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 By  Mutsu  Nakanishi 

 

Iron Road  縄文 ふらっと訪れた街の景色 日本各地に残る素晴らしい風景 

四季折々 每日歩く四季折々の西神戸の里・山・海の眺めも気に入っています 

歳をとるにつれ、遠くへはなかなか行けませんが、まだまだ元気 好奇心一杯 

思いつくまま 気が向くままの Country walk 

毎年 同じ景色を眺めるのも楽しみ ふと見かけた自分だけの景色の発見もうれしい 

全くの独りよがりの風景の羅列です。 

神戸で孫たちや仲間と過ごす機会も増えました。 

 私だけの歳時記。 また地球規模の気象の激甚化の影響も何気ない景色の中に見て取れ

る用になりました。いろんなことがデジカメ写真で残しておけば・・・との思いも。 

 God be with You!!  元気に前向いてと 

 おもいつくまま 気が向くままの風来坊 水行末 雲来末 風来末 

自分だけの景色をきざむ楽しみです  

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


 



2019 年 風来坊・Country Walk まえがき 

 掲載トピックス    2019.12.31. Mutsu Nakanishi 

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、 

一日 8000歩健康 walkも相変わらず続けることができました。 

後期高齢になりましたが、元気にうごけることに感謝しつつも、病気や困難と戦っている仲間が気にかかる。 

また、先に逝ってしまった仲間もいる。歩きながらも いろんなことが頭を駆け巡る。 

なかなか 遠くへ出かけられなくなり、God Be With You!! も口癖になりましたが、元気に前向いてと。 

今 地球温暖化で気象変動と環境が激変中。每日歩く中でも、経年をみると毎年毎年変わりゆく姿も見て取

れる。 

やっぱり地球温暖化の影響を捉えておこうとの思いもちょっぴりと。  

今年も近郊を歩く中で見つけた神戸須磨界隈の四季の景色が中心 季節を飾る草花 西六甲から見る山・海 

神戸の楽しみです。今年は早春カタクリの花に出会いに行けませんでしたが、来年はぜひと・・・・・・ 

毎年 同じやなぁ・・・・と思うのですが、毎年出会いにゆく楽しみはやめられません。 

年々 季節感が薄れ、また 感動も・・・・  

社会風潮か 地球温暖化の影響か それとも老化かも・・・・ 

でも そんな中で デジカメ写真をスライドに BGM も探して 動画にしてゆっくり楽しむ楽しみも。 

また、今年は孫たちと一緒に楽しんだ動画も随分作りました。 

一年一年また一年 私・家族の記錄にも・・・・・ 

         デジカメ写真で捉えた 2019 年風来坊 Country walk  

 

 寒さ我募る 1 月の末 こんなユーモラスな毛糸で着飾った大仏様ほか 毛糸を着飾った街にほっこり  



 

  

 

  



 

 

 



 

 

 

今年の秋は ラグビーワールドカップの試合にかじりついて 大興奮 

 



 

今年 紅葉は遅れましたが、関西どこでも 真っ赤に色づいて美しい秋景色に 

 

秋の終わり 横尾山の丘を真っ白に飾る兵庫県花「野路菊」 

毎日の散策路 須磨アルプス横尾道の丘に、待ち兼ねた兵庫の県花「野路菊」の花が丘一面を真っ白に  

今年も先に逝った仲間をゆっくり偲ぶ秋送り  2019.11.18.&11.26 

平和な生活 ともに生きるありがたさをかみしめ 心も新らた 

また 一年 前むいて お互いスクラム組んで 老いを笑顔で 
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11.【スライド動画】【Photo Album】  

2019京都の紅葉 永観堂・真如堂と八瀬・比叡山    2019.11. 22.&23.        1199wwaallkk1100..ppddff 

毎年楽しみにしている秋恒例の京紅葉探勝  毎年それぞれ 新しい発見も       
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   下記 インネットhhoommee  ppaaggee    22001199 風風来来坊坊記記事事掲掲載載リリンンククリリスストトのの ppaaggeeかかららアアククセセスス下下ささいい。。  

                UURRLL::  hhttttppss::////wwwwww..iinnffookkkkkknnaa..ccoomm//iirroonnrrooaadd//wwaallkk1199lliisstt..hhttmm  
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【Photoアルバム】 2月10日は「ニット(編み物)の日」 

暖かい冬の一日 ほっこりと 

 毛糸で着飾った「兵庫の津」界隈 walk 2019.1.22. 

清盛が整備した旧大輪田泊「兵庫の津」 

  

1月22日の神戸新聞に「街を包む毛糸 日常を飾る」の見出しで、旧兵庫の津界隈を毛糸で飾る街の展示催しの紹介

と共に大きな兵庫大仏の前に座る毛糸で編まれた小さな仏様が掲載されました。 

日本三大仏の一つに数えられる大きな兵庫大仏。 その前に毛糸で編まれた小さな仏様が座る姿の対比が本当にほほえ

ましく、寒い冬の朝に何か暖かい空気を運んでくれたように感じました。 

小春日和の一日 「今日のWalkは久しぶりに「兵庫の津」界隈へ。この仏様を見に行こうと。 

何度も歩いたことがある神戸の港界隈 

ですが久しぶり。 

清盛が開いた神戸の湊「兵庫の津」 

少し前になりますが、この地にあった古い 

古い中央卸市場が海側に移転整備され、 

跡地に大きなショッピングセンターが、 

立ち、運河と共に神戸の街の始まり 

「旧兵庫の津」。運河沿いに古い湊の 

家並みを残す街をとして整備された。 

また 海岸部は造船で栄えた神戸の港。 

港に沿って大小の造船会社の工場街 

海には大小の浮きドックが並び、造船 

現場がすぐ前で見られ、時折、そんな 

現場の空気が吸いたくて、ぶらぶら歩 

く街。 
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今回は、それにニットで着飾った兵庫の津の街と大仏様にも出会いたい。 久しぶりに 兵庫の津の先 神戸港の内海

に突き出た兵庫埠頭から港や 街の背後にある六甲の山並みを海からながめたいと。 

「兵庫の津」の記事を見て、日頃はそのまま通過する港界隈。すぐにプランが出来上がって、小春日和の一日を兵庫の

津界隈を楽しみました。 また、久しぶりに神戸の港の工場街 造船現場の空気にも触れることが出来て大満足。 

また一つ違ったうれしい港神戸の街歩きになりました 

 神戸の港の始まり 清盛が開いた兵庫の津 江戸時代には隆盛を極めた神戸の中心「兵庫」であった。  

その後幕末の開港を境に街の中心は東の「神戸」に移ったが、港神戸の中心として栄える。明治には 海の難所和田岬

を避けて、外海へ出るために兵庫運河が計画されたが、完成は明治32年末。新川運河はその一部で先に完成した。 

 

 



みなと神戸「兵庫の津」界隈 ほっこりwalk 2019. 1. 22.  

 
 1. 造船で生きる古い工場街と中小造船の浮きドックが並ぶ兵庫港界隈  

久しぶりに現場の空気を吸いに!! 

 



 

 

2. 毛糸で着飾った「兵庫の津」界隈 Walk 清盛が整備した旧大輪田泊 兵庫の津 

  毛糸で着飾った新川運河プロムナード  &  兵庫大仏の前に座す毛糸で編んだ仏様 

 



 

 

3.「兵庫の津」の今の海岸 神戸内港に突き出た兵庫埠頭の突堤から港神戸を眺める 

港神戸の海から兵庫港・神戸の市街地越しに六甲の山並みを眺める 

 



兵庫埠頭第三突堤南側岸壁より 兵庫埠頭の南側 新川越しに神戸港入口への水路・和田岬三菱重工神戸造船・新川河口

兵庫埠頭第一突堤北側岸壁より 東の外海に広がる港神戸・西に兵庫内港の神戸市街地越しに六甲の山並みを遠望



 

 

暖かい冬の一日  毛糸で着飾った「兵庫の津」界隈 ほっこり walk 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

2019.2.10. by Mutsu Nakanishi 

 

        【風来坊・Country walk】 この資料のスライド動画等 Internet file 

◆ Internet 暖かい冬の一日  毛糸で着飾った「兵庫の津」界隈 ほっこり walk 2019. 1.22. 

                     http://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1902hyougonotsu00.htm  

 ◆ スライド動画 http://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1902hyougonotsu.mp4 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1902hyougonotsu00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1902hyougonotsu.mp4
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                    待ちかねた春の訪れ!! 2019神戸の春  
4月卯月の春迎え  3月の毎日walkより    2019.4. 5.  

 

野山・海も街・里そして人も 新生の息吹に満ちて 

新しい出会いと出発に日々あらた 

 

３月２１日 東京・福岡ほかで桜の花が咲いたと聞く。  

Walkingの道すがら野山・海 街も里そして人も 

新生の息吹に満ちて変化してゆく神戸の春の訪れ  

特に今年は老齢と向きあう歳で迎える平成最後の春  

きびしい激動の時代に安閑としてはおれず。 

   

毎年のことですが、移り行く春の新しい発見に 

心躍らせ、「新生の息吹に満ちて」と胸膨らませ、 

新しい出会いと出発に日々新た。  

若い人も年寄りもスクラム組んでGood Day!! 

「心地よいゆでガエル日本」など吹っ飛ばそう!!  

  

新生の息吹を 胸一杯吸い込んで 希望の明日へこの春を元気に!!  

みんなに今年の春の息吹をスライド動画とphoto albumにして送ります。  

新生の息吹を 胸一杯膨らませて!! この春を!!    

また、自分の健康に感謝しつつも、 病気や老齢と闘っている仲間のことが気にかかる。  

ただ思いをはせることしかできませんが、この春を元気に!!  笑顔での復帰を願ってエ−ルを送る。 

2019.3.22. from Kobe   Mutsu Nakanishi 
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【スライド動画 待ちかねた春の訪れ!! 2019神戸の春】 

 

    

◆ 風来坊・Country walk  internet URL :  

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1904kobenoharuA00.htm 

 

 

【Photo アルバム】 待ちかねた春の訪れ!! 2019神戸の春  photo抜粋 

野山・海も街・里そして人も 新生の息吹に満ちて  新しい出会いと出発に日々あらた 

                2019.3月 西神戸妙法寺界隈のwalkingより 

  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1904kobenoharuA00.htm


  

 

 



 

山・海 街も里そして人も 新生の息吹に満ちて 日に日に変化してゆく神戸の春の訪れ 

特に今年は老齢と向きあう歳で迎える平成最後の春 きびしい激動の時代に安閑としてはおれず 

毎年のことですが、移り行く弥生3月新しい発見に「新生の息吹に満ちて」と胸膨らませ、日々新た。 

                                    . 

若い人も年寄りもスクラム組んで 毎日 Good Day!! 心地よいゆでガエル日本」など 吹っ飛ばそう!! 

自分の健康に感謝しつつも、ただ思いをはせることしかできませんが、 

新生の息吹を 胸一杯に膨らませてこの春を元気に!! 笑顔での復帰を願ってエ−ルを送る。  

 2019.3.22. from Kobe Mutsu Nakanishi 

 

 

Pdf fileにインターネットリンクが張れることが分かりましたので、本掲載記事のURLを添付  参考まで 

◆ 風来坊・Country walk    

待ちかねた春の訪れ!! 2019神戸の春  毎日walkより 4月卯月の春迎え  

internet URL :  

 ◎ Web:掲載 https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1904kobenoharu00.htm 

   ◎ スライド動画 https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019walk/19walk04.mp4 

 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1904kobenoharu00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019walk/19walk04.mp4


    【Photo Album】待ちかねた春の訪れ!! 2019神戸の春  
4月卯月の春迎え  3月の毎日walkより    2019.4. 5.  

 

野山・海も街・里そして人も 新生の息吹に満ちて 

新しい出会いと出発に日々あらた 

 

３月２１日 東京・福岡ほかで桜の花が咲いたと聞く。  

Walkingの道すがら野山・海 街も里そして人も 

新生の息吹に満ちて変化してゆく神戸の春の訪れ  

特に今年は老齢と向きあう歳で迎える平成最後の春  

きびしい激動の時代に安閑としてはおれず。 

   

毎年のことですが、移り行く春の新しい発見に 

心躍らせ、「新生の息吹に満ちて」と胸膨らませ、 

新しい出会いと出発に日々新た。  

若い人も年寄りもスクラム組んでGood Day!! 

「心地よいゆでガエル日本」など吹っ飛ばそう!!  

  

新生の息吹を 胸一杯吸い込んで 希望の明日へこの春を元気に!!  

みんなに今年の春の息吹をスライド動画とphoto albumにして送ります。  

新生の息吹を 胸一杯膨らませて!! この春を!!    

また、自分の健康に感謝しつつも、 病気や老齢と闘っている仲間のことが気にかかる。  

ただ思いをはせることしかできませんが、この春を元気に!!  笑顔での復帰を願ってエ−ルを送る。 

2019.3.22. from Kobe   Mutsu Nakanishi  











【スライド動画】 & 【Photo アルバム】 

4月後半から 5月 ２０１９年春 From Kobe の記録 

野も山も街も人も新生の息吹 新緑の神戸の街を元気に駆ける!!  

 

 

 

5月体調を崩したこともあって、home page を更新できませんでしたが、この春は「平成」から「令和」に替わる

大きな時代の転換点。  今の時代を映すかのごとく、猛スピードで春が駆け抜けてゆく。  

長らく日本の屋台骨を支えた重厚長大産業の象徴「鉄鋼」の再編がさらに進み、「住金」の名も消えた。  

青年・壮年の一番充実した昭和・平成の時代が終わり、後期高齢で迎える新しい年であり、 

今日本にとっても大きな転換点 どこへ向かってすすんでゆくのだろうか・・・。 

愚痴は言うまい。若い人にまかせねばと思いつつも寂しさもある。  

目まぐるしく変わり行く時代の転換点の今、この春の行動記録と 2019神戸の春の様子を記録ておかねばと、 

4月後半から 6月初旬にかけて、 新緑の神戸で過ごした記録をスライド動画に集積しました。  

 

最近は、すっかり会社人間的な付き合いが抜けて、神戸中心の勝手気ままな神戸中心の風来坊生活。 

好奇心いっぱいの毎日健康 walkに励んでいることと、仲間との語らいや孫と遊ぶ機会が増えました。・  

家にいることが多かったこの 5月は 平成の時代に思いを馳せ、 

仲間のありがたさを感じつつ、自らの道歩いてきた道を振り返る良い機会になりました。 

また 、老化や病気など幾多の困難の中で 新しい時代を迎えた仲間にも思いをはせています。  

知力・行動力・好奇心の衰えを感じつつも、  

家族・仲間がいる!! 今を元気に!!と奮い立たせています。 
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 【Photo アルバム】  4月後半から 5月 ２０１９年春 From Kobe の記録 



【西六甲の春の縦走路を飾るミツバツツジと展望 2019.4.13. 鉄拐山で】 

 

   

 

【若草の街も山も萌え 新生の息吹 一機に若草色に 須磨寺の弘法市も大賑わい 2019.4.20.】 

 

 

 



【緑の森 総合運動公園 競技場も球場も葉目のシーズン イン 歓声がこだまする 2019.4.20.】 

 

【令和元年 新しい元号の始まりは新緑の八瀬で 2019.5.1.】 

 

 

    

【毎年春恒例の新開地音楽祭 今年は Live Hause & Street Liveを巡りました 2019.5.11.】 

 

 



【ピンチヒツタ－で孫と神出雌岡山楽農センタへで 楽農体験 2019.5.12.】 

 

【 衣替え 一機に夏のムードに 2019.5.20.】 

 

       【 暑い夏日 栂尾山へ直登 「天国への階段」  2019.5.20.】  

 

【 春恒例の掉尾を飾る須磨離宮野バラ展  2019.5.20.】 

 

 



 
【椎の木の森  幼いころの禿山の甲山や童謡「お山の杉の子」をおもいだしました 2019.5.20. 】 

 

 

 

 

 



   【 夏到来を告げる六甲高山植物園の高山植物 今年はヒマラヤの青いケシも 2019.5.24. 】 

 

 

 

 

 



 【6月 梅雨入りは未だなのですが、 庭ではアジサイが咲いてすっかり梅雨・初夏モード】 

 

 

【 雨上がりの快晴 もうすっかり夏空 孫の海釣りにつきあって 須磨の海で遊ぶ 2019.6.3.】 

 

 

 



       【5月後半から 6月は例年 同窓会シーズン 仲間との再会を楽しみました】 

      高度成長から成熟停滞の時代へ 共に駆け抜けた仲間 折りしも 鉄鋼住金の名が消えた 

 後期高齢で迎える「令和」の新しい時代 想いも人それぞれ ひとしお 

 

若草町から眺める須磨アルプス と 須磨アルプスから眺める若草町ほか北のニュータウン 

 

 

   

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

    【参考】    4月後半から 5月 ２０１９年春 From Kobe の記録 

野も山も街も人も新生の息吹 新緑の神戸の街を元気に駆ける!!  

          ◎ 和鉄の道 home page 掲載サイト 

                  URL: https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1906maykobewalk00.htm 

           ◎ スライド動画  

         URL: https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1906maykobewalk.mp4 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1906maykobewalk00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1906maykobewalk.mp4


 【スライド動画】&【Photo アルバム】 

6月 夏の始まり 梅雨時の晴れ間 毎日walk 

            久しぶりに須磨アルプス東山walk 2019.6.13 

 

 

6月 不順な天気の中、晴れ間は快晴のもう夏日。 最も近畿はまだ梅雨になっていないのですが・・・・・・ 

久しぶりに須磨アルプス馬の背の荒々しい岩稜を眺めたい。澄みわたる青い海 大阪湾の対岸がみえるかも・・・・・

と 久しぶりに須磨アルプス東端の東山の周回コースをめぐることに。  

5月調子を崩して、動けずホームページ更新もパスしていたのですが、猛スピードで新緑の春景色が通り過ぎ、いよい

よ6月夏の始まり。 調子も回復して いつもの風来坊生活に。 毎日眺め、歩く須磨横尾道界隈も新鮮に。 

夏到来を告げる青いケシが六甲高山植物園で咲きだしたと聞いて、 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 夏到来の指標 クリンソウと高山植物に出会いに。  

令和改元の10連休が済んで、やっと落ち月を取り戻した日常。  

目まぐるしく変わる天候と共に、庭先ではアジサイが咲き、 あざやかな緑の葉にいる蝶の幼虫は突然口から黄色の

渦巻き状の角? を出す。 もうピ クリ。初めてです。  

近郊の田園地帯では田に水が入り、「空澄み渡る」の素晴 らしい水田園風景。忙しく立ち働く人の姿が見える。 

青空を流れる雲も海も何とはなしに違って見える。 

高速道路土手斜面や横尾道際に咲く白い野草「ヒメジョオン」も 「夏の到来を告げる花」と聞くと違って見えてく

る。東山山腹の登山道脇には群生していて、今まで知らなかった夏到来の景色に。また、いつもながめる   

中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
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この春 孫と遊ぶ手立てにと始めた 「スマホの地図とGPSで探す宝さがし:GEOCACHING」。  

近くのポイントでは なかなか見つけられませんでしたが、高倉山のポイント でやっと発見。  

Walking途中 ちょっと立ち寄っての新しい三角点探しのたのしみです。 

 

 

   

  
天候不順な時節 晴天に恵まれ、久しぶりの須磨アルプスwalking  

青空の空気を胸一杯一杯 眺める山・街・海の景色も新選でした 2019.6.13.  

 

6月 夏の始まり 目まぐるしく変わる不純な天候の晴れ間  

夏の始まりを感じた久しぶりの須磨アルプス東山walk スライド動画で。   

今年はまだ梅雨入りしていませんが梅雨時の不純な季節  

体調変化に気を付けて   

元気にこの夏を乗り切りましょう。 

2019.6.13.  from Kobe   Mutsu Nakanishi 

 

 

 



 

 

    6月の庭先で  紫陽花が咲き 夏の草花への植え替えの苗 そして緑の葉には蝶の幼虫 この時期ならでは 

 

 

外人から火が付いたと聞くスマホ片手に地図とGPSでの新しい宝探し  高倉山で1つ宝を見つけました   

 



久しぶりに東山から須磨アルプス馬の背のガレをながめに  東山の山腹は夏の訪れを告げる白い花が一面に 

 

 

 

北の若草町から眺める須磨アルプスと東山から眺める北の眺望  

 

 

 

【参考】  和鉄の道 home page 掲載サイト  

     ◎  home page 掲載サイト   久しぶりに須磨アルプス東山walk 2019.6.13 

                  URL: https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1906sumaalpuwalk00.htm 

           ◎ スライド動画  

         URL: https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1906sumaalpuwalk.mp4 

東山    馬の背        横尾山             

                 若草町      鵯越 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1906sumaalpuwalk00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1906sumaalpuwalk.mp4


 【スライド動画】&【Photo アルバム】 

2019年梅雨時 西六甲鉄拐山の展望】 2019.7.3. 作成 

梅雨時の晴れ間 初夏の素晴らしい入道雲 

神戸の山海・青空にもくもく湧き上がる入道雲 梅雨のもやもやを ぶっ飛ばせ!!    
■ スライド動画URL:  下のリンクをクリックするとスライド動画が再生されます 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1907shokanokumo.mp4 

 

 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1907shokanokumo.mp4
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■ スライド動画URL:  下のリンクをクリックするとスライド動画が再生されます 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1907shokanokumo.mp4 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1907shokanokumo.mp4


ひまわりの夏2019    by Mutsu Nakanishi 

小野市ひまわりの丘 & 西播磨千種川が流れる佐用旧南光町のひまわり畑 

 

太陽に顔を向ける明るいひまわり 今年もうれしい出会いができました 

 不順な天候が続いた梅雨もやっと開けて、真っ青な空 

    暑さには閉口ですが、明るいひまわりの夏到来 

            後期高齢になって迎える令和の新時代で迎える初めてのひまわりの夏 

    ひまわりにも元気をもらいつつ、お互い無理せず 元気に 

          2019.8.1.      from Kobe   Mutsu Nakanishi 

【スライド動画】2019 ひまわりの夏 ひまわりwalk  2019.7.17. 

小野市ひまわりの丘 & 西播磨たたらの山郷 佐用(旧南光町)のひまわり畑 

 
今年も小野のひまわりの丘 & 千種川が流れ下るたたらの郷佐用のひまわり畑を訪ねて 

      :元気に顔を太陽に向けるひまわりたちに出会えました 
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【スライド動画 アルバム】 ■ ひまわりの夏2019 明るく元気なひまわりたち ■ 

  東播磨小野市ひまわりの丘 & 西播磨たたらの山郷 佐用(旧南光町)のひまわり畑  2019.7.17. 

 

■【スライド動画】の収蔵サイト 和鉄の道 2019 ひまわりの夏 ひまわりwalk  2019.7.17. ■  

     https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm 

 

毎年 梅雨が明け、太陽と青空がもどってくると訪ねる播磨のひまわり畑 

今年はまだ梅雨明けが遅れていますが、播磨のひまわり畑でひまわりが盛り ひまわり祭りのニュースに  

梅雨の晴れ間 播磨のひまわり畑をたずねました。 例年原チャリで行くのですが、 今年は雨の心配も・・・・・ 

友達の案内もかねて、家内も行くというので、3 人家内の運転で播磨の田園を抜けて西播磨の山郷 佐用のひま

わり畑へ。今年は季節感が全くくるっているので、どのひまわり畑が盛りなのか? 自信なし。 

毎年夏の到来にあわせてでかける私の夏迎え、 青空が顔を出した梅雨の晴れ間  

降りそそぐ太陽に一斉に顔を向ける播磨のひまわり畑を訪ね、うれしい1日となりました 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm


■小野市清谷 ひまわりの丘 ひまわり畑 西播磨の田園地帯が広がる道175号沿い ■ 

 

■ 小野市ひまわりの丘から 西播磨佐用古代たたらの郷のひまわり畑へ ■ 

 
小野のひまわりの丘から 西播磨の古代たたらの山郷 佐用へ向かう。国道175号線を北へ少し走れば、中国自動車

道滝野 IC。西播磨の奥の佐用へは 中国自動車道滝野 IC→山崎

IC→県道53切窓峠越の道。原チャリだと中国道沿いに、田園

地帯を眺めながら走り抜けるのですが、今日は中国道に入って

一機に宍粟市の中心 山崎へ。 

山崎 ICを出て、いつもの県道53号線、中国山地の山間 両

側を山にはさまれた山崎断層の中の峠道を佐用へ。  

ほとんど交通のない静かな峠越 杉林の美しい山中、切窓峠・

八重山峠を越えると千種川の流れくだる佐用旧南光地域。 

峠下の下三河三差路から南に折れると千種川が流れ下る佐用旧

南光(河岸段丘が広がる古代たたらの郷 旧南光町徳久地区へ。  

四季折々の風景を見せてくれるほこりした山郷で、この4月に

カタクリの花と漆野光福寺の一本桜「大糸桜」を訪ねました。  

今回は千種川沿いの各集落が休耕田を利用して河岸段丘に少しづつ時期をずらせて作るひまわり畑そして すぐ南の旧

三日月町へも。姫新線と志文川に沿う宝蔵寺のひまわり畑。 ひまわり畑と列車と川の流れ 良く知られたビュ-ポイン

トへも訪ねたい。 

北の千種から山間を流れ下ってきた西播磨の大河 千種川 野の郷で千種川は南から西に方向を変え、古代たたらの山郷

徳久地区にはいる。千種川と下野の里を渡る中国道の赤い高架橋をくぐると狭い山間の漆野の郷。 

千種川を挟んで、北に漆野本村・南に漆野段集落 今は漆野段集落のひまわり畑が盛りという。 



西播磨古代たたらの郷の山里のひまわり畑【1】 

    ■ 清流が流れ下る千種川の佐用古代たたら跡 漆野段集落のひまわり畑 ■  

 

清流千種川が流れ下る漆野 河岸段丘の両側の丘に本村・段の集落 ひまわり畑が盛りの南の段集落のある丘へ登る 2019.7.17.  

 

西播磨古代たたらの郷の山里のひまわり畑【2】 

■ 千種川の東岸河岸段丘  広大な段々畑に広がる 東徳久林崎集落のひまわり畑 ■ 

漆野から千種川を少し下ると左東側一帯は段々に広がる田園地 その先に東徳久・林崎のひまわり畑がひろがり、 

ひまわり畑の目印野球場が見える。今年は訪ねた時期が少し遅く、盛りを過ぎていましたが、広大なひまわり畑。 

今年もうれしい出会いに。 

 



 

西播磨古代たたらの郷の山里のひまわり畑【2】 

■ 千種川の東岸河岸段丘  広大な段々畑に広がる 東徳久林崎集落のひまわり畑 ■ 

 

 

 
 

■【スライド動画】の収蔵サイト 和鉄の道 2019 ひまわりの夏 ひまわりwalk  2019.7.17. ■  

       https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm
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今年も酷暑と台風・集中豪雨が各地を襲い、西神戸・東播磨にも警報が何度も出ましたが、さいわい大きな被害も出ず、

さわやかに吹き渡る風が一面黄金色になった田園を黄金の波を巻き起こしながら渡ってゆく。 

少し遅れましたが、真っ赤な彼岸花も咲き出しいつもの秋景色。 

1. 西神戸 神出の田園地帯から西へ 加古川市上荘から福甸峠を越えて 小野市きすみ野へ 

     福甸峠から眺めるきすみ野 秋の棚田と紅山山麓を真っ白に染める蕎麦畑 

  

西神戸の神出の里から西へ神出の里から加古川の土手に出て、上荘橋を渡り、小野ｱﾙﾌﾟｽの麓 この時期 彼岸花と一緒

に小野ｱﾙﾌﾟｽの山裾にひろがるきすみ野の蕎麦畑を目指す。  

実りの秋を迎えた田園と山裾にひろがる蕎麦の白い花。 

清楚な小さな花 畑一面まっ白に広がる曾場畑は土筆い秋景色。花が小

さいので、一つ一つ見ることはあまりないのですが、写真に撮っておお

きくすると白い清楚な花が浮かんで見える。荒れ地や休耕田にほっとい

ても育つというのですが、この白い花 美しい。今年のお目当ての一つ。 

花言葉を調べると「懐かしい想いで」。  

のんびりと畑の蕎麦に座って 蕎麦の花が咲く田園風景を楽しむのが毎

年の楽しみ。  



私にはこの蕎麦の花と時期がもう少し後になりますが、丘一面を染める真っ白な野路菊を眺めるのが好き。 

老いゆく歳を迎え、ぼんやりと色々思いめぐらしながら、周囲の秋景色を眺めて時を過ごす。  

 

 

小野ｱﾙﾌﾟｽ紅山の小さな枝尾根のくぼ地一面を真っ白に染める白い花。今年はぜひ出会いたかった景色でした。 

すぐ近くのJR小野町駅の駅そばで昼を取るのですが、残念ながら休み。 

でも 今年はきれいな蕎麦畑の写真がとれて 想いもひとしお。 

 



   

   

2.. 北播磨 妙見山山麓 加古川に合流する杉原川域多可町の間子の里に咲く彼岸花を訪ねる 

小野からR175沿いの広い田園地帯を北にぬけ、滝野・社 ICから西脇の街を抜けて多可町へ 

  

コンビニのアンパンをほうばりながら、実りの秋を迎えた加古川添いに広がる田園地帯を北へ抜けて、 

西脇市の奥 加古川に合流する杉原川域多可町の間子の里に咲く彼岸花を訪ねる。 

この多可町はすぐ北はもう中国山地で、田園地が広がる街の北側中央にどつしり妙見山がそびえ、両側を山にはさ

 



まれ、南に広がる田園地帯。最近は三木市吉川や加東市とならぶ兵庫の酒米「山田錦」の産地として有名で、 

実りの秋には酒米の里の旗が翻り、真っ赤な彼岸花が畦を飾る知る人ぞ知る彼岸花の里。 

間子の里では畦や集落の田舎道にも彼岸花が咲く小さな里。一時は観光化してちょっとと・・・・・と思いました

が、今はまた落ち着いた彼岸花の里景色が楽しめる風情に。また、どっしりと構えた妙見山に出会えるのも楽しみ。 

西脇の街から山間を通り抜ければ、正面に妙見山が姿を現し、多可町の田園地帯に入る。  

と道すがら、黄金色一色の田園のあちこちに真っ赤な彼岸花か咲き、遠く黄金色の波が渡る向こうに旗がいくつも

翻っている。東播磨の初秋の風

物詩 ごくありふれた田舎の風

景ですが、心惹かれる景色です。  

妙見山の名前が示す如くこの地

は生野から東へ銅鉱脈地帯の中

にあり、この山からも古くから

銅を採取した採銅所。  

妙見山の南麓には古墳が連なり、

古代から開けた重要地で、かつ

ては西脇の野村町から多可町の

中心鍛冶屋まで JR 鍛冶屋線が走っていた。随分訪れていないような気がするか、原チャリを走らすと道筋が何

とはなしにわかる。  

 

 

 
    かつての人波が去って ゆったりと集落の中を歩いて、すぐそばまで近寄って 花を一人占めです。 

思い思いのアングルで撮影できる楽しみ。随分白い彼岸花がふえたようだ。 



 

 

以前より、この妙見山の銅採掘が見直され、

もう少しきっちりレビュ-されれはされれ

ばいいのになぁ・・・ 

の想いがあり、久しぶりに一番奥 妙見山

の登山口にある北播磨余暇村公園に立ち寄

って帰る。 

ここには古い採銅所跡の遺構がそのまま残

り、銅の南蛮吹きについても展示かあった

と記憶しているのですが、 

ちょうど係の人が出払っていて、展示場の

中へ入れずでした。 

 

 

 

 

    良く晴れた心地よい日に 堂々とした妙見山 そしてその山裾 多可町間子の里の彼岸花や里風景が見られて

満足感一杯。 新聞やニュ-スで聞かなくなって どんなふうになっているのかなぁ・・・と思っていましたが、

一安心。田園地の北の妙見山側から南の間子集落を眺めながらもと来た道を国道175号西脇へ戻ってる。 

 まだ 時間もあり、帰り道 中国道 滝野・社 ICのすぐ東 酒米の里加東町木梨の里に立ち寄って帰る。    



   3.  帰り道 中国道 滝野・社 ICのすぐ東 酒米の里加東町木梨の里に立ち寄って帰る 

剣菱が守り育てた幻の酒米「愛山」の栽培地 剣菱の旗が実りの田に幾本も翻る 

 

今日は北からの帰り 中国道 滝野・社 ICとR175のクロスからす東に折れて、三草山の麓から 

木梨の里に入る。中国道のガードをくぐるとパッと木梨の里の田園地帯が広がり、剣菱の旗が黄金草 

山の麓から中国道をクロスして色の波の中に見える。ことしもうまい酒が飲める。 

うれしい酒米「愛山」の里の秋です。  

中国道沿いの加東市から三木市 

吉川にかけては兵庫県産の酒米

「山田錦」の名産地。 

初秋実りの秋を告げる酒蔵の旗 

が他の畦に幾本も翻り、東播磨に 

実りの秋をを告げる風物詩。 

  中国道滝野・社 ICのすぐ東にあ 

る加東市木梨の里は里人と灘の 

酒蔵剣菱が守り育てた幻の酒米 

「愛山」の栽培地としても良く知 

られる。 

たわわに稔った稲穂の畦を飾る 

彼岸花の風景が美しい事もあっ 

て毎年この時期訪れる酒米の郷です。今年はどうも 畦を飾る彼岸花が遅れているようだ。 



 

  
真っ青な空に流れる秋の雲が美しい一日 原チャリで駆けまわった一日ですが、東播磨の美しい初秋の

風景に出会えました。 真っ赤な彼岸花と黄金色の田園に波を起こしながら渡る秋の風 小野市きすみ

野の満開の蕎麦畑 久しぶりに訪ねた多可町の妙見山と間子の里の彼岸花。 

これで やっと夏から秋の切り替えが出来ました。うれしい秋のいた日でした。 

想いをめぐらす秋 ひとそれぞれに Happy Autumnへ   戸外に飛び出すのもよし 今を元気に  

 

                                   2019.9.25. From Kobe   Mutsu Nakanishi 



【Photo Album】   2019秋桜 東播磨 加古川市志方の郷で 2019.10.23.                                                                         

                                   Happy Autumm 秋真っ盛りに 

 

コスモス畑を心地よいそ風が渡りゆき 秋真っ盛り 今年も田園をピンクの絨毯に埋め尽くすコスモスに出会えました 

東播磨の秋の風物詩 2019 コスモス 今年も加古川西岸の丘陵地が続く田園地帯加古川市志方の郷のコスモス畑を訪

ねることが出来ました。ここ最近の夏の酷暑と集中豪雨に コスモス畑の手入れ維持の作業が年々厳しくなってコスモ

ス畑栽培をあきらめる里が多くなり、田園一面をピンクに染め上げるコスモス畑か見られなくなるのでは? と心配し

ていましたが、今年も志方の郷広尾や高畑の里で田園に広がるコスモス畑に出会えました。 

 

四方を里山に囲まれた志方の郷 真っ青な青空を送電線が渡り、田園一面をピンクに染め上げるコスモス畑 

ここちよい秋の風にゆっくりと揺れるコスモス 2019秋桜 秋真っ盛りを感じる毎年私の一番好きな景色です 

 

中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
スタンプ



 

また、この志方の田園に綿花畑を作り、加古川の地場特産加

古川コットンの復活を目指す人たちがいる。 

かつて 阪神・播磨地方では綿花の栽培が盛んで、それが関

西に紡績を起こし、そしてさらに現在の科学産業のベースに

なった。そんな話を教科書で習ったが、まだ小さいですが、

そんな綿花畑が志方のコスモス畑の一角に今黄色い花と綿花

(綿のみ)を付けている。綿花畑を見るのは初めて。 

昔は一面に綿花畑が広がり、綿花を積む人たちがこの光景の

中にあったのだろう。 成功するといいなぁ…・と。 

 

 

志方の田園地帯の真ん中をコスモス畑を眺めながら 東から西へ突ききっ

て里山の山裾に西国三十三か所二十三番札所一乗寺の道路標識を見つけ、

久しぶりに一乗寺へ。 

一番最初に志方の郷へ訪れたきっかけ

の一乗寺。今日とは別に西の北条鉄道

法華口からてくてく歩いて山中のお寺

へ。 

もう随分昔 長い急な石段と国宝三重

塔が緑に包まれてあて、随分帰り道も

歩いた記憶だけが残っている。  

こんなに志方の郷の近くだったのだろうか…と。 

 



  

  

毎年出かける志方の郷の秋桜。 

毎年同じにみえても 毎年ちがう出会い。 

また 新しい発見も・・・・・ 

今年もうれしい志方の郷のコスモスwalkになり 

ました。 

でも 年々の変化の中で 地球環境の変化がコス 

モスにも大きな影響を与えていることを実感した   

2019秋桜でした。 

たぶん 多分こちらも見る目が随分変わっている 

のだろうと。 

また、今年はコスモス畑が中止となった志方の中 

央飯坂や城山の北側野尻の里でも来年秋にはコス 

モス畑が復活できるのを期待しています。・ 

     

寒くなってゆきますが、お互い無理せず元気に!!  

忘れない 忘れまい みんな仲間がいる  我が道をしっかりと  God be with You!!  

 2019.11月 From Kobe    Mutsu Nakanishi  

 

 ◆【風来坊・Country Walk】 スライド動画 2019秋桜 東播磨 加古川市志方の郷で 2019.10.23.  

           https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1911cosmos00.htm                                                                       

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1911cosmos00.htm
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【スライド動画】・【Photo Album】 

         2019京都の紅葉 永観堂・真如堂と八瀬・比叡山 2019.11. 22.&23.  

 

今年は関西でも 久しぶりに鮮やかに色づいた真っ赤な紅葉を神戸でも見ることが出来ましたが、 

        毎年楽しみにしている秋恒例の京紅葉探勝  

        円山応挙に始まる日本画の系譜をたどる展覧会観賞 比叡山の最高峰 大比叡にものぼりました 

        毎年の京都紅葉の探勝コース でも 毎年それぞれ 新しい発見も 

        今年もうれしい京都紅葉探勝が出来ました  

 

  

  

保存ファイル スライド動画 & photoアルバム 

 【写真album  2019京都の紅葉 永観堂・真如堂と八瀬・比叡山    2019.11. 22.&23. 】 

            ◆ mp4 スライド動画 【5:00・24MB】 ◆ web記録  ◆ 動画のphoto Album 【88P・14MB】 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/191２kyomomizi.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/191２kyomomizi00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/191２kyomomiziphoto.pdf
中西睦夫
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  ◆ 秋恒例の展覧会 円山応挙から京都画檀へ 日本画の系譜を辿る     百花繚乱! 円山・四条鑑賞  

 

 

 



◆ 東山 鹿ケ谷界隈 紅葉を訪ねて歩く   永観堂・法然院・真如堂 そして黒谷 金戒光明寺 

 

 

                                                                                          . 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

保存ファイル スライド動画 & photoアルバム  

【写真album  2019京都の紅葉 永観堂・真如堂と八瀬・比叡山    2019.11. 22.&23. 】 

◆ mp4 スライド動画 【5:00・24MB】 ◆ web記録 ◆ 動画のphoto Album 【88P・14MB】 

 

                                           2019.12.5.  by Mutsu Nakanishi\ 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/191２kyomomizi.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/191２kyomomizi00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/191２kyomomiziphoto.pdf

