
栂尾山 山腹階段上より眺める須磨西六甲縦走路の山-山々 2019.5.21.

縦走路左より 高倉山 鉄拐山 旗振山 奥左 鉢伏山 奥右 明石海峡

4月後半から5月 ２０１９年春 From Kobe の記録

野も山も街もひとも新生の息吹

新緑の神戸の街を元気に駆ける!!
by Mutsu Nakanishi



後期高齢者になって迎える新時代 仲間の元気を活力に!! 令和元年5月1日

折りしも、重厚長大の象徴「鉄鋼」から住金の名が消えた
高度成長から、成熟疲弊の時代を一緒に駆け抜けた我が身を振り返る
新生の息吹に満ちるとは言えずとも
お互い God be with you!! 元気に前向いてと
我が身の人生を振り返る 令和元年5月1日です



重厚長大の象徴「鉄鋼」から住金の名が消えた
高度成長から、成熟疲弊の時代を 一緒に駆け抜けた我が身を振り返る



後期高齢者で迎えた令和の年の始まり
仲間がいる 仲間の元気を活力に!!
梅雨の不順な時節、
お互い無理せず、体調変化にきをつけて
God be with you!!

from Kobe  Mutsu Nakanishi

4月後半から5月 ２０１９年春
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4月後半から5月 ２０１９年春 From Kobe の記録
新緑の神戸の街を元気に駆ける!!

野も山も街もひとも新生の息吹 by Mutsu Nakanishi



2019春爛漫 2019.4.13.

西六甲 鉄拐山のミツバ ツツジ

2019.4.13. 春の西六甲縦走路須磨鉄拐山で

桜が散った４月後半 芽吹きが進む西六甲六甲の縦走路
一機にピンクの三つ葉ツツジが飾る 今年は特に美しい
春から夏へ 猛スピードで 神戸の山を春が駆け抜ける
いつもは 何とはなしに眺めるミツバツツジ
「花が咲き終わって 三つ葉の若葉がでてくる」
こんな関係も初めて知って じっくりながめました



し

高倉山 鉄拐山 奥に鉢伏山 旗振山

六甲の春を飾る三つ葉ツツジの花
いつものwalking コース 西六甲端の山々を眺める

今日の目的は鉄拐山のミツバツツジ
天気もいいし、期待一杯

2019.4.13. 横尾道より 須磨 西六甲の山々



2019.4.13. 春の西六甲縦走路 須磨鉄拐山の三つ葉ツツジ
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2019.4.13. 春の西六甲縦走路 須磨鉄拐山の三つ葉ツツジ



鉄の風景: 『春』 花の向こうに神戸製鋼加古川遠望

2019.4.13. 春の西六甲縦走路 須磨鉄拐山の三つ葉ツツジ



2019.4.13. 春の西六甲縦走路 須磨鉄拐山の三つ葉ツツジ



2019.4.13. 春の西六甲縦走路の山々遠望 須磨鉄拐山より



2019.4.13. 歩いてきた妙法寺・横尾道から六甲縦走路 須磨鉄拐山より
高倉山から東へ栂尾山・横尾山と続き その山裾から左手に
山麓バイパス沿いの名谷・白川台・横尾のニュータウンが続く



2019.4.13. 須磨鉄拐山より眺める神戸市街地
須磨海浜・和田岬 港に浮かぶ神戸空港 さらに大阪湾の対岸奥に生駒山の山並が霞んで
見える





2019.4.13. 春 神戸の街遠望 須磨鉄拐山より
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2019.4.13. 春の西六甲縦走路 須磨鉄拐山の三つ葉ツツジ



野山も里も街・人も萌え、新生の息吹
山は一斉に芽吹いて 素晴らしい若草色に

須磨 妙法寺若草の街で 2019.4.20..



満開の花0咲かせた桜 この1週間で一機に真っ青な空に映える若草色に
2019.4.20. 須磨若草の街で



に
2019.4.20. 須磨若草 我が家の庭も春の草花で華やかに







須磨鉄拐山の南東麓
新緑の中で 4月春の須磨寺弘法市 2019.4.20.



六甲西端鉢伏山・旗振山を背に新緑に埋まる 須磨寺の塔遠望
2019.4.20. 須磨離宮道より



新緑の中で 4月春の須磨寺弘法市 2019.4.20.
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新緑の中で 4月春の須磨寺弘法市 2019.4.20.



2019.4.21. 近くのユニバー競技場では恒例のリレーカーニバル
プロ野球・学生野球に手仕事市等々 春のイベントが目白押し

若者たちの声が周囲に響く



2019.4.21. 運動公園駅前には 真っ青な空にこいのぼり
若者たちの歓声が響き渡る



2019.4.21. 近くのユニバー競技場では恒例のリレーカーニバル
プロ野球・学生野球に手仕事市等々 春のイベントが目白押し

若者たちの声が周囲に響く



新緑のホットモット球場で 野球観戦

2019.4.21. 関西学生野球 京大-立命
京大があと一歩までおいつめましたが・・・・



2019.4.21. 恒例のリレーカーニバル
若者たちの歓声が周囲に響き渡る



2019.4.21. 近くのユニバー競技場では恒例のリレーカーニバル



2019.4.21. 恒例のリレーカーニバル 外人選手たちのアップの姿



令和元年 新しい年の始まりは
新緑の京都 八瀬で 2019.5.1.

毎年 新緑が始まると楽しみにしている京都松ヶ崎の”菜の花漬”
松ヶ崎・下鴨周辺でしか手に入らぬ糠漬けの菜の花。
その菜の花漬けを受け取りがてら、新緑の八瀬へ



2019.5.1. 高野橋から眺める新緑の比叡山



2019.5.1. 新緑の八瀬で



2019.5.1. 新緑の比叡山の山腹 八瀬で
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2019.5.1. 新緑の比叡山の山腹 八瀬で



こんな複雑な傘 折り紙でつくれるのか?? と思いましたが・・・・



開いた傘の折り方 パーツをそろえれぱ そのくみたて 折り紙でつくれ
るのか?? と思いましたが・・・・





2019.5.11. 旗振山山頂 久しぶりに澄み渡る五月晴れ
明石海峡・大阪湾の向こう二上山・葛城・金剛の山々もすっきり見えた



2019.5.10. 総合運動公園のつつじも満開に



2019.5.10. オリックス/楽天戦
久しぶりのホームラン4発の大勝利 みんな大興奮



2019.5.10. オリックス/楽天戦
久しぶりのホームラン4発の大勝利に大興奮



2019.5.11. 新開地音楽祭
春恒例 街中に作られたステイジをほろ酔いで巡る



2019.5.11. 新開地音楽祭 新開地の象徴 入口の門
春恒例 街中に作られた路上ジャズ ステイジをほろ酔いで巡る
ことしは 初めて 湊川のトンネルにあるライブハウス巡りも。



2019.5.11. 新開地音楽祭 湊川の商店街 路上ステイジで



2019.5.11. 新開地音楽祭 湊川の商店街 路上ステイジで



2019.5.11. 新開地音楽祭
湊川トンネル内にライブハウスが並ん
であるのを初めて知りました
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2019 新開地音楽祭 Street Live & Live hauseを巡って
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2019 新開地音楽祭 Street Live & Live hause を巡って



新開地音楽祭 毎年 街の手作り感が楽しみな音楽祭

久しぶりStreet Live ・Live hause
体調を崩していましたが、そんなもやもやもふっ飛ばして
心地よいサウンド・リズムに新緑のうれしい街巡り。・・
残念ながら 今年は好きなブルーグラスが聞けなかったのとちょっ
と素人ポイ出演がおおかったかなぁ・・・・と。
でも 湊川のトンネルの中に３軒もライブハウスがある。
知らなかったのですが、カウンターで、飲みながら耳を傾けられた
のも収穫。こんな新開地音楽祭の楽しみ方もあるんだと。
うれしい一日でした。



西神戸神出 雌岡山 楽農センターで 孫と楽農体験 2019.5.12.





５月後半 最近は もう５月中に衣替え 一機に夏のムードに
初夏を思わせる暑さ 横尾 友が丘への坂道で 2019.5.20.

衣替え 一機に夏のムードに



澄み渡る5月の空 大展望を期待して
西六甲栂尾山への大階段を登る 2019.5.20.

西六甲縦走路 栂尾山の頂上への
直登階段 348段
神戸新聞によると「天国への階
段」というそうだ。
いつも見上げては敬遠の階段
夏の始まりの風を感じたくて



西六甲栂尾山への大階段を登る 2019.5.20.

「天国への階段」というそうだ

「天国への階段」というきつい階段
でも 登るとその上からは
素晴らしい須磨の景色が広がっている



西六甲栂尾山への大階段を登る 2019.5.20.



栂尾山大階段から 西の高倉台から明石海峡遠望 2019.5.20.



栂尾山への大階段から 西六甲の山々・明石海峡 2019.5.20.



栂尾山への大階段から 西六甲の山々・明石海峡 2019.5.20.





栂尾山への大階段 西六甲の山々・明石海峡を遠望 2019.5.20.



大階段を登り切って、縦走路を栂尾山へ 2019.5.20.



、縦走路を栂尾山へ この岩を回り込んで登れは栂尾山山頂 2019.5.20.

３６０度の展望 大阪湾・明石海峡・六甲の山々 そして西神戸の街々が一望できる



頂上直下、縦走路を栂尾山へ 2019.5.20.



栂尾山山頂からの大展望 2019.5.20.



栂尾山山頂から南への枝尾根筋 離宮公園へ 2019.5.20.



西六甲栂尾山への大階段を登る 2019.5.20.

ここは東に須磨アルプス 西に旗振山・鉢伏やまへの縦走路
南へ下れば、須磨離宮。
春のバラ展を見る:計画で、離宮公園に下ったのですが、
ちょっとしたトラブルで時間切れ。(眼鏡飛ばして四苦八苦)
バラ展は明日再度出かけることに
でも夏の始まりを感じる大階段・栂尾山からの展望でした



恒例の2019春バラ展の須磨離宮公園
北にある栂尾山から西六甲の縦走路を離れ、

南に山腹を下れば20分ほどで須磨離宮の中に下れる 2019.5.21.



夏のはじまり 青空と水が心地よい
須磨離宮公園では 春の掉尾を飾る
恒例の2019春バラ展 2019.5.21.



2019年春の掉尾を飾る
須磨離宮公園恒例の2019春バラ展

2019.5.21.

令和の始まりのバラ
今年は黄色のバラ注目しよう
花言葉は「平和」「友愛」に



須磨離宮公園恒例の2019春バラ展
2019.5.21.



令和 激動の時代の始まりを
「友愛・平和の黄色」で

黄色には 別の意味を見る人もいるが・・・・



須磨離宮公園恒例の2019春バラ展 2019.5.21.



須磨離宮公園恒例の2019春バラ展 2019.5.21.





須磨離宮公園恒例の2019春バラ展 2019.5.21.



須磨離宮公園恒例の2019春バラ展 アンネのバラ 2019.5.21.



須磨離宮公園恒例の2019春バラ展 2019.5.21.



須磨離宮公園恒例の2019春バラ展 2019.5.21.



須磨離宮春のバラ展が終わると
いよいよ 梅雨時 夏の始まりに



夏の装い 学園都市-総合運動公園の散策路で 2019.6月



令和の始まり
激動の時代を前向いて

黄色のバラの花言葉「友愛」「平和」





ブナ科の照葉樹の高木で暖地に多く、
初夏に木の上部を包むように小花を
咲かせる。京都市の東山と同様、分
布を広げているとみられ、大津市の
逢坂峠付近の山裾はびっしりと花に
覆われている。
森の変遷や歴史を研究する県立琵琶
湖博物館の林竜馬学芸員によると
1960年代以降、山が利用されなくな
って植生が移り変わり、元の照葉樹
の森に戻りつつあるという。
林学芸員は「県内の標高の低い山地
はやがてシイノキを中心とした森に
なると考えられ、今後の山の植生に
とって重要な樹木。変わりゆく森に
目を向けてほしい」と話す。
5月20日 夕刊。

山がもこもこカリフラワーに 淡い黄色、
夏の始まりを告げる椎の木の林

京都新聞 5月20日 夕刊にこんな記事が掲載
山がもこもこカリフラワーに 淡い黄色、シイノキ花盛り
大津市中心部近くの逢坂山や長等山で、常緑広葉樹のシイノキが花盛り。
もこもこした形状がカリフラワーのようにも見え、山肌を淡い黄色に染めている。

記事を読んで「神戸の山も同じや!!」と。
この淡い黄色の森を見ると花粉症がぶり返す
と近づかず。でもこれは夏の始まりを告げる
椎の木の花だという。どんな花?だろうか?
ふと「お山の杉の子」の童謡が頭に??
椎の木林のすぐ傍のまるまる坊主の禿山は
いつでもみんなの笑いもの・・・・・・



椎の木の花 檜が終わっても この椎の木の花粉が飛ぶ でも私は大丈夫のようだ

インターネットで調べると椎の木って
こんなに枝いっぱい びっしりと細かい花を
つけるのや。
神戸の六甲は戦後どこもかしこも禿山で、
それが植林され、今は新緑に包まれる山に
よみがえった。
まさに、童謡「お山の杉の子」の歌の通り
椎の木もまた、たくさん植林されたのだと。

こんなことを知って、近くを見ると横尾道の
並木もまた白川峠の北の森も椎の木だった。

全く気が付かなかった新緑から夏の始まりを示す「カリフラワーの椎の木の森」
そして童謡「お山の杉の子」に込められた植林の話と結びついて・・・・・。
散歩で椎の木を見つけると ちょっぴりうれしくて、つい立ち止まって
青空に枝一杯の花をつけた椎の木を見上げる毎日です。

でも、まだ 花粉症残っています。 注意せねば・・・・
また、よく眺めた阪神間「甲山」がまだ禿山だった頃を思い浮かべていました



夏のはじまりを示すどんぐりの仲間の樹木
また、森再生の指標なんだと でも名残の花粉症には要注意

2019.5.21. 椎の木の森 白川峠 白川高御座山山腹で



横尾道 花を一杯付けた椎の木の並木道 2019.5.21.



令和改元の10連休が済んで、やっと落ち着記を取り戻した日常。
毎日眺め、歩く須磨横尾道界隈も新鮮に。
ここ数年だめだった夏到来を告げるヒマラヤの青いケシが六甲高山植物
園で咲きだし、湿地のクリンソウも今一番との報。夏がくる。
山登りの調子もかねて、 六甲高山植物園へ 咲きだした青いケシ・クリ
ンソウそして 毎年この時期楽しみにしている高山植物 駒草・オオヤ
マレンゲ・ウスユキソウに出会いに行こう
帰りは久しぶり油こぶしの登山道を下る。

夏到来を告げるヒマラヤの青いケシ・クリンソウ
そして高山植物も見頃と聞いて

六甲高山植物園へ 2019.5.24.



六甲高山植物園 2019.5.24.





ヒマラヤの青いケシ六甲高山植物園へ 2019.5.24.









梅雨入りはまだですが、もうすっかり夏
孫と遊ぶ機会が随分ふえ、孫たちもすくすくと



後期高齢者になって迎える新時代 仲間の元気を活力に!! 令和元年5月1日

折りしも、重厚長大の象徴「鉄鋼」から住金の名が消えた
高度成長から、成熟疲弊の時代を一緒に駆け抜けた我が身を振り返る
新生の息吹に満ちるとは言えずとも
お互い God be with you!! 元気に前向いてと
我が身の人生を振り返る 令和元年5月1日です



重厚長大の象徴「鉄鋼」から住金の名が消えた
高度成長から、成熟疲弊の時代を 一緒に駆け抜けた我が身を振り返る



5・6月同窓会シーズン
東京・神戸・京都・尼崎と仲間のつながりがうれしい
後期高齢になって 今でないとの思いも強い。
仲間との久しぶりの再会を楽しみました。







4月後半から5月 ２０１９年春 From Kobe の記録
新緑の神戸の街を元気に駆ける!!

野も山も街もひとも新生の息吹 by Mutsu Nakanishi



4月後半から5月 ２０１９年春
From Kobe の記録

新緑の神戸の街を元気に駆ける!!

物忘れがひどい後期高齢で迎えた令和元年の春、
HP更新が出来なかったFrom Kobeをたどるメモ記録

長々とお付き合いくださってありがとうございました



後期高齢者で迎えた令和の年の始まり
仲間がいる 仲間の元気を活力に!!
夏の兆しは本当に早くなりましたが、梅雨はまだこれから
不順な時節、お互い無理せず、体調変化にきをつけて
God be with you!!

from Kobe  Mutsu Nakanishi
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