサービスを業者に委託する作業なんだと思い込んだのが間違いでした。  

  インターネットのNTT のhome page を開いて電話を聞きながらの契約変更対応。  

https://mainichi.jp/articles/20181115/dde/014/070/014000c
http://www.y-okabe.org/active/post_378.html
http://www.y-okabe.org/
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=node%3D2275256051&field-keywords=%E3%80%8C%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BA%BA%E3%83%BB%E5%B2%A1%E9%83%A8%E9%99%BD%E4%BA%8C%E3%81%AE%E8%BB%8C%E8%B7%A1%EF%BD%9E%E5%A5%BD%E5%A5%87%E5%BF%83%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%8D


すすむにつれ、 どうもおかしいとおもいつつ、Ntthome page での作業が続く。  

  「こんなこと電話でやるべきことでない。Ntt は文書をよこすべきや」と言いつつも、「NTT との共同作業  手紙を送ってあ 

るが、勝手にやれないので、返事のない人に電話して作業を進めたい」の言葉についつい乗せられた。  

  ついに最後まで行って、最後に相手が「この契約は3 年しばり。契約解除は違約金。次からはXXX net から請求書が行 

く」と言い出した。 これは「やられた」とハッと気が付いたが後の祭。 

電話の相手方では拉致あかず、これはNtt ならびに新しいXXx net と交渉せねばと。 

  元のNtt 月々の請求書を頼りにNtt カスタマーセンターやXXnet のカスタマーセンターへ、すぐ解除対応の相談電話。 

たらいまわし等  々30 分以上 らちが明かない。 ただ。Ntt との契約が残っていて、切替が完了していないこと確認。 

まだ 元の契約が残っていたことで なんとか契約破棄が出来ました。 すぐに動いたのが、正解でした。 

カスタマーセンタ－では「どうにもできず、お客様からそんな声があったというのが、最初の回答」  

やっと Ntt で勝手に契約を戻せないが、新しい契約の変更手続きの無効にはできるとの知恵がポロッとでた。 

これで、仮契約させられた相手業者は変更手続きが進められず、契約消滅すると。粘り勝ち。 

どうも いくつもそんな事例があるようだ。それで 今まで通りの契約続行に戻せました。  

 

  それにしても 「Ntt のホームページを使い、Ntt との共同作業」の言葉にまんまと乗せられてしまいました。 。  

  つい口車に乗って、 インターネットや電話で契約変更しないことです。いい勉強になりました。   

  Ntt のホームページには 今回の業者も含め、200 社以上の請負業者が登録掲載されている。 

そして、ホームページの別の項目には「インターネットや電話で契約変更をしないように」と小さく書かれてもいる。 

Ntt はトラブルが色々発生していること100 も承知。どっちに転んでもNtt は免責のスタイルだ。  

  サイバ-ビジネスの詐欺まがいビジネスはスマホだけでなし。 本当にご注意ください。 

 まあ ええ業者もあるのでしょうが・・・・・  

  運転免許の更新での認知症検査で記憶力減退が明白になり、今度は判断力まで……  

  強がりばかりも言っておれない。 どないしてきたえなおしたらよいのか・・・・・・。  

とにかく この現実を受け入れなければ・・・・・と。 ご用心ください。 

 

&&&&&&&&   今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋  &&&&&&&&&  

   

  

湖岸沿いに広がる長浜市。湖岸の長浜に、伊吹山のたたらの関連地金太郎

の伝承がある。伊吹山と湖岸の長浜は近いのか? ピンとこない。 

 私の頭では 長浜は米原の北。伊吹山は米原の東で、湖岸からは離れてい

ると。でも、今回しっかり地図を眺めて わかりました。 

    長浜市の東の境界は臥竜山の丘が南北に走り、その丘の後ろに伊吹山がそ 

びえる米原市伊吹の里がある。 

    湖岸の長浜の街の背後に、南北に長く臥竜山の丘が寝そべり、その後ろに 



伊吹山がそびえる伊吹の里だと初めて理解できました。 

長浜の街からは伊吹山の山体は見えないが、いつも頭をのぞかせ、長浜と伊吹の里は昔も今も密接につながっていると 

初めて理解。そして、長浜と米原市の伊吹の里との間に寝そべる臥竜山の山裾 長浜市の南部 旧坂田郡長浜市西黒田 

地区が桃太郎の伝承地。そして 古代この伊吹山を背に北陸から湖北全体に勢力を誇ったのが、古代鉄の豪族息長氏。 

    金太郎はこの息長氏一族の鍛冶屋の子として生まれ、周囲の丘を遊び場にして たくましく育ったという。 

  やっと金太郎伝承地とたたらの郷 伊吹山の関係が呑み込めました。 

1. 伊吹山の山懐 伊吹の里の秋景色  

 

2. 臥竜山が寝そべる山裾  桃太郎の伝承地 長浜市西黒田の里の秋景色  

 
3. 桃太郎の伝承地長浜市西黒田の里から眺める 臥竜山 & 伊吹山遠望の秋景色 

 



 

 

【2018 秋 photo Album】 2018 西神戸・須磨界隈  10 月 深まり行く秋点描  

小さな秋 みぃ～つけたぁ気ままな須磨・東播磨の walk 2018.11.3. 

【2018 秋 photo Album】 京都八瀬の真っ赤に染まった紅葉のトンネル 2018.11.29.  

 



 

 

 

*********  老齢の身には厳しい激動の時代 お互い笑顔で  ************  

 日々新た 今できることを精一杯 無理せずゆっくりと  

「まあ ええか 元気だして行こう」と励まして  心は行ったり来たりですが、好奇心さえあれば・・・ 

 

 

   



 

 参考   ジョージ・カーリンの名言 

          「 老いを楽しく生きるために 」 

   

「ストレスをためずに１００まで」と。 

なかなかむつかしい時代。それだけに心に響く 

■ 動 画（WMV動画に変換 

      “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" 

    ■ 紹介日本語訳全文 

 

 

★ ★  今月のhome page 更新記事   ★★ 

 

 
 

 

一万年も平和な生活が続いた日本の縄文をユネスコ世界遺産に 

 家族・仲間に思いを寄せつつ平和の願いもまたひとしお 

 平和で穏やかな暮らしが ひろく行き渡るよう 

 

日本人の心の故郷「縄文」を世界の人たちに知ってもらいたい 

一万年も平和で豊かな生活が続いた時代 

世界に類のない日本の「縄文」そのエンジンは「他人を思いやる心」 

  

  ◆ 縄文の心を映すスト-ン サークル  縄文がえりのすすめ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1501nenga15.jpg
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1208elder.pdf
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◆ 12 月  home page 更新後記 

 

 

   

  



■■ 神戸で 思いつくまま  From Kobe 22001188  

  

  

「ストレスをためずに１００まで」  

なかなかむつかしい時代。 

それだけに心に響く。 

■ 動 画（WMV動画に変換 

 “Philosophy_For_ Old_Age.pps"  

.  

また、病気や老齢と闘っている仲間のことがいつも頭の中にあります。  

ただ 思いをはせることしかできませんが、 笑顔での復帰を願って エールを送っています。 

仲間がいる 仲間の元気を活力に!! お互い 無理せず元気に前向いて  

今日も一日 Good Day!  まだ好奇心もある 我が身の健康に感謝しつつ、また 一年  

 互いスクラム組んで 前むいて 老いを笑顔で 

  

2019. 3 5.  

ホームページ更新時 ホームページ更新の紹介とともに、頭にあることや情報を 

記憶にとどめておくため、私のメモ代わりに 掲載してきましたが、 

何か年とともに時代の流れから取り残されている疎外感・・・・・ 

でも 愚痴はいうまいと。  

頭にあるのは「平和」・「穏やかな暮らし」そして、高度情報化社会の危うさ等々 

毎度 同じことの繰り返しばかりかもしれません。 

歳とともに 頭は回らず、 

行動半径も小さくなってきましたが、 

年寄りにも まだまだやれることあると。 

 

思いは いたり きたりですが、 

今を笑顔で 前向いて  

God Be with you!!  と 我が道を行く 

 

 

 

        by  Mutsu  Nakanishi  

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv


■ 神戸で 思いつくまま  From Kobe 【17】  2018  kobe2018.pdf 

 

【From Kobe 2018 年賀 年の初めに 】               fkobe1801nenga.pdf 

  迎春 新しい年を迎えて 思いも新た  

◆ おもしろセミナ−高齢期の幸せづくり 家森幸男先生講演 より  

     【和食で作る若い血管維持 + 1 日 8000 歩 軽い汗かき 30 分の健康 Walk で作る健康長寿力】  

   ◆ ジョージ・カーリンの名言 「老いを楽しく生きるために」   

【From Kobe 2 月 如月 春迎え  】                       fkobe1802.pdf 

2 月如月 春迎え 「福は内 鬼も内」 春はもうそこまで  

◆ 2018 年節分に 仲間としての鬼に思う 再録  

◆ 資料 和鉄の道 鬼に関する掲載記事の再整理 2018.2.3.修正追記  

         A. 神戸の鬼 関西での伝承  

B. 日本各地 鬼伝説 和鉄の道・Iron Road 掲載リスト 整理 

【From Kobe 弥生３月 神戸の春 】                        fkobe1803.pdf 

    弥生 3 月 うれしい神戸の春到来  身も心もリフレッシュ 元気だしてゆこう !!  

◆ 私見 新幹線のぞみ 台車枠重大インシデント事故に思う 2018.3.1.  

【From Kobe 神戸 春爛漫の 4 月 神戸便り 】                               fkobe1804.pdf 

    野山も里も草木萌え 生命観あふれるうれしい季節に  新生の息吹に満ち満ちて、気分も新た  

  1.  春 小さな幸せ探し 毎日の 8000-歩 Walk で  

       2.  桂 枝雀さんの落語「いたりきたり」 

【From Kobe 6 月 梅雨入り目前の神戸便り 】                              fkobe1806.pdf 

    6 月 June Bright を楽しく 梅雨入り目前の神戸便り  

   Happy A Rainy Days Now !!   愚痴はいうまい 今を元気に今を 前向いて  

 1. 南極の氷が我が家にやってきた!!   毎日の暮らしの中の非日常   

2. 最近の新聞コラムから閉塞感漂う日本 疲弊が目に見えて   

            現政権 政治のレベルの低さは目を覆うばかり もう 飽き飽き  

でも愚痴はいうまい  身の置きどころなく毎日のニュースに染まりゆく自分にも カツ !!                                                                                                                                                 

【From Kobe 8 月 ひまわりの夏 神戸便り 】                              fkobe1808.pdf    

  経験したことのない酷暑に 危険予知感度をあげた判断行動を  

    度重なる災害に見舞われた人たちへ 一日も早く立ち上がられますよう 応援しています  

       1. ひまわりの夏 2018     

 2. 厳しい夏の清涼剤 2018 年夏 我が家の庭の朝顔   

     3. 8 月 穏やかな暮らし 平和のこと  

       4. 8 月 home page 更新 おもいつくまま   

          ◎ 運転免許更新の認知検査(講習)のこと  ◎ 激烈化する地球環境変化に身を守る術は? 

【From Kobe 10 月 待ちかねた秋到来】                                   fkobe1810.pdf 

10 月 やっと青空が戻って秋到来 うまい空気を胸一杯 吸い込んで 気分も新らた  

      1. 本庶佑さん ノーベル賞受賞 おめでとう  

       2. 環境負荷の高い鉄鋼の今 そこから見えたこと 自動車廃タイヤの資源化 

【From Kobe 12 月 師走 Merry Chrismas!!】                             fkobe1812.pdf 

    Merry Chrismas!  神戸では希望の光 ルミナリエ  

    クリスマスおめでとう  ルミナリエの光の環に平和な暮らしを託して  

      ◆ 日本の行く先がおもいやられる師走 イノベーションの時代へ舵を切れ!! 

数が頼りの薄っぺらな社会からの脱出へ 若者たちへの思いが募る  

            こんな思いを代弁して、神戸新聞 内橋克人氏ほかの評論にも  

                   ■内橋克人 神戸新聞指針 21「安倍外交の実相」  

                    ■神戸新聞 書籍紹介 本谷有希子新著「静かに ねえ 静かに、」  

                         空虚な言葉が氾濫する社会 今を感じる違和感を作品に 

 

 



【From Kobe 年賀 年の初めに 】 迎春 新しい年を迎えて 思いも新た  

 
●収録    

◆ おもしろセミナ−高齢期の幸せづくり 家森幸男先生講演 より  

【和食で作る若い血管維持+1 日8000 歩 軽い汗かき 30 分の健康 Walk で作る健康長寿力】  

◆ ジョージ・カーリンの名言 「老いを楽しく生きるために」  

 

 

 頭をよぎるのは、「平和」・「穏やかな  

  暮らし」のこと  幸福感が遠のいてゆく  

  現実がひたひたと。   

  傲慢・独りよがりで、アメリカ追従の仲 

間政治続く日本。  

技術立国日本がもろくも崩れ行く中で、  

日本が国際社会から取り残されてゆく。  

 

● 平和憲法は日本の柱 平和憲法を守りぬく。  

● 日本の縄文を世界遺産に  一万年もの長きに平和な暮らしがつづいた日本の縄文を 知ってほしい。 

前向いて 平和の叫びを訴え続けたいと。 

また、老化・介護・病気など困難に直面している知人や仲間  そして、過酷な災害に見舞われた人たち。  

いつも 思いをはせています。  「 

忘れまい 忘れないで 仲間がいることを」 

 

好奇心はある  仲間が頼りですが、お互い「前向いて」 今できることを精一杯  

毎度ぶつぶつ、今年最後の更新には ぶつぶつなしの何か話がないかと・・・・・ 

先月 聴いた長寿力の話・落語の話が今の自分に合って、気に入っている。採録ご紹介   

「北風小僧は まだこれから ご留意ください。」 

もう常套句に God be with You!!    God と仲間にでもなった気分で   2018.1.1.    

                            from  Kobe Mutsu Nakanishi  
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新しい年の始まり 頭も回らず、更新もままならぬようになってきましたが、 足の向くまま、気の向くままの

勝手な風来坊記録。 引き続き 本年もよろしくお願いします。  

毎年お送りしている和鉄の和鉄の故郷 久し振りに訪ねた「鉄」の名のつく播州赤穂の山「黒鉄山」から眺めた

千種 川河口赤穂の街遠望も考えたのですが、 毎日明石海峡越しに眺める淡路島・津名丘陵に。  

娘が編んでくれた今年の干支「戌」を添えました。 

     
左: 娘 美和作のワンちゃん 中央: 喜久子作 リバティのワンちゃん45匹 右 : 若冲作 百犬図 

戌年の始まり  我が家の犬たちも勢ぞろい 

 

 

 2017.12.9. 神鋼-近鉄戦 ユニバ－総合競技場で 

久しぶりに孫を連れて、 ラグビー観戦。 密集の中へ飛び込んでゆく あの闘志には感動 

スカッと エネルギーをもらって  まだまだ元気と奮い立つ。 

 

2018.1.17.  神戸・淡路震災記念日を忘れずに  

    ルミナリエの灯に はつと気が付く 共に生きるありがたさ 心新たに 
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「神戸が一つになれた希望の灯 これは忘れまい」 

神戸淡路大震災から23 年 震災を経験していない若者が増え、震災のことが街の話題に登る 

こともめっきり少なくなってきましたが、でも、真っ暗な中にルミナリエの光の灯が灯った時の

感動は忘れない。この神戸の光の灯を灯し続け、震災の記憶とともに語りつなぎたい 

      「時空を超えて 鎮魂から未来へ 共に生きる喜びをつなぐ灯」へ  

      ２０１7．１２月 ルミナリエの光の環に平和な暮らしを託して  

                    by Mutsu Nakanishi 

 

激動の時代を生きねばならぬ今 地球環境の変化がもたらす巨大災害追い打ちをかけて、わが身に迫りくる。 

今こそ この神戸の光の灯をいつまでも灯し続け、震災の記憶とともに   

困難を超えて生き抜く知恵「時空を超えて 共に生きる喜び」を語りつなぎたい。 

 



■ 老いを元気に 高齢期の幸せづくり 2017.11.11. 名谷パティオ大ホール  

    カスピ海ヨ－グルトの家森幸雄先生の健康講話 & 桂福丸さんの健康落語? 

    
    ● 健康ひょうご21 県民運動 「食事はバランス ごはん 大豆と減塩で元気な兵庫」  

    ● 落語の効用 「落語を聞きながら３０分笑うと1 日１万歩の健康運動ですよ」  

 

近くの名谷のパティオを歩いていて、老人施設法人が主催する健康講演会のポスターを見つけた。 

もう7年を越えて毎回参加するパルモア寄席の大阪落語の中堅 桂福丸さんの名前が大きく掲示されている。  

高齢者向けの集まり。カスピ海ヨーグルトで有名な家森幸男先生の長寿の秘密の講演の後、１時間を越える落語と 

書かれている。 

「年寄りに長い話 あかんで・・・まくらをどないするのやろか?」との興味と 毎日ヨーグルトを飲んで、 

健康walk に精を出していることもあり、ヨーグルトの家森先生の話もちょっとは興味あり。 

そんなこともあって出かけました。 

 

軽妙なトークと実践的な長寿の体を作る話で最後まで面白く、これなら今と変わらぬなぁ…と。 

要は高齢者の敵 生活習慣病・成人病〈心臓・脳出血・肝臓・腎臓等々〉を予防・防止で長寿達成。そのため、肥満を

防止し、血液サラサラの食事と大いに笑って ちょっと歩けばよいと。  

減塩と豆腐・青魚 飯は腹八分目 ヨーグルト飲んで あとは笑ってちょっと歩く  

これルンルンで できたら、そらストレスもたまらんよなぁ・・・と.  

「そんな話 もうとっくに知ってるよ」と言われそうですが、 

実に新鮮で 分かりやすい老齢者の長寿の秘訣。話そのものが愉快で ちょっと寿命が延びたと。 

年寄り相手の福丸さんにも興味津々でしたが、さすがプロ。年寄り引き込んで笑わしっぱなしでした。 

最近の充実ぶりは目を見張る。そっちもうれしい会。 年寄りの会も敬遠せずに出かけるとこんなこともあると。 

 

   おもしろセミナ－ 高齢期の幸せづくり   2017.11.11. 名谷パティオ大ホール 

  家森幸男先生講演 「食で作る長寿力」要旨 &  桂福丸さんの長寿力増す落語  

「まごはやさしいよ」ということばを御存知でしょうか?  

    ま→豆（大豆） ご→胡麻 は→わかめなど海藻類 や→野菜 さ→魚 し→しいたけなどきのこ類   

    い→芋類 よ→ヨーグルト」の初めの文字をとったもので、健康長寿の食べ物だと。  

 

長寿のためには 脳卒中や心筋梗塞なの血管の病気を予防することが重要で、コメを主食として、コレステロー

ルを下げて、肥満を防止しつつ、上記の健康長寿の食べものを意識して採ることが大切だという。 

● 脳卒中は 塩分の過剰摂取で発病危険が早くなるが、 塩の害を打消す蛋白質、ミネラル、食物繊維を 

とれば、予防することができる。 そんな食べ物が健康長寿の食べ物だと話された。 
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● 心筋梗塞 また、血管の病気で、脳卒中よりも早く起こってくる病気が心筋梗塞。  

日本人女性は世界の先進国の中で 最も心筋梗塞の発生率が低く、フランスがそれに次ぐ。  

.調べてみると、コレステロール値と一番関係しているが、コレステロールだけが悪いだけではなく、 

それを打ち消すような因子をどれだけ摂っているかということも大切だと判明。  

コレステロール値が高くても 抗酸化栄養素である「赤ワイン、野菜・果物をしっかり摂っていること」

が心筋梗塞になりにくくする。 

和食の中心食材「大豆と魚を採るのが一番」だと判ったという。  

世界中の国々を調査、研究した結果、上記の食品がいかに人間の健康・長寿に大切かが証明されたと具体的な 

検証例を示しながら、 「肥満防止や生活習慣病や心筋梗塞防止には 健康長寿の食べものを意識して採る」 

ことだと明るく、かつ明快に長寿の秘訣を話された。  

● また、家森幸雄先生といえば、「カスピ海ヨーグルト」 

そのねばねば成分 粘性多糖体が、免疫細胞からの、インターフェロンの分泌を促進するのではないか？ 

と言われ、ガンの予防にも有効と。 

それで、健康長寿の食べ物「まごはやさしいよ」と「よ・ヨ－グルト」も付け加えたのだと。 

● 長寿にはさらに歳をとっても、軽く汗ばむぐらいの適度な運動を心がけることを奨める。 

「歳をとっても 健康長寿の食べものを意識して採り、軽く汗ばむぐらいの運動をこころがける」 

  

 長寿の秘訣と次の｛長寿のための６ヵ条｝ 

第1 条 魚や肉をバランスよく、(しかも内臓まで食べる)  

第2 条 大豆などの豆類やナッツ類を摂る  

第3 条 野菜、くだものをたっぷり食べ、海草も利用する  

第4 条 乳製品を積極的に摂る  

第5 条 動物性脂肪は摂り過ぎない  

第6 条 過剰な塩分は寿命を縮める  

以上 お聞きした話をベースにインターネットに掲載されている講話要旨を取り込み整理しました。 

講演の後 いよいよ福丸さんの高座。 

  福丸さんの長寿講話の落語 

「落語で３０分笑うと 1 日１万歩の健康運動 その方が楽しいよ」と落語の効用 

家森先生の長寿講話を受けて「落語で３０分笑うと 1 日１万歩の健康運動 その方が楽しいよ」と 

落語の効用をまくらに 次から次へと聞き手を巻き込みながら、小噺とダジャレ噺の 10 数連発。 

その構成が実に楽しかった。 

落ちの意外性に思わず引き込まれ、次から次へと笑いが続き、会場が和んでゆく。 

そして、笑いの絶えぬ中で「時うどん」の一席へ。こんな落語の入りもある。うれしい福丸さんの一席。  

 

.固い講演会ポスターの案内とはうらはら、家森先生・福丸っ製のうれしい健康実践術が聞けた会でした。  

老化が気になる歳になりましたが、これやったら今となんとか・・・・・と。 

  毎日の健康walk といっしょに次の落語会もたのしみ 

 

「笑う門には福来る」 この寒い冬 湯豆腐一生懸命食べて ヨーグルト飲んで、 

この一年を乗り切りましょう。 

     2017.11.home page に掲載分を修正再録  2018.1.1. Mutsu Nakanishi 
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● 参考 ジョージ・カーリンの名言  「老いを楽しく生きるために」 

 

■ 動 画（WMV 動画に変換  “ Philosophy_For_ Old_Age.pps"  

   ■ 紹介日本語訳全文 

 

老齢にさしかかった私たち世代には含蓄のある心に響くメッセージが 綺麗な画像と BGM を 

バックにスライド動画（pps 動画）に編集されていて、すっかり気に入りました。 

皆様にも見ていただきたくて WMV 動画に変換して掲載しました。 

何分英語なので訳文がないか インターネットで探したら、 

このスライド動画に沿った日本語訳がありましたので、整理してあわせてお送りします。 
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【From Kobe 2月 如月 春迎え  】 2月如月 春迎え 「福は内 鬼も内」 

   

 

 

 
今年もまた、風邪が長引いて咳が止まらず、大変でしたがやっと元気に。  

新春早  々 度重なる寒波襲来に2月になりましたが、早春を告げる花の蕾もまだ固い。  

でも グランドでは寒さを吹き飛ばして、子供たちの歓声  

節分の鬼たちも元気に鬼踊り「副は内 鬼も内」  

仲間からは 次々とうれしい春の誘いが舞い込んで、 

待ち遠しい春もすぐそこまで  

 

老齢の身には厳しい激動の時代 心は行ったり来たり 

家族や仲間が頼りですが、まだまだ元気 好奇心もある  

 「まあええか 元気だして行こう」と励まして   

今できることを精一杯  日々新た   

寒さに負けないで 無理せずゆっくりと  

  

 2018.2.5. Mutsu Nakanishi  

2月如月 春迎え 

寒さを吹っ飛ばして 子供たちの歓声が響き渡る 

春はもうすぐそこまで 厳しい寒さに負けないで元気に  

 

中西睦夫
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from Kobe 2010 & 2014.に2018.の節分の from kobeを 追記整理 

2018年節分に 再録 仲間としての鬼に思う  

｢仲間としての鬼 - 鬼にされた製鉄集団 -｣   2018.2.3.   by Mutsu Nakanishi  

         「鬼は外 副は内」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 

鬼に抱く日本人の心情・日本の縄文が育てた心のやさしさでは・・・・ 

一万年も平和で豊かな生活が続いた時代 世界に類のない日本の「縄文」そのエンジンは「他人を思いやる心」 

「鬼は外 福は内」と言いながらも、愛すべき鬼たちに寄せる心情が各地の鬼伝承・新春・節分の集落挙げての 

追儺式・鬼踊りとして、現在まで延々と続いている。 

これこそが日本人の心の故郷として縄文が育んだ人類が生き延びてきた本能財産「心のやさしさ・他人を思いやる心」 

である。 激変する国際社会の中で振り回され、核戦争の脅威に平和が脅かされる今 1万年もの長きにわたって、 

平和な永続社会を築いた縄文 そして愛すべき鬼たちの心情を考えてもよいのではないかと思っている。 

積極的平和主義などというわけのわからぬ造語でまくしたてる人たちからは「なまっちろい 理想論」と言われようが

よっぼと現実的で事実の積み重ねなのである。 

遠い昔の縄文や鬼たちの姿にまで さかのぼらなくても幾つも事実がある。 

  ● 戦後日本が繁栄して今に至っているこの時代 戦争がない平和がもたらしたもの 

  ● 今 介護の世界で 相手の目を見つめ、優しい笑顔で語りかけ、ハグすることが 

認知症・脳細胞の活性・再生にきわめて有効であることが実践を通じて証明されつつある。 

何度も取りあげた記事の再録で、home pageにも掲載したのですが、 

この節分の時期に 鬼にされた仲間の鬼への共感に日本の縄文を重ね合わせ、 

日本の各地に残る仲間の鬼について、ほんの一部ですが紹介します。 

 

たたら衆や山で働く金属採掘集団などが日本各地の鬼伝承のベースとして幾つも残っていて、和鉄の道を訪ねた時に、

何度も「鬼」ゆかりの地に出会ったこともあって、節分・2月が近づくといつも日本の「鬼」が気にかかる。 

古来から、日本では 人に災いをもたらす目に見えぬ隠れた者を『鬼・隠オニ』と呼んできた。 

でも 災いをもたらす者とは立場・集団の思いによって数々の『鬼・隠オニ』が作られてきた。特に施政者・支配者と

民衆との思いには大きな差があり、鬼に寄せる心情も大きく異なり、民衆の思いが記録の残らぬ仲間の鬼伝承として広

く各地で受け継がれてきた。 

いろんな鬼をざっと整理すると 次のような鬼の系譜が見える。 

   ◎ 本来の鬼  人に災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 神や仏に出会って改心し、神や仏の従者となって、神や仏の代わりに働く鬼もいる 

   ◎ 奉ろわぬものとして 施政者・統治者によって鬼にされた鬼 

   ◎ 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 日本各地に数多くの鬼が生まれた。 

私はこんな中で「里人の中に生まれた仲間の鬼」が好き。 鬼とされたたたら衆の鬼伝承の多くもそんな鬼である。 

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、 

幾多の積み重ねではあろうが、人類の人類たるゆえん本能的な「他人を思いやる心」に発し、 

縄文人が育んだ「心の深さ」にルーツがあると思っている。 

( 縄文が日本人の心の故郷と言われ、 また、1万年の長きにわたる永続社会を築いた日本の縄文のベースであろう 

また 一方 弥生人が我々日本人のルーツと思い込む人たちによって 縄文人も「鬼」にされた誤りもある。) 

 最近では「戦さを知らぬ縄文人」「心優しき縄文人」「日本人の心の奥深さ・多様なこころ縄文」などと耳にする機会

も多くなった。ぜひ、この鬼への心情のベースが日本の縄文の中にあり、世界に誇る「縄文」が世界遺産に登録され

ることを願っている。 
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ふっと現実に立ち返って今を眺めてみる。 

最近激烈な競争の中で、自分さえよければ・・・・と「鬼」を作り、排除してゆく構図が益々激しくなっていると感じること

が多い。数の多さに傘を着た傲慢・仲間政治 どこか「鬼づくり」に似ていませんか・・・・・・ 

いじめの構図の中にも 仲間の鬼とは無縁の鬼づくりが見える。  

仲間といつも一緒でないと不安な社会の中で、たえず「鬼」をさがそうとし、集団のそばに「鬼」がいると安心する。 

一旦仲間から外れると 今度は自分が「鬼」にされてしまうとの恐怖感も。 

ふっと立ち止まると、手が差し伸べられず、「鬼」にされた人がなんと多いことか・・・・・。 

そして、この構図の中に知らず知らずのうちに自分が巻き込まれていることにはっと気が付く。 

最近のTV番組はひどい。公正と言われるTVニュースまでもが汚染に染まりぬいている。 

自分も加害者になっていませんか・・・・・ ちょっとそんな目でTVをみることも 

 

ちょっとストップ。 立ち止まって考えよう。 

あのすごい憤怒の形相をした蔵王権現三体を本尊とする吉野の金峯山寺ではどんな「鬼」も迎え入れる。 

「福は内 鬼も内」 お互いがお互いを思いやれる社会 そんな穏やかな社会に早く舵を切ってほしい。 

 

          2018.2.3.  節分に from Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

◎ 神戸の鬼 & 生駒山の鬼 神や仏の化身となって厄を払う鬼(追儺式・鬼踊り) 
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 ◎ 節分豆撒きで追い払われる鬼 & 退治された鬼の伝承 

 

◎ 日本各地に伝承されている鬼  鬼にされた愛すべき仲間の鬼たち  

 

古代 奉ろわぬものたちとして「鬼」にされたたたら衆

や山を生業としてきた衆そして辺境の人たち等々。 

愛すべき鬼・仲間の鬼たちや開拓神の伝承も日本各地

に残る。神になった鬼・神に仕えて、民を助ける鬼も

いる。  

今回もそんな鬼を新たに訪ねて お伝えることができ

ませんでしたが、今までに集めた「愛すべき鬼たち」 

 

また 愛すべき鬼たちの中に縄文の心を見る。 

一万年も平和で豊かな生活が続いた時代  

世界に類のない日本の「縄文」 そのエンジンは「他人

を思いやる心」 

日本人の心の故郷「縄文」北東北・北海道の縄文遺跡をユネスコ世界遺産に 

ほんの一部ですが下記に。 

「鬼」伝承やことわざに 縄文からの「日本人の奥深い心情」を見る  

◎「仲間としての鬼」-鬼にされた たたら製鉄集団-  http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1402oni00.htm 

◎「日本各地の鬼伝説」和鉄の道 掲載リスト    http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/13iron01list.pdf 

◎「日本人の心の故郷「縄文」           http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonslide.htm 

ちょっと立ち止まって見ると 愛すべき鬼たちの姿も  見えてくる。 

スピード・恣意的な噂話に惑わず、 ちょっと立ち止まっては・・・ 

       2018.2.3.  from Kobe                          

http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1402oni00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/13iron01list.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonslide.htm
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  資料 和鉄の道 鬼に関する掲載記事の再整理 2018.2.3.  

 

   A .  神戸の鬼 関西での伝承  

.   ◆ 節分 神戸の鬼 追儺式・鬼踊り   神・仏の代わりに舞い踊り厄を払う 

1. 神戸長田の森「長田神社の鬼」と 稲美町野寺「高薗寺の鬼」          2012. 2月 

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

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

         http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron02.pdf  

   2. 神戸 神戸摂播国境 白川街道沿い「妙法寺の新年招福の追雛式」 2013.1.3.  

         「妙法寺」に古くから伝えられてきた10匹の鬼踊 新年招福の追雛式  

      3.  西神戸 押部谷 高和 性海寺 新春の修正会 追儺式・鬼おどり  2016.1.11.    

             http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1602syoukaiji00.htm 

 

◆ 節分の鬼  身振り狂言「節分 厄除け」          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 

          -  京都壬生寺 壬生狂言・尼崎大覚寺. 身振り狂言 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1403setsubun00.htm  

    ◆ 生駒山暗峠周辺の髪切・鬼取の郷に鬼伝承を訪ねる    2015.1.25. 

      役行者に退治され、従者となった古い鬼 前鬼・後鬼 

                        生駒山上の暗峠をはさむ大阪側 東大阪市髪切集落と奈良側生駒鬼取町 

                       http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/1502ikoma00.htm 

   ◆ 鬼の住む山大江山  酒呑童子             2001.8.12. 

大江山の鬼伝説に Iron Road のロマンを掻き立てて 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb06.pdf 

 

 

 

退治された鬼 酒呑童子伝説の大江  酒呑童子の生まれは 越後の弥彦山との伝承がある 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron02.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1602syoukaiji00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1403setsubun00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/1502ikoma00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb06.pdf
中西睦夫
四角形



  B. 日本各地 鬼伝説 和鉄の道・Iron Road 掲載リスト 2013.1.15. 整理 &  2018.2.3 修正追記 

    http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/13iron01list.pdf  

1. 日本各地の鬼伝説  鬼伝承の鬼は本当に悪者か???         2003.2.3.  

           http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb10.pdf .  

 

1. 溝口 鬼伝説と伯耆の国の製鉄地帯 －日本最古の鬼伝説から－     2000.3.10.  

孝霊天皇 鬼伝説 伯耆溝口  山陰 古代鉄の王国 - 伯耆の国 -より   

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa05.pdf  P9-P11 

         2. 北上の鬼 蝦夷の雄「アテルイ」                               2016.3. 

        http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf 

        参考 蝦夷の鉄 http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/ir3kc01.pdf 

参考 蝦夷の鉄 東北の和鉄の道9編まとめ   2004.1. 

   http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron06.pdf 

     3. 丹後の国 大江山酒呑童子             2001.8.12. 

   大江山の鬼伝説に Iron Road のロマンを掻き立てて 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb06.pdf 

     4. 吉備国 「桃太郎伝説の鬼ヶ城」          2010.1.15. 

          http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron02.pdf 

     5. 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 

              ● 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 

 

2. 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   200.8.4.  

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

     3. 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                  2004.1.18.  

         http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron06.pdf   

     4. 蝦夷の雄「アテルイ」の足跡 「清水寺・将軍塚」                               2006.2.9.  

         http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/6iron03.pdf  

     5.  日本人の祖先の一部 節分の「鬼」  From Kobe 2008より                   2008.2.3.  

         http://www.infokkkna.com/ironroad/2008htm/walk5/0802oni00.htm  

     6.  今年も節分の鬼によせて 「福は内 鬼も内」  From Kobe 2008より      2010.1.30  

         http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/mutsu/fkobe1002.pdf .    

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

 7. 越後弥彦山の開拓神伝承  酒呑童子は弥彦山の生まれとの伝承      2007.5.16. 

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 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron10.pdf 

2018.2.3. by Mutsu Nakanishi 整理 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/13iron01list.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb10.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa05.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/ir3kc01.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron06.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb06.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/10iron02.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa06.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa08.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlaa08.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/4iron06.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/6iron03.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2008htm/walk5/0802oni00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/mutsu/fkobe1002.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron10.pdf


【From Kobe 弥生 3月】  神戸の春  元気出して ゆこう !! 

   ■収録 新幹線のぞみ 台車枠重大インシデント事故に思う 2018. 3. 1. by Mutsu Nakanishi 

 

弥生3月 うれしい 神戸の春到来  身も心もリフレッシュ   元気だしてゆこう! 

 やっと暖かくなり初め、梅の花が満開に、 神戸の春を告げるいかなご漁も始まり  

３月１日 深夜 春一番が吹き荒れ、待ち兼ねた春はもうすぐそこに  

   2018. 3.1.  by Mutsu Nakanishi 

 

 

 

中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
スタンプ



【From Kobe 2018年３月】 

 新幹線のぞみ 台車枠重大インシデント事故に思う  2018. 3. 1. by Mutsu Nakanishi 

 
    

のぞみ台車枠亀裂 重大インシデント事故の報道 「また 溶接が問題」と。 

構造物の事故があるたびに 溶接の精にする日本の風潮 もうええ加減にしろよ!!と 

事故解析のベースは現物解析がベース、自分の眼で破壊個所の現物をしっかり見ろ!!と。 

今回の事故では 破壊個所の現物がそっくり残っている。 

破壊の破面も全部残っているではないか・・・・・・ 

金属材料の亀裂・割れ原因の解析の基本は破面解析  

割れの起点と伝播経路 そして 伝播の時間経過がはっきりわかるではないか・・・・・ 

 

それにしても現場にノウハウ技術の蓄積がなくなっている 

大量生産・効率・コスト重視 そして 現場を知らぬ企業統治の悪癖がここでも 

物づくり日本の技術の崩壊が急激に進んでいる。 

私の私見ですが、 

日本流をつらぬくのか 国際流をきっちりすすめるのか 今モノづくり日本が瀕死の危機にある。 

いいとこ取りの日本国際流では もはややってゆけぬ。 

このことに企業リーダーたちが 気が付かねば、まだまた起こると心配する 

 

新聞など報道で見る話には上記の話が全く出てこず、勝手気ま

まな類推記事ばかり。混乱しているのはわかるが、全くわけの

わからぬ不思議な話ばかりである。 

「溶接と言っておけば、だれにも責任がおよばぬ。 

また 現場の勝手な責任で丸く収められる」との姿勢が 

JR側・製造企業側にも見える。 

でも今回はそんなわけにはいかぬぞ。 

はっきり亀裂の破壊の過程を示す破面が全部残っている。 

そんなことを思いながら眺めていて、２月２８日調査報告が公

開された。 

焦点は破壊の起点や伝播経路と進展状況がわかる破面解析のデ

ータ。でも それに触れた記事は少ないが、亀裂の起点・進展

経路のイラスト図が添えられている。 

結論は「溶接台車枠と軸バネ座の接触面をきっちり合わせ、接

着(隅肉)溶接するために台車枠側板の底全面を削ったことによ

る板厚減 並びに板厚の薄くなった底全体に溶接の高温をかけ

たことによる強度不足。現場が勝手に側板の底板を削ったこと

が原因」としている。 

中西睦夫
四角形



原因は溶接施工主因ではない。やっぱりなぁ・・・・。 

台車枠と軸バネ座を密着して溶接するために底板全面を削ったことは溶接加工の不備といえなくもないが・・・・ 

当初の報道は全く的外れだった。上記のことは記事と共に提供された亀裂発生部のモデル写真を見れば明らか。 

軸バネ座の溶接などまったくどこにも出ていない。  

そもそも こんな構造になっていて、底板に不思議な穴埋めの隅肉溶接で軸バネ座のプレートが溶接で密着(接着)され

ていて、そこが台車底板の貫通亀裂の起点だなどとは全く考えられもできず、見えないのである。 

          ２月２８日公表されたのぞみの台車亀裂発生の割れ調査報告 

 

組み立てられたあとは 軸バネ座の接着穴隅肉溶接ルート部は目視検査では見られない。  

今回は肉厚不足と溶接熱による材料変化により、強度不足となり、貫通して底面全体につながったものと推定される。 

この不思議な軸バネ座を台車側板床面へ密着溶接する穴埋め隅肉溶接法による組み立て。 

軸バネ座のプレートに穴を４つも明け、その穴の中を隅肉溶接で台車と密着させる。  

まさに台車の破壊につながる溶接による応力集中部を台車枠本体に作りたくないための設計と見た。 

それが、底面を削った板厚不足により、床面前面に伝播する亀裂起点をつくった。  

板厚が規定通りであれば、仮に隅肉溶接部に応力集中部があっても亀裂は板厚貫通の方向には向かわぬだろう。 

台車の側板本体に溶接加工で できるだけ傷をつけたくないとした設計思想が生かされなかったのか・・・・・ 

現場のノウハウ 加工熟練者の知恵が伝承されにくくなっている。 

また、企業管理者が「台車側板は削ってはならぬことになっている。現場工長が勝手に削ることを指示した」という。 

おかしいよ。長期にわたる３３０も収めた車両の半数近い１４０を超える車両で肉厚不足が生じているのに・・・・ 

また、台車側板は左右２つの部材が中央で溶接され、その盛り上がった溶接部はドレッシングのグラインダー掛け。 

現場は台車の組立工程で、そこにグラインダ掛けの跡があることをいつも見ているのだ。(この前工程での肉厚検査値が

なかったとしたら、それこそおかしな検査漏れ)誰が見ても工長・現場に責任を負わせる問題でなかろう・・・。 

また 以前にも書いた「日本流と国際流の違い」の構図が頭に浮かんでくる。  

徹底したマニュアル主義か徹底した熟錬主義か どちらかに企業全体特に企業責任者が目を向けないと 

日本のモノ作りは崩壊する。品質問題もそうですが、モデル解析のみに終始せず、実態のしっかりとした検査・構造解

析 要は 科学の力で・・・。 

新聞やニュースそしてインタ－ネットで集めた情報での私なりの見方です。 

かつて 私の勤めていた会社で地下鉄台車の破損事故を起こし、溶接部と溶接材料が対問題となったことがあり、 

とりわけ、この新幹線ののぞみ台車のインシデントが気になりましたが、わけのわからぬことばかり。 

またぞろ 溶接現場の責任で幕引きされるのか……と。 

鉄鋼材料・溶接に携わったものにとってはもう がまんならぬ。 

構造物が破壊すると なんの見識もなく、すぐ溶接の精にするのはもうやめてもらいたい。 

また、鉄鋼材料の技術屋にとっての基本「材料の強度と破壊」。 その解析は起点・伝播経路・伝播の時間経過の明確

な情報をもたらす破面解析が重要であることを今回も明確に示している。 要は科学の力に視点を。 

今回もし、亀裂全体を示す破面が残っていなければ、今回 こんな結論になったであろうか・・・・・ 

鉄道車台の破壊モデル解析に底板全面に亀裂があるなどとした解析は想定されていなかっただろう。 



でも 破面を見れば、すぐに全体情報がわかったはず。 

また、最重要部とした台車の溶接部。それだけに見ることができぬ溶接部を作ったことが良かったのかどうか…難しい。 

また、新幹線の高速化と合理化がもたらす技術体系対応。本当に今も適合できるのだろうか・・・・・ 

もう 限界を超えているのでは・・・・との思いもある。 

今回は隠れた台車底面全体に貫通した長い亀裂が現れ、上方へ進展していったのである。 

 今回の場合 目視では観察できぬ軸バネ座の裏・底面に発生した亀裂が底面左右に見えないまま進展し、 

長大亀裂に成長。それが、一機に台車枠上方に伝播したと推定され、新幹線台車の亀裂発生時から破断までの 

走行距離・時間などのモデル前提がもう 最初から崩れている。 

台車破断に至るまでの走行距離・時間の安全など神話前提など検討の外。「想定外」などという前に・・・ 

ある学者がこの割れ方だと鋼板材料の強度不足としか考えられないといっていたが、まさにその通りになった。 

( 台車の底面を削り、薄くなった底板を 飛び飛びとはいえ、集中的に熱を連続的に加え、歪ませて接合。 

強度は弱く、肉厚は薄く、いつ切れても不思議でない溶接部が並んでいる) 

 

日本では 問題が起こると現場教育が問われるが、そうだろうか・・・・ 

今回の事故でも明らかなごとく、マニュアル・熟練の技術習得だけではどうにもならぬ。 

それを扱う人の理念・姿勢の重要性が垣間見える。 

それを言う管理者 トップリーダーが国際主義に合わなくなっている。  

こちらの方こそ 早く手を打たねば・・・・   

新聞やニュースそしてインタ－ネットで集めた情報での 私なりの見方です。 

私の会社でも かつて地下鉄台車枠の破損事故を起こし、原因として、溶接部と溶接材料が問題となった。 

また、もう亡くなくなったが、私の仲間が 心血を注いで築き上げた新幹線車両製造事業。 

報道に釘付けになりましたが、わけのわからぬことばかり。 

 

またぞろ 溶接現場の責任で幕引きされるのか……との思いがある。 

取り違え、視点の違い等々あると思いますが、ご容赦ください。 

是非 日本の新しいモノづくり技術の復活を期待しています。 

               2018.3.1.  from Kobe  Mutsu Nakanishi 

  ◎ 参考  

   【From  Kobe  2017年１１月  秋便り】 

      1. 神戸製鋼のトラブルに思いをはせつつ 世界流と日本流  

技術立国日本がどんどん取り残されてゆく  国際規格 ISOをどうとらえるのか 

          http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1711.pdf   page 4-5 

【From Kobe  2010年3月】  

2. トヨタ問題で思い出した "Copy Exactly"  と "Kaizen" 

          http://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/walk7/1003kobe00.htm 

 

3.11. 東日本大震災と原発事故の記念日を前に思うこと 

忘れてならぬ3.11.東日本大震災と原発事故 そして さらに昨年も新たな自然災害が多発  

          被災者の皆さんの復興はまだ道半ば さらなる自立支援・救済の手が差し伸べられますよう 

 

また、歳をとるとともに 忍び寄る老いや病に立ち向かっている仲間も多い 

いつも 思いをはせています。  

「忘れまい 忘れないで 仲間がいることを」  

弥生3月 うれしい春到来  身も心もリフレッシュ 元気だしてゆこう ! 

                                          2018. 3.1.  by Mutsu Nakanishi 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1711.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/walk7/1003kobe00.htm


【From Kobe 神戸 春爛漫の4月 神戸便り 】  

   野山も里も草木萌え 生命観あふれるうれしい季節  新生の息吹に満ち満ちて、気分も新た  

        収録 1.   春 小さな幸せ探し 毎日の8000-歩Walkで  

        収録 2.   桂 枝雀さんの落語「いたり きたり」 

 

    

神戸の街を見おろす一本桜「奥平野の舞桜」 今年はこんなに早く満開に びっくりです 2018.3.28.   

神戸平野 水の科学博物館で すぐ下の宇治川沿いの桜も満開 素晴らしい桜の春でした 

4 月 1日 Happy Easter  復活日   

  

 

家内が種から育てた「アーモンド」の木utsu 今年も花をつけました。   

アーモンドの花言葉は「希望」「愛」「優しさ」  アーモンドの香りが漂う春   

「神ともに いまして」の思いも日々新た   

また、今年は菜の花が咲いている時期と重なり、菜の花に「幸せ」の願いを託し、  

病気や追いの克服など幾多の困難の中にいる仲間や 多くの人達に思いをはせる。  

. わが身の今を感謝し、 平和で穏やかな暮らし  

そして迫りくる老いに 今を元気にと祈る。  

好奇心もまだ旺盛 Stay  Yang Day！！   

       2018.4.1.. From Kobe   Mutsu Nakanishi 
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度重なる寒波襲来に震えた2月・3月上旬が嘘のような暖かさに 今年は梅の開花が遅れましたが、 

 待ち遠しかった梅が咲いたと思うと、菜の花 そして桜までがすぐ後を追う。  

そして4月桜が満開になったと思うと、桃の花。   

春爛漫 山は一斉に若草色 そして ピンクのミツバツツジも…… 

 

「春爛漫「三春」が 四春」「五春」に。 山も里も草木も人も、生命感あふれるうれしい季節   

神戸では喜んでいいのか? 喜んでいいのか 猛スピードで春が駆けてゆく今年の四月。  

今までの季節感とは全く異なる春 25℃以上の出現日でいうと、ここ5年で1ヶ月ほど早くなっているという。  

実際 桜も含め、1週間以上 春の到来が早まったのか・・・・  

うれしい季節到来に 愚痴はいうまい。  

日に日に老いを感じる中で、 健康で元気に動ける我が身に感謝しつつ、 お互い God be with US!!  我が道を  

お遅れましたが、神戸の春の便りをお送りします。  

                             2018.4.10. Mutsu Nakanishi 
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  From Kobe  2018年4月   春到来 小さな幸せ 

   ◆ 春 小さな幸せ探し 毎日の8000-歩Walkで 

   

 菜の花の花言葉は「小さなしあわせ」 2018.3.14. 神戸総合運動公園 菜の花の丘で 

       菜の花が早春の田園や菜の花畑で一面を黄色に彩って咲きだしました。 

菜の花の花言葉は「小さなしあわせ」 うれしい春の到来 

やっと暖かな日が続くようになって、真っ青な空に飛行機雲 桜の開花もまじかの春到来。 

相変わらずですが、好奇心一杯 毎日8000歩の小さな幸せ探し。 

歩く野山・田園・街角にも春の花がいっぱい。渓をたどれば、川のせせらぎ 鳥の声が心地よい。 

また、久しぶりの仲間の会の声もかかって、春の訪れ。 うれしい小さな幸せです。 

 

1年ぶりの仲間との再会 仲間の笑顔が活力に うれしい春の同窓会 2018.3.7 

    

 

せせらぎの音が聞きたくて、谷筋を登る菊水山 天王谷福原京平野の街に降って、古い温泉銭湯へ 2018.3.13. 
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私の春の定点 西神戸神出 雌岡山の梅も満開に 2018.3.17. 

 

妙法寺から湖南アルプス東山を超えて南の板宿へ 古道をたどる もう早咲きの山桜が満開に 2018.3.12.  

 

       ◆ 桂 枝雀さんの落語「いたり きたり」 

もう長くなりますが、夜眠るときにインタ-ネットの落語動画を一席聞きながら寝る。 

最後まで聞くときもあれば、途中で眠ってしまって、「落ち」まで聞かぬ時も多い。 

今日一日のいろんなことから解放されて、すっと眠りに入れるような気がします。  

これも私の小さな幸せ。 

 

久しぶりに聞く枝雀さんの落語「いたり きたり」 

何度か聞いたことあるのですが、こんなに引き込まれて聞いたのは 

今回が初めて。 

このメモの最後にインターネットから採取した枝雀さんの落語を収録 

(インタへネットアドレスリンク)しているのですが、 

そのあらすじをインターネットから拾うとざっつと次のとおり。 

 

◆ 枝雀さんの落語「いたり きたり」あらすじ ◆ 

「今ペットを飼っているという男、どんなものを飼っているのかと尋ねると、 

出たり入ったりしている「いたりきたり」と、行たり来たりしている「でたりはいったり」を飼っているという。 

どっちもイタチを小さくして白くして毛を長くしてフワフワしたような感じのもの。 

名前が逆ではと尋ねるが、それは人間の勝手にはならないと言う。餌にやっているのは「とったりみたり」。 

 

中西睦夫
直線
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「でたりはいったり」も「いたりきたり」もそれを食うときにね、取ったり見たりして食べる。 

どっちもおなじ餌。それ餌にしたら、「とられたり みられたり」とおもえる。 

でも、人間がわがままで勝手に決められず、仕方がないしいう。 

ほかに「のらりくらり」や「ねたりおきたりも」いて、これらの餌は 「くたりくわなんだり」で、 

２匹とも食たり食わなんだりしている。 

「こんなん飼って、何か役に立つのか」 「心がなぐさめられる」 

「聞いてるとイライラしてくるがな」 

「こっちから見ていると、出たり入ったりだけれど、向こうから見ると入ったり出たりになる。 

人間見方によって変わってくるのと違うか……行たり来たりしていてもそこにいる。」 

「大阪から東京まで日帰りで行って 俺はビジネスマンだなんて行っている人間も、 

結局はどこにも行ってないのと違うか?   

人間も同じだと思うて そういうペットを見ていると……心が落ち着く」 

 

「では……ぬらりくらりは……」 

「棒で押されたらそのままなんや。」 

「人間は悪口言われたら、もしその悪口が合っていたら自分が悪いし、 

間違っていたらいつか相手が分かってくれる。自分が病気になって思いやりの心も出る。 

そういったことを飼っている動物から教わるのや」 

「そう聞くと飼ってみたくなるな……何か世話してくれるか」 

「ちょうどええわ。こっちでいらんようになって、そっちで欲しいというものがおるねん」 

「何ちゅうもんやねん？」「ねごたりかのたりや」 

 

久しぶりに聞く枝雀さんの落語「いたり きたり」 

文章にしてしまうと、なんか しち面倒くさいのですが、枝雀さんの落語を通して聴くと実に面白い。 

何度か聞いたことあるのですが、こんなに引き込まれて聞いたのは 今回が初めて。 

いつも ぶつぶついっていることやはと気が付いたことが、色  々 頭をよぎる。 

これは 落語やというより、名言・人生訓やなぁと。 老いて 知った枝雀さんの味。  

枝雀さんの落語「いたり きたり」 私には新鮮で さもありなん じつに楽しかった。 

枝雀さんやからこそ語れる落語でした。 ちなみに作者は枝雀さん 

 納得した落語 皆さんには どううつるでしょうか・・・・・ 

 ちょっと 気に入ったので おすそわけです。 

● 桂枝雀「いたり きたり」  https://www.youtube.com/watch?v=EcR-b9M6YU0 

 

           

         桂 枝雀 落語「いたりきたり」14:11 

 

毎日 サンデーの小さな春のしあわせ探し 

家族ともども 元気にいられるのを感謝しつつ 神戸の春を迎えています。 

                                         2018.3.18. From Kobe  Mutsu Nakanishi   

https://www.youtube.com/watch?v=EcR-b9M6YU0


 【 From Kobe  6月 梅雨入り目前 神戸便り 】 

June Bright       Happy Rainy Days Now !!  今を元気に  

 

 

 ６月 June  Bright   Happy  Rainy Days Now !!  今を元気に  

    1.  南極の氷が我が家にやってきた!!   毎日の暮らしの中の非日常 

    2.  最近の新聞コラムに見る 閉塞感漂う日本 疲弊が目に見えて  

現政権 政治のレベルの低さは目を覆うばかり もう 飽き飽き 

身の置きどころのない毎日のニュースに染まりゆく自分にもカツ ! ! 

 

桜の花が散ると共に、野山芽吹いて新緑の候 毎日毎日緑の色を濃くしながら、猛スピードで春 が駆け抜け、 

一機にすがすがしい初夏へ。 毎春 春の掉尾を飾る花 石楠花・バラの花も咲き終り、 

近郊の里では、田に水入り、田植えも 始まり、街角ではアジサイ・山裾の湿地でピンクの王冠クリンソウが咲き始め、  

関西も入梅まじかを告げています。  

おかげで、三春・四春と神戸の春を楽しむ近郊散 歩に明け暮れた毎日で梅雨入りを迎えようとして います。  

そんな過ぎゆく春から初夏へ移りゆく時節の神戸風来坊walk。 毎日元気に楽しんでいます。 

毎年同じ景色ばかりですが、 思いがけない出会いや発見も。  

そんな日々ですが、 世相は混沌 日本はどこへ行くのでしょうか も愚痴はいうまい。  

日に日に老いを感じる中で、 健康で元気に動ける我が身に感謝しつつ、  

お互いGod be with US!!  我が道を お遅れましたが、神戸６月の便りです。  

                               2018.6.5. Mutsu Nakanishi 
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 1. 南極の氷が我が家にやってきた!!   毎日の暮らしの中の非日常  

 

 
約1年半 第59次南極観測隊の副隊長兼越冬隊長の任を終え、このほど帰国した岡田雅樹博士から、南極のシール付

きの箱に南極氷の塊を一杯詰め込んで届きました。 

私にとっては、鉄の地球の風来坊「35億年前 地球の大気酸素をつくり、また縞状鉄鉱床として残るシアノバクテリ

アの世界が南極のアンターセー湖の湖底にそっくりそのまま残っている」のを知って、 

びっくりしていた矢先に またまたそんな太古の大気を封じ込めた南極氷に大感激。  

さっそく、ガラスコップに入れて水を注ぎこむと、純粋無垢透明な氷塊一面に詰め込まれた太古の空気の泡がはじけて、

かすかな音をたてながら浮かび上がる。素晴らしい景色に眼と耳は釘付け。 

 

家内などは舞い上がって、孫たちに連絡。 近所の子供さんや知人たちにもおすそわけ。  

また 近くで小学校の先生している姪のところにも・・・・。  

本当にうれしい贈り物。何よりです。  

また、今日は母の日 むかし 南極の氷で割ったロックを飲んた 

遠い記憶を思い起こしながら、ゆっくりと家内と二人で楽しみました。 

 

孫や子供たち一番の反響はドラエモンの映画で知った南極から来た氷。 

眼を輝かせて、南極氷を眺めては触って歓声をあげたという。  

また、なぜ ペンギンはこないの?? とも。 

学校ニュースのホームページにもいくつか掲載されました。 

また、年寄りたちは 何億人の中のごく少数 冥途のもゃげに ちょっとずつ 眺めては食べると。 

 

わが家に訪れたうれしい春5月の非日常 多くの人に喜んでもらえて 万々歳。 

岡田雅樹博士ご夫妻に感謝 感謝。本当にありがとうございました。  

南極氷 太古の空気がはじける音が聞こえるでしょうか??? 南極氷のおすそ分け。 

   ■ 水に浮かべた南極氷の泡がはじける音 by Mutsu nakanishi 

      http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018mutsu/1806nankyokukoori.mp4 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018mutsu/1806nankyokukoori.mp4
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 2.  最近の新聞コラムに見る 閉塞感漂う日本 疲弊が目に見えて  

現政権 政治のレベルの低さは目を覆うばかり もう 飽き飽き 

身の置きどころのない毎日のニュースに染まりゆく自分にもカツ ! ! 

一番緻密な分析報道の新聞も あきらめ顔???  

政治・企業そして日常生活にもその悪癖が影を落とす  

◎ アメフト日大/関学戦の悪質反則問題にも 同じ構図のいいのがれ? さて結末は? 

◎ 何度も訪れたことがある 安倍総理のおひざもと 萩の反射炉世界遺産登録につい

てNHKの番組で 世界遺産に登録された理由を下記のごとく解説する。  

「萩の反射炉は建設されたが、一度も使われず。温度が上がらず、鉄が溶かせなかっ 

たのです。そんな鉄の近代化失敗例事例を後世に残すため選ばれて世界遺産登録さ 

れた」という。 

 明治の初め、各地で 数多く反射炉建設がトライされましたが、姿が残る反射炉と 

して貴重な近代化産業遺産であることは求めますが、初めて聞く話。 

もう びっくりを越えましたが本当なのでしょうか? 

 ◎ 最近の新聞コラムより 考えさせられることが多い  

このコラムの指摘 参考になれば・・・・どう 映られますでしょうか…… 
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..【 From Kobe 8月 】  ひまわりの夏2018 2018. 8. 5 

  

ひまわりの夏 2018 厳しい本年の夏 お見舞い申し上げます  

  度重なる災害に 被災された皆様には 本当に厳しい夏 心配しています   

   どうか一日も早く 支援の手が差し伸べられ、日常の生活がとりもどせますように 

 j  

 
地球環境がもたらす自然災害や地震 それに酷暑と台風が追い討ちをかける 2018年の厳しい夏  

今までの経験にとらわれていては身が守れぬ時代に 

周囲との連携とともに自らが危険予知感度をあげ、素早い判断行動が求められています  

どうか 無理せず 元気に 御身をお守りください 

高齢者には厳しい夏 お互い元気に前向いて ときには助けてもらいながら、 

この夏を乗り切りましょう     God be with You!!    

 2018.8月 盛夏  Mutsu Nakanishi 
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1. ひまわりの夏 2018   .今年も元気なひまわり達に出会うことができましたのでお届けします  

今年は7月上旬の集中豪雨と長雨 そしてその後の酷暑など幾多の試練をくぐり抜けたひまわりたち  

開花が遅れていましたが 顔をまっすぐ太陽に向け、 元気に林立。笑顔で迎えてくれたひまわり 

今年も元気をもらって帰ってきました。 

【ひまわりの夏2018  東播磨 小野のひまわりの丘 2018.7.25】 

.  

【ひまわりの夏2018 西播磨 古代たたらの山郷 佐用 徳久林崎のひまわり畑 2018.7.25.】 

   

2018.7.25.  西播磨 古代たたらの山郷 佐用を流れ下る母なる川 千種川  
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   2. 厳しい夏の清涼剤 2018年夏 我が家の庭の朝顔 2018.8.5.  

.       夏の朝を爽やかにしてくれる朝顔 毎朝がたのしみに 

 
夏の朝 ひっそりと咲いて 昼にはしぼんでしまう朝顔   

そのすがすがしい姿 なんともいえぬやさしさに心奪われ、 「今日も と一日をゆったり」と  

今年は 7月上旬の度重なる集中豪雨とその後の酷暑で 朝顔の開花も異変が起きていると聞きました  

我が家の朝顔もまだこれからですが、 酷暑の厳しいこの夏に涼風を送ってくれています 
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  3. 8月 穏やかな暮らし 平和のこと  

  ひまわりの夏 2018 平和を願って 決意も新たに!! 平和な暮らしはみんなの願い 

毎年8月には 終戦・原爆・原発 そして 墓参  自分の生き様の記憶を次々と呼び起こし、  戦争と平和  

暮らしと家族 そして仲間にも思いをはせ、家族ともども健康でいられることを感謝しつつ、今を考えます。 

もう何年も前に小学 1年生の安里くんが読んだ詩ですが、今も新鮮で、思いを新たにしています 

 

 

■  安里有土君の詩 「へいわって すてきだね」 

■  原爆資料館 & オバマさんの折り鶴 

■ 原爆資料館 映像展示 原爆を投下された広島 

■ 日本人の心の故郷  縄文 縄文帰りの勧め 

一万年も平和で豊かな生活が続いた世界に類のない日本の

「縄文」社会 そのエンジンは「他人を思いやる心」だった 
 北東北・北海道の縄文遺跡をユネスコ世界遺産に 

北海道・北東北の縄文遺跡群」が  2020年登録を目指すユ

ネスコ世界遺産日本の申請候補に選ばれました 

世界が注目する日本の縄文 まだ どうなるかわかりません

が、世界遺産になるよう期待しています 

リンクページの詳細 次ページに 
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   8月 穏やかな暮らし 平和のこと  参考 リンクリスト          

◆ 安里有土君の詩（20136.23.発表当時小学1年生.）「へいわって すてきだね」    

   http://www.asahi-net.or.jp/~zp4m-nkns/1501heiwa.jpg 

◆ PDFPhoto  原爆資料館 & オバマさんの折り鶴   

     http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1708photo.pdf 

◆ 原爆資料館 映像展示資料 原爆を投下された広島  

     http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1708.mp4  

◆ 日本人の心の故郷 縄文 ◆ PDF 縄文帰りの勧め ◆  

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

   一万年も平和で豊かな生活が続いた世界に類のない日本の「縄文」社会    

   そのエンジンは「他人を思いやる心」だったである。       

 北東北・北海道の縄文遺跡を ユネスコ世界遺産に 

 http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonslide.htm 

 

 

8月 ひまわりの夏 home page 更新について 

何とか8月5日 ホームページ更新することができました。 

でも 今回も デジカメでパチパチ撮った写真の羅列の身になってしまいました。 

思いは色々あるのですが、なかなか 頭回らず、記憶力も衰え、思うようにいかず。 

これもある これもあると思いつつも、同じページの繰り返しの思いもあって、まとめられず。  

なかなかホームページの更新ができず、お許しください。 

実は免許更新の認知検査で パニクルことに・・・・・・。 

 

◎ 運転免許更新の認知検査(講習)のこと。 

先日 運転免許の切り替えのための認知症検査を受けました。 

仲間から「動物などの絵が描かれたパネルを数枚見せられ、見終わったところで、思い出しながらそれを書く問

題や」と聞いて、そんなもん楽勝やと。ところが、実際はさにあらずでした。 

聞いていたので、パネルを見ているときには 一生懸命覚えていたのですが、「さぁ スタート 書いてください」 

と言われたとたん頭は真っ白 何も思い出せない。 ちよっとずつ 思い出したものを書いて・・・・ 

がっくり こら医者へ行けと言われるか・・・・・と。 

送られてきた結果は78点 ぎりぎりでパス。76点以下だと講習も長いという。 

猛烈に記憶力落ちたと落ち込んでいたのですが、電話した仲間も「おんなじや 78点やった」という。 

仲間いわく 「試験の点 ようけとってもしぁない 78点でええんや」と。 これで気が楽に。  

みんな 色々なんや・・・・・と。 

もう 車の運転はやってないのですが、原チャリはまだまだ私の足。 

記憶力や判断力 これからが一番必要なとき 鍛えねば・・・・・と。 

 

◎ 激烈化する地球環境変化に身を守る術は????…・ 

地球温暖化がもたらす異常気象に呼応するかのごとく、地球も活動期に入ったのか、経験したことがないでは済

ませぬ異変が我が身にも・・・・。  

政治行政そして会社 社会までもが、常套句のように「経験したことがない 想定外」で逃げてしまう。  

自分や仲間さえ良ければの政治が いまや社会全般に蔓延して常態化しつつある。 

東京一極集中が急成長。薄っぺらな中身のない時代の進行に、人任せの日本流ではどうにもならぬ時代とおもう

のですが・・。問題続出の中で、日本・東京だけがオリンピックに浮かれていてよいのだろうか・・・・・・・ 
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考えてみると 今の日本 高齢化の進行と共に 高齢の指導者 リーダーが居座っている悪癖が原因か…。 

この傾向は益々広がっている。 

社会の高齢化と逆行するかもしれないが、日本再生のキ－は 高齢指導者層の交代が急務なのかもしれない。 

良し悪しは別にして、何はともあれ、変革の時代  若者たちに期待しつつ、また穏やかで、平和な安定をのぞむ。 

頭は回らずですが、 気持ちは「いたりきたり」です。 

 

どこにいても我が身に災難がいつと降ってくるかわからぬ時代 どうして我が身を守るのか・・・・ 

それでも 周りを見渡せば、仲間・家族がいる   

そんな意識が強くなっています。 

 

そんな中で1万年の長きに平和な社会を作った日本の縄文が 

世界で脚光を浴び、再評価する人たちが増えています。 

政治に利用され、押しつぶされ続けた日本の縄文の世界遺産登

録申請。なんとしても 政治に押しつぶされず、 

登録されるよう願っています。 

 

老化・病気など困難に直面している知人や仲間  

そして、過酷な災害に見舞われた人たちへ。 

いつも 思いをはせています。 

「忘れまい 忘れないで 仲間がいることを」  

 

明るいひまわりの花にそんな願いを託し、 

弱々しくも鮮やかで爽やかな朝を演出してくれる 

朝顔にも思い入れひとしお。 

みんなが 明るく平和に暮らせるよう 思いも新た。 

God be with You!!  

 

ひまわりの夏home pageのページのあちこちにちらばっている言葉を拾い出して、我が身に。 

なにはともあれ 今を元気に そんな気分を伝えたいひまわりの夏 

 Happy  Days Now !!  前向いて 我が道を行く 

いつもながら お付き合いいただき感謝いっぱい。有難うございます。  

今月も、まとまらぬはなしばかりになりましたが、お許しください。 

2018.8.5. from Kobe   Mutsu Nakanishi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【 From  Kobe 10月 】 

          2018年 10月 待ちかねた秋到来 神戸秋便り 2018.10.5. 

                from Kobe    小さい秋 みぃ～つけ!!     Mutsu Nakanishi 

      台風や集中豪雨そして地震 と 度重なるびっくりする災害発生に 仲間のことが気にかかっています  

              収   1. 本庶佑さん ノーベル賞受賞のうれしいニュース          

              録   2. 環境負荷の高い鉄鋼業の今 かいまみたこと  廃タイヤの資源化        

   

    
      神戸の街には 陽気なストリートジャスが流れ、運動会 子どもたちの歓声が聞こえてきます  

    秋の青空が戻ってきた10月実りを迎えた西神戸・東播磨の里の秋 

    うまい空気を胸一杯 吸い込んで 気分も新らた 今日も一日 Good Day!!  

     毎年 この時期 戸外に飛び出して  西神戸から播磨の里の秋 小さい秋さがし    

    今年も 西神戸 & 西播磨の小さい秋  みぃ～つけた!!  
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また、 機体が大きくなったのに、飛行機の轟音が随分小さくなったのにはびっくり。昔の印象で言ったらいけないなぁと。  

いつもながら お付き合いいただき感謝 いっぱい。有難うございます。  

年齢を重ねるとともに、好奇心はあれど、中々頭回らずで 段々とホームページ更新が難しくなって、不定期の更新に

なっています。お許しください。せめて もう少し鉄の謎が判るまで また、北東北の縄文遺跡が世界遺産登録まで続

けようと。 そんなことを頭に浮かべています。  

秋の夕暮はつるべ落としそして、秋の夜長   くつろぎながら くじっくりと アレヤコレヤも また楽し  

良し悪しは別にして、何はともあれ、変革の時代   

若者たちに期待しつつ、また穏やかで、平和な安定をのぞむ。 気持ちは「いたりきたり」です。  

   また、老化・病気など困難に直面している知人や仲間  過酷な災害に見舞われた人たちへ。.  

   いつも 思いをはせています。 「忘れまい 忘れないで 仲間がいることを」  

  なにはともあれ  やっと戻ってきた晴れ渡る青空に思いを託し  

  今を元気に 今日も一日 Good Day !!   

  そんな気分を伝えたい 2018 秋 前向いて 我が道を行く  

       from Kobe  2018.10.5.  Mutsu Nakanishi  

 

 

 

 



  1. 本庶佑さん 本年のノーベル生理学・医学賞 受賞のうれしいニュース  

    新聞や TVのインタビュ-やプロファイル紹介などの報道を眺めていて ふと頭によぎったこと 

10月の始まり 秋到来   

本年のノーベル生理学・医学賞に本庶佑先生受賞のニュースが飛び込んできた。 

2012年の山中伸弥さんに続いての関西からのうれしい受賞。  

おめでとうございます。 

山中伸弥先生 本城佑先生 いずれも基礎研究に端を発し、頭でっかちにならず、 

長年地道な研究実践を重ねて、不屈の実践研究の成果での受賞が心に響く。 

 

でもテレビや本や新聞報道などが伝える「巨人」お二人のプロファイル 

その印象が違いすぎると。「人の良い山中伸弥先生 頑固一徹の本庶佑先生」と。 

余りの印象の違いに戸惑いつつ、 どちらも巨人 」こうでなければならぬのかと。  

  いつも頭の中にあっり、悩んだこともあった研究者像。どちらの研究者像が・・・・ 本音は・・・・・・・。 

 今回 TVの受賞インタビューで流れた 本庶先生の若い人へのメッセージ 

 「人の話はもとより、教科書や論文に書かれた事象は みんなウソやと疑い、 

        自分の目で確かめるのが一番大事。 私はそうして 研究人生を歩んできた」と 

 この言葉に 私の頭もいっぺんに反応。 

「この言葉は若い人たちばかりでなく、今まさに日本が直面している課題。今の日本の情報社会の現実への警鐘」と。 

 政治・企業・経済・一極集中の社会のほころびが見える昨今 まさに今日本が直面している大きな実践課題、 

 今の日本の情報化社会の現実への警鐘とも聞超えました。 

   「100年に一度」「想定外」 ここ数年急速に広がり、嫌というほどいろんな局面で聞いた言葉。 

    幕引きの常套句、なにも打開策は示さず、付け焼き刃的な話で 何とはなしに幕引きが図る常套手段。 

    反対でもすれば それこそ炎上。  

    でも 本音で言えば、生きている社会はすべて同じ一つの土俵の上。 

   「100年に一度」が集まれば、一つでなく 枚挙をいとわぬすごい数。 

   「社会」の土俵で見れば、「百年に一度ではない多数の事象」「想定外でないいつもの事象」 

    付け焼き刃の言葉で締めくくる事象でないのである。  

政治家の言は論外にしても、こんなからくりがいたるところで起こっている。 

なんの改善もなしに、付け焼刃的幕引き操作が作為的に行われ、それが常態化ている昨今である。 

活動期に入った地球に 地球温暖化に端を発した異常気象の常態化が災害の多発に輪をかける。 

 何時 何処にいても 我が身に降りかかる災難 もう それが現実になってしまった今、 

人任せにはできない。「自分の身は自分で守る」と言われても、どうすればいいのか・・・・。 

 日本では みんなその限界を知りつつ、人任せになって、流されてはいないか・・・・・ 

  自然災害の脅威ばかりでなく、そんな事象が幾つも。 例を挙げれば、枚挙をいとわない。 

  情報社会を謳歌する東京 権力の座にある老政治家・経済界・大企業の横暴と非正規の常態化 

  みんな 刹那の利益にしか目が向けず、真実が隠され、表と裏 不安社会の常態化を煽っていると映る。。  

   本年アマチュアスポーツや教育の世界の事例とそれに対するマスコミのあまりにもひどい対応姿勢 

   インターネット・スマホ社会の異常。「炎上」と称する村八分・世論誘導もまた目に余る 

国際化・効率化・グローバル化の言葉が風化したら今度は AI ・Big Data の言葉が踊る  

これら野重要性は認識しつつも、言葉遊びで内容理解のない人間無視の特出はそれこそ社会を滅ぼす 

知らなかったでは済まされぬ現在の情報化社会の現実。まさに本庶先生の警鐘そのものである。 

今 日本の社会が 世界から取り残されず、疲弊から脱して、更に成熟してゆくのに一番大事なことであり、 

本庶佑先生が指摘する一番苦手な姿勢 「なにごとも疑い 自分の眼で確かめる」であろう。 

そんなことを思いつつ、眺めた本庶先生のノーベル賞受賞である。 

でも 巨人お二人の研究で 多くの人が救われ、社会が明るくなってゆく。ありがとう 益々お元気で。 

      2018.10月 From Kobe    Mutsu Nakanishi 
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 2. 環境負荷の高い鉄鋼業の今 工場見学でかいま見えたこと  

  スクラップ再溶解の製鋼工場で 自動車の廃タイヤのリサイクル資源化 鉄鋼業がその受け皿に 

  環境負荷の高い鉄鋼業の資源のリサイクル 社会問題化した廃タイヤ・廃プラスチックへの取組 

 

9月の末 新日鉄住金広畑製鉄所の工場見学会

に参加させていただだいて、熱延工場を見学さ

せてもらった。 

構内に入った途端 漂ってくるにおい・空気 

そして騒音までもが懐かしく心地よい。 

昔が蘇り、ええなぁと。 

久しぶりに見る真っ赤に焼けて光り輝く鉄塊  

スラブが圧延ラインを水しぶきを上げて、走り

抜け、グングン伸ばされてゆく。   

久しぶりに入った製鉄所の工場内 

忘れかけていた懐かしい思い出がメラメラと。

うれしい製鉄所 熱延ラインの工場見学でした。  

 

 ◎スクラップ再溶解の製鋼工場で 自動車の廃タイヤのリサイクル資源化 鉄鋼業がその受け皿に 

   廃プラスチックの資源化に鉄鋼業が寄与しているのはよく知っていましたが、 

   廃タイヤのリサイクル資源化にも鉄鋼業が寄与していることを初めて知りました。 

広畑製鉄所の製品素材を作る製鋼工場で主原料のスクラップといっしょに廃タイヤを細かく切り刻んだ廃タイヤチップ

を投入し、チップに含まれる鉄線は鉄原料 ゴムは熱源としてリサイクル。 

また、コークス乾留技術のある製鉄所 この廃タイヤチップをロータリーキルンで乾留して、鉄と油と炭素固形分に分

離して、夫々再利用する実証プラントも動いていました。 

 ゴムのなかに複雑に編み込まれた鉄線が入っているゴムタイヤ それにホイールも、それらを分離処理するのは大変。 

 いたるところで、山積み放置されている。 これの資源化はたいへんだと思っていましたが、そっくりそのまま鉄ゴ

ム鉄が含まれる細粒チップに細かく砕いて、そのチップの再利用で自動車廃タイヤのリサイクルが回っている。 

その受け皿として、鉄鋼業の鋼製造プラントが大きな力になっているとと初めて知りました。 

約１００万トン/年発生する自動車の廃タイヤ そのうち12万トンをこの広畑製鐵所でリサイクル資源として利用し

ていると言う。（廃タイヤチップ 約6万トン/年を製鋼プラント 約6万トン/年を廃タイヤガス化実証プラントで処理） 

 

資源のリサイクル そして 鉄鋼業にとっても環境負荷の軽減

につながってゆく取り組み。 

まだまだ、環境負荷の軽減に効果は小さいが、資源リサイクル

そして 不法投棄防止には大きな役割。うれしい限り。                                              

コークスを燃やして熱原材料を作り、溶鉱炉で鉄鉱石を溶解還

元して鉄を作る環境負荷の高い鉄鋼業。 最近は話題に上ること

も少なくなりましたが、鉄ワイヤとゴムとが混在して処理に手

を焼き、いたるところで放置されてきた自動車の廃タイヤを熱

源・製鉄原料の一部として、処理リサイクル。  

鉄鋼業は環境負荷野極めて高い産業として 地球温暖化を進め

る張本人のように言われてきましたが、環境負荷軽減・廃棄物の資源化リサイクルに着々と実績を積んでいることを知

り、うれしい限り。環境負荷の高い鉄鋼業の取組が更に発展すること期待。 

再編が加速する世界の鉄鋼業。折しも、住金新日鉄は間もなく社名変更で「日本製鉄」になり、住金の名が消える。   

さらなる飛躍を期待して 鉄鋼頑張れ!!と。 

インターネットから採取した大手鉄鋼メーカーの熱延ライン 

 

2018.10月  From Kobe    Mutsu Nakanishi 
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【From Kobe 12月】師走の便り      2018.12.15..    Mutsu nakanishi 

    

  MMeerrrryy  CChhrriissmmaass!!!!    ククリリススママススおおめめででととうう 

平和な暮らし ともに生きるありがたさをかみしめ 心新た  

  

良良しし悪悪ししはは別別ににししてて、、何何ははととももああれれ  混混乱乱・・変変革革のの時時代代  

気気持持ちちはは「「いいたたりりききたたりり」」でですす  がが、、若若者者たたちちにに期期待待ししつつつつ、、穏穏ややかかでで平平和和なな暮暮ららししをを祈祈りりまますす。。  

ままたた、、老老化化・・病病気気  災災害害ななどど困困難難にに直直面面ししてていいるる仲仲間間やや多多くくのの人人たたちちににもも、、希希望望のの道道がが開開けけまますすよようう  

いいつつもも  思思いいををははせせてていいまますす。。「「忘忘れれままいい  忘忘れれなないいでで  仲仲間間ががいいるるここととをを」」  

 

神神戸戸ルルミミナナリリエエ  今今年年ももたたくくささんんのの笑笑顔顔ににででああええままししたた      ２２００００１１８８..１１２２..88..  

   

中西睦夫
スタンプ



 

  

本本年年最最後後ののホホーームムペペーージジ更更新新    ややっっとと師師走走のの更更新新をを終終ええるるここととがが出出来来ままししたた。。  

今今年年もも私私のの勝勝手手ななペペーージジににおお付付きき合合いいいいたただだきき、、あありりががととううごござざいいままししたた。。  

今今年年ははたたたたらら製製鉄鉄のの謎謎にに迫迫るる記記事事をを提提供供・・発発信信すするるここととががててででききずず、、ままたた  ももっっとと新新ししいい情情報報をを提提供供せせねねばばとと  

思思いいななががららもも、、四四季季折折々々のの歳歳時時記記をを追追ううばばかかりりににななっっててししままいいままししたた。。  

好好奇奇心心ももあありり、、おおかかげげでで行行動動ででききるる体体力力・・気気力力ももあありりまますすがが、、日日にに日日にに老老いいをを感感じじるる歳歳にに。。  

知知力力・・記記憶憶力力のの衰衰ええはは御御ししががたたくく、、定定時時更更新新ももむむつつかかししくくななっっててききままししたたがが、、  

思思いいつつくくまままま気気のの向向くくまままま  hhoommee  ppaaggee発発信信ををつつづづけけたたいいとと。。ひひききつつづづききよよろろししくくおお願願いいししまますす。。  

  

高高齢齢化化がが進進むむ日日本本社社会会ににたただだよようう閉閉塞塞感感。。  ままたた、、何何がが真真実実かか  見見定定めめががむむつつかかししいい情情報報社社会会。。                                      

おおりりししもも、、「「平平成成」」のの時時代代のの終終焉焉  世世界界とと立立ちち向向かかうう新新ししいい時時代代はは若若者者たたちちのの手手でで。。  

かかつつててのの栄栄光光・・成成功功体体験験をを盾盾にに「「おおれれででななけけれればば・・・・・・・・・・・・」」      

ここのの老老害害がが目目にに余余るる  いいままここそそ  「「ややっっててみみななははれれ!!!!」」とと静静かかににリリタタイイヤヤ願願いいたたいい。。  

高高齢齢者者もも  新新ししいい処処しし方方  役役割割をを担担わわななけけれればば・・・・・・    

そそししてて、、人人生生110000年年  HHaappppyy  DDaayyssをを手手中中ににとと  ままたた  勝勝手手ななぶぶつつぶぶつつ    

  

ででもも  ララググビビーー  ススタタンンドドににすすわわるるとと  ふふつつふふつつとと勇勇気気がが湧湧いいててくくるる。。  

ななににははととももああれれ  今今をを元元気気にに  今今日日もも一一日日  GGoooodd  DDaayy  !!!!      

おお互互いい  日日々々老老いいをを感感じじるる歳歳にに  

ででもも  仲仲間間かかががいいるる    仲仲間間のの笑笑顔顔をを活活力力にに!!!!    

おお互互いい体体調調にに気気をを付付けけてて  神神ととももににいいまますすとと  前前向向いいてて  我我がが道道をを行行くく  

                GGoodd  bbee  wwiitthh  YYoouu!!!!            22001188..  1122月月  師師走走    

                                          MMuuttssuu  NNaakkaanniisshhii    ffrroomm  KKoobbee  



【From Kobe 12月】収 録  

   日本の行く先がおもいやられる師走  

数が頼りの薄っぺらな社会からの脱出へ 若者たちへの思いが募る 

こんな思いを代弁して、神戸新聞 内橋克人氏ほかの評論にも 

 夏日まで飛び出す異常気象の中で迎える師走 なにか無力感ばかりがただよう12月のはじまり。 

気象ばかりでなく、世の中の動きまでもがおかしい昨今、 

日本はこれからどうなってゆくのだろうか・・・・。  

現実に蓋をして、強がりばかり言っても、相手は見向きもしてくれず、ばらまく金もいよいよ底をつく。 

想定外では済まされぬ激動の地球環境に国土はぼろぼろ。産業構造は大きく変化し、技術力も技術立国も昔の幻

影 国を支え、生産を担う若者の姿もまた幻影。急激に高齢化社会 そして格差社会が進行中。 

でも 不平不満の現実に眼をそらし、我が身を守ることに精一杯。 

「明日は我が身」におびえながらも、今を追う。付け焼刃の取り繕いの取組ではどうにもならぬ日本の現実。 

数が頼りの日本 政企業も官僚も日本の実態・現実をしっかり見定めよ。 

日本はこれから、今成長期を迎える国々とどのように組して行くのだろうか・・・・・ 

とはいえ ぶつぶつ言っても 所詮 こちらも 打つ手を持たぬ後期高齢者。 

成功体験 仲間意識にしがみついて「想定外」「付けを自己責任」と他人に付けを回して知らぬ顔 そんな老害

リーダーに興味なし。若者たちの新しい国づくに託して、若者たちに託す。 

11月29日神戸新聞 「針路21」欄に誰にも言えぬそんな思いをすかっと切りだす内橋克人氏の評論が掲載避

けているので、 From Kobe  毎月のぶつぶつに変えて。ご紹介。 

皆様には どううつるでしょうか・・・ 

来年は新しい若者の時代元年に舵を切ってほしい。 

老害者たちは早くリタイヤせよとひとりぶつぶつ。 

   

ご興味くだされば、上記内橋克人氏の評論 下記サイトにありますので 拡大してご覧ください。 

 URL: http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018mutsu/fkobe1812uchihashi.pdf 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018mutsu/fkobe1812uchihashi.pdf
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  2018年12月11日 神戸新聞 文化欄 書籍紹介 本谷有希子新著「静かに ねえ 静かに、」 

        空虚な言葉が氾濫する社会 今を感じる違和感を作品に 

 

ご興味くだされば、上記の記事 記サイトにもありますので 拡大してご覧ください。 

 URL: http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018mutsu/fkobe1812motoya.pdf 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2018htm/2018mutsu/fkobe1812motoya.pdf
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