「四季折々・From Kobe ・思いつくまま 」掲載記事目次
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

■ 四季折々 Mutsu

Monthly 神戸便り 【17】 2018 mutsu2017.pdf
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…

１月 年賀 迎春の便り

8 月 ひまわりの夏

盛夏 夏便り

1. 迎春 新しい年を迎えて思いもあらた

経験したことのない酷暑

2. 今 淡路島が卑弥呼の時代の謎を解き明かす?

お互い体調に気を付けて. 日々新た 今を元気に

3. 2018 年 1 月 17 日 神戸淡路大震災記念日

1. ひまわりの夏 2018

「神戸が一つになれた希望の灯
ルミナリエを忘れまい」

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

4.「平和を そして国を考えよう」2018

度重なる災害に見舞われた人たちへ

5. 今月の home page 更新記事

一日も早く立ち上がられますよう応援しています

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

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!!

3. 縁起の良い連理の枝のクスノキの巨樹

4. 今月の掲載記事 トピックス

4. 和鉄の道トピックス

5.「北海道・北東北の縄文遺跡群」が 2020 年登録を目

「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?

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

3. 春の妖精 カタクリの花 2018

2. 神戸ルミナリエ 2018

4. 和鉄の道トピックス

3. ラグビーシーズン始まる

5.

今月の home page 更新記事

6 月梅雨入り目前 神戸便り

まばゆい希望の灯

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

1. 6 月 Happy Rainy Days Now!! 毎日を元気に

5 .晩秋の景色 山腹を真っ白に兵庫県花「のじぎく」

2. 2018 新緑の中で

6. 岡部陽二さんの新著紹介

1. 神戸の街 walk より

7 .詐欺まがいのインターネットの契約変更商法に

2 .南極氷がやってきた

8. ２０１8 年和鉄の道を振り返って

3. イチローが駆けた馬の背

9 . 今月の掲載記事 トピックス Photo 抜粋

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
.

10 .今月の home page 更新記事

■ 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

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
◎ 6 月 Happy A Rainy Days Now !!

枝雀さんの落語「いたりきたり」

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

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。

今を感じる違和感を作品に

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
Mutsu Nakanishi

2019.1.5.

from Kobe

