風来坊 Country Walk

水行末 雲来末 風来末

和鉄の道

風来坊

Iron Road 縄文 ふらっと訪れた山・里・街角 そして歴史を訪ねて
日本各地には 自然・人・地域・歴史の痕跡とともに
地域それぞれ・四季折々 素晴らしい日本の原風景が残り、
訪れると いつも新しい発見があり、 自分だけの景色で迎えてくれる
Country Walk の楽しみです

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。
人里離れた里山の谷筋や川筋・海岸などな
どに、産業生産・工房・街・街道などの痕
跡とともに、それに携わった人々の賑わい
や数々のドラマとともに日本の原風景と
いわれるすばらしい景色が今も残ってい
ます。
そんなIron Road を訪ねつつ、日本各地に残る素晴らしい
四季折々の風景を求めてCountry Walk 10数年。
最近は年とともに遠くへ行かれなくなりましたが、
まだまだ 元気 好奇心も一杯。
すばらしい景色とともに数々の出会いの楽しみも。
日本各地のCountry Walkを楽しんでいます。
2018.1.25. 風来坊 Country walk

Mutsu Nakanishi from Kobe
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1. 2017 年新春 １日８０００歩・早歩き２０分 健康 walk
17walk01.pdf
気分は好奇心 一杯の探検気分新春の西神戸近郊を巡る 2017.1.1.-1.19.
2. 国指定重要無形文化財 神戸市妙法寺 車の里 車大歳神社の「翁の舞」
17walk02.pdf
前年の実りに感謝し、その年の豊作を祈る新春の伝統行事 2017.1.14.夜
3. 2017 年早春 西神戸神出の里の雌岡山梅林を訪ねる
17walk03.pdf
春を運ぶあたたかな陽気に 弥生 3 月 どこかで春が生まれてる 2017.2.26.
4. 早春 柔らかい日差しが差し込む里山の林の中を歩く
17walk04.pdf
白川から藍那・星和台へ 幻の街道 白川・藍那古道(徳川道)
2017.3.22.
5.【春の Photo アルバム】神戸の春到来 2017 待ちかねた春 Country Walk
17walk05.pdf
早春から春爛漫へ 駆け抜けてゆく神戸の春を追いかけて、神戸近郊 Walk
2017.３月中旬−４月初
6.【写真アルバム】2017 春 たたらの郷 西播磨佐用へ 原チャリで駆ける
17walk06.pdf
2017 春 たたらの郷 西播磨佐用へ播州路を原チャリで駆ける」 2017.4.12
1.佐用への播磨路 花街道
1.1. 西神戸・小野から北条・加西へ 桜堤をトラバース
1.2. 中国道に沿って 新緑と桜の山崎断層の中を山崎・佐用へ
1.3. 宍粟(山崎)と佐用を隔てる切窓峠を越えて佐用へ
2.千種川が流れ下る古代たたらの郷 佐用の桜
2.1. 古代たたらの里の一本桜 漆野 光福寺の大糸桜
2.2. 姫新線の列車が走る志文川 の花堤 久保大橋
3.春の妖精 カタクリ 旧三日月町 弦谷 冷たい風に立ち向かって、身を震わす
4.walk を振り返って 2017 年 西播磨佐用へ播磨路原チャリ walk 帰路で
7. 2017 年春 ミツバツツジが岩尾根を彩る須磨アルプス 馬の背を歩く
17walk07.pdf
久しぶりに栂尾山階段を登って 栂尾山・横尾山から馬の背から東山 2017.4.19.
8. 2017 ひまわりの夏 恒例の夏迎え 播磨のひまわり畑を訪ねる
17walk08.pdf
1.東播磨の田園地帯にある小野市浄谷 ひまわりの丘
2017.7.19
2.西播磨千種川が流れ下るたたらの里 佐用町旧南光のひまわり畑
2017.7.20.
● たたらの里 漆野段集落のひまわり畑
● ひまわり祭のメイン会場 林崎のひまわり畑
9. <比叡山 walk 古道 雲母坂 & 八瀬ケーブル>
17walk09.pdf
緑の雲母坂を登って比叡山延暦寺へ 帰りは八瀬ケーブルで
2017.5.2.
10. 梅雨入り前「麦秋」の播州路 播磨富士「高御位山」へ
2017.5.17 . 17walk10.pdf
11. 西六甲縦走路の須磨「鉄拐山」山頂からの展望 Walk
17walk11.pdf
六甲連山&神戸や大阪湾 絶好の大展望所が誕生
2017.5.16.
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12．若草山から最短ルートで 南にそびえる高取山へ
2017.5.7.& 6.5. 17walk12.pdf
崖下の周囲から取り残されて残る不思議な谷筋地形を通り抜けて 高取山へ
すり鉢地形として残る幕末 神戸開港を支えた神戸亜炭の採炭地の痕跡か?
【1】 崖下の不思議な地形・車集落の農地を横断して緑ヶ丘へ
【2】 緑ヶ丘・野路山登山口より高取山を目指す
13 京都府の東南部 宇治茶の山郷 宇治田原 奥山田の里
17walk13.pdf
ハート型猪目窓が大人気の 正寿院 を訪ねる
2017.8.15.
1. Google Earth Street View で 宇治田原 正寿院への道をたどる
2. 正寿院の風鈴祭り
3. 正寿院 客殿の猪目窓から眺める夏
4.正寿院のある宇治 緑茶の山郷 奥山田の茶畑
5.帰りに立ち寄った宇治川
1.関西の水がめ 放水中の宇治川天ヶ瀬ダム 2.宇治平等院
14. 京都府立植物園 毎夏恒例 京都半日会 2017 京朝顔展
2017.7.30 17walk14.pdf
【京朝顔展・虫の目展-虫の目が視る花の姿と彩-・バオバブの花鑑賞会】.
15. 2017 年夏 わが家の庭の朝顔帳
2017.8.10. 17walk15.pdf
16.【Photo Album】 2０１７ 実りの秋 東播磨のコスモス畑
2017.10.11. 17walk16.pdf
加古川中流西岸に広がる 志方 & 小野きすみの里のコスモス・蕎麦畑
今年も東播磨 実りの秋の田園を飾るコスモス・ソバの花に出会えました
1.志方の西の入口 志方城山の山裾 広尾の里
2.志方の田園の中央 城山が見下ろす 高畑の里
3.志方の田園の中央 送電線が渡ってゆく東飯坂の里
4.城山の北側の山間 蕎麦栽培の里 志方野尻の里
5.志方と小野の境
福甸峠 実り秋景色
6.そば処 小野アルプスの山裾 来住野の里のそばの花
17. 2017 秋 今右衛門の色鍋島のプラチナ釉 & 縄文のビーナス
17walk17.pdf
1.陶芸美術館特別展 今右衛門の色鍋島 煌めく人間国宝のわざと美、そのルーツ展」
2.京都国立博物館特別展「国宝展」
久しぶりに縄文のビーナス・女神たちに出会ってきました
18. 古い記憶を思い起こしながらの大阪港の渡し walk
2017.10.27 17walk18.pdf
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風来坊・Country Walk 2017 掲載記事 トピックス
2017 風来坊 里歩き・山歩き・街歩き
本年も私の住む神戸を中心とした近郊の里を季節折々訪ねる相も変らぬ花便り・近郊ハイクの楽しみに、
本年から始めた肥満解消の一日 8000 歩健康 walk の過程で見つけた神戸須磨界隈の四季の景色も春
梅・カタクリに始まり、菜の花・桜 そして石楠花・バラへ 夏はクリンソウ・アジサイ・ひまわりそ
して 京朝顔・京都府立植物園のバオバブを訪ねるのも定番に。秋は黄金色 Country Walk に輝く播磨
の田園とヒガンバナから紅葉等々・毎年同じような景色ばかりで、新しい情報が提供できずですが、自
分的には季節を楽しむうれしい Walk。
そんな中で、私にとっては新しい Country Walk が付け加わりました。

8 月 京都府の東南部 宇治茶の山郷 宇治田原 奥山田の里
ハート型猪目窓が大人気の正寿院 を訪ねる
11 月 古い記憶を思い起こしながらの大阪内港の渡しを巡る

宇治茶の山郷の自然がハート型の猪目窓から見える景色など孫娘が行こうといわなければ、見られぬ景
色。また、この walk で宇治川天ケ瀬ダムから豪快に一放水される姿を初めて眺められたのにも感激。

また、親父の記憶が残る港区・大正区の木津川沿岸大阪北港今も現役の渡しを巡る walk にも感激。
このスライド整理で河島英五が歌う「大阪の歌」に出会えたのもうれしい。
私の故郷尼崎・親父の勤め先大阪内港大正の街を重ねて元気の出る歌です
【◆ インタ－ネットより 映像詩

河島英五が歌う「大阪の歌」

http://www.dailymotion.com/video/x5p059n
【◆風来坊 Country
古い記憶を思い起こしながらの大阪港の渡し walk】
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/iron13/1711osakawatashi00.htm

またまだ元気 好奇心もある 水行末 雲来末 風来末 毎日の街歩きが楽しみになりました

