
              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 

中西睦夫
スタンプ



22001177  風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk    ももくくじじ  

山山歩歩きき・・里里歩歩きき・・街街歩歩きき  22001177      1188件件記記載載  

風来坊 Country walk 【16】山山歩歩きき・・里里歩歩きき・・街街歩歩きき  22001177    

  

11..  22001177年年新新春春  １１日日８８００００００歩歩・・早早歩歩きき２２００分分  健健康康 wwaallkk                      1177wwaallkk0011..ppddff      

    気気分分はは好好奇奇心心  一一杯杯のの探探検検気気分分新新春春のの西西神神戸戸近近郊郊をを巡巡るる    22001177..11..11..--11..1199..  

22..  国国指指定定重重要要無無形形文文化化財財  神神戸戸市市妙妙法法寺寺  車車のの里里  車車大大歳歳神神社社のの「「翁翁のの舞舞」」        1177wwaallkk0022..ppddff  

    前前年年のの実実りりにに感感謝謝しし、、そそのの年年のの豊豊作作をを祈祈るる新新春春のの伝伝統統行行事事    22001177..11..1144..夜夜  

33..  22001177年年早早春春  西西神神戸戸神神出出のの里里のの雌雌岡岡山山梅梅林林をを訪訪ねねるる                            1177wwaallkk0033..ppddff  

      春春をを運運ぶぶああたたたたかかなな陽陽気気にに  弥弥生生 33月月  どどここかかでで春春がが生生ままれれててるる  22001177..22..2266..            

44..  早早春春  柔柔ららかかいい日日差差ししがが差差しし込込むむ里里山山のの林林のの中中をを歩歩くく                                            1177wwaallkk0044..ppddff  

      白白川川かからら藍藍那那・・星星和和台台へへ  幻幻のの街街道道  白白川川・・藍藍那那古古道道((徳徳川川道道))          22001177..33..2222..  

55..【【春春のの PPhhoottooアアルルババムム】】神神戸戸のの春春到到来来 22001177  待待ちちかかねねたた春春  CCoouunnttrryy  WWaallkk            1177wwaallkk0055..ppddff  

      早早春春かからら春春爛爛漫漫へへ  駆駆けけ抜抜けけててゆゆくく神神戸戸のの春春をを追追いいかかけけてて、、神神戸戸近近郊郊 WWaallkk        

22001177..３３月月中中旬旬−−４４月月初初      

66..【【写写真真アアルルババムム】】22001177春春  たたたたららのの郷郷  西西播播磨磨佐佐用用へへ  原原チチャャリリでで駆駆けけるる            1177wwaallkk0066..ppddff  

        22001177春春  たたたたららのの郷郷  西西播播磨磨佐佐用用へへ播播州州路路をを原原チチャャリリでで駆駆けけるる」」  22001177..44..1122          

          11..佐佐用用へへのの播播磨磨路路  花花街街道道    

              11..11..  西西神神戸戸・・小小野野かからら北北条条・・加加西西へへ  桜桜堤堤ををトトララババーースス    

              11..22..  中中国国道道にに沿沿っってて  新新緑緑とと桜桜のの山山崎崎断断層層のの中中をを山山崎崎・・佐佐用用へへ    

              11..33..  宍宍粟粟((山山崎崎))とと佐佐用用をを隔隔ててるる切切窓窓峠峠をを越越ええてて佐佐用用へへ  

          22..千千種種川川がが流流れれ下下るる古古代代たたたたららのの郷郷  佐佐用用のの桜桜    

                22..11..  古古代代たたたたららのの里里のの一一本本桜桜  漆漆野野  光光福福寺寺のの大大糸糸桜桜    

                22..22..  姫姫新新線線のの列列車車がが走走るる志志文文川川  のの花花堤堤  久久保保大大橋橋    

          33..春春のの妖妖精精  カカタタククリリ  旧旧三三日日月月町町  弦弦谷谷  冷冷たたいい風風にに立立ちち向向かかっってて、、身身をを震震わわすす  

          44..wwaallkkをを振振りり返返っってて  22001177年年  西西播播磨磨佐佐用用へへ播播磨磨路路原原チチャャリリ wwaallkk  帰帰路路でで    

77..  22001177年年春春  ミミツツババツツツツジジがが岩岩尾尾根根をを彩彩るる須須磨磨アアルルププスス  馬馬のの背背をを歩歩くく            1177wwaallkk0077..ppddff  

久久ししぶぶりりにに栂栂尾尾山山階階段段をを登登っってて  栂栂尾尾山山・・横横尾尾山山かからら馬馬のの背背かからら東東山山      22001177..44..1199..  

88..  22001177  ひひままわわりりのの夏夏  恒恒例例のの夏夏迎迎ええ  播播磨磨ののひひままわわりり畑畑をを訪訪ねねるる                          1177wwaallkk0088..ppddff  

11..東東播播磨磨のの田田園園地地帯帯ににああるる小小野野市市浄浄谷谷  ひひままわわりりのの丘丘                                22001177..77..1199  

        22..西西播播磨磨千千種種川川がが流流れれ下下るるたたたたららのの里里  佐佐用用町町旧旧南南光光ののひひままわわりり畑畑        22001177..77..2200..  

                  ●●  たたたたららのの里里  漆漆野野段段集集落落ののひひままわわりり畑畑    

                  ●●  ひひままわわりり祭祭ののメメイインン会会場場  林林崎崎ののひひままわわりり畑畑  

99..  <<比比叡叡山山 wwaallkk    古古道道  雲雲母母坂坂  &&  八八瀬瀬ケケーーブブルル>>                                                            1177wwaallkk0099..ppddff  

緑緑のの雲雲母母坂坂をを登登っってて比比叡叡山山延延暦暦寺寺へへ  帰帰りりはは八八瀬瀬ケケーーブブルルでで      22001177..55..22..  

1100..  梅梅雨雨入入りり前前「「麦麦秋秋」」のの播播州州路路  播播磨磨富富士士「「高高御御位位山山」」へへ                22001177..55..1177  ..  1177wwaallkk1100..ppddff  

1111..  西西六六甲甲縦縦走走路路のの須須磨磨「「鉄鉄拐拐山山」」山山頂頂かかららのの展展望望  WWaallkk                                            1177wwaallkk1111..ppddff    

          六六甲甲連連山山&&神神戸戸やや大大阪阪湾湾  絶絶好好のの大大展展望望所所がが誕誕生生                      22001177..55..1166..  

  

  

------    次次ペペーージジにに続続くく    ----------  



  

  

1122．．若若草草山山かからら最最短短ルルーートトでで  南南ににそそびびええるる高高取取山山へへ              22001177..55..77..&&  66..55..      1177wwaallkk1122..ppddff  

崖崖下下のの周周囲囲かからら取取りり残残さされれてて残残るる不不思思議議なな谷谷筋筋地地形形をを通通りり抜抜けけてて  高高取取山山へへ    

すすりり鉢鉢地地形形ととししてて残残るる幕幕末末  神神戸戸開開港港をを支支ええたた神神戸戸亜亜炭炭のの採採炭炭地地のの痕痕跡跡かか??    

【【11】】  崖崖下下のの不不思思議議なな地地形形・・車車集集落落のの農農地地をを横横断断ししてて緑緑ヶヶ丘丘へへ      

【【22】】  緑緑ヶヶ丘丘・・野野路路山山登登山山口口よよりり高高取取山山をを目目指指すす  

1133    京京都都府府のの東東南南部部  宇宇治治茶茶のの山山郷郷    宇宇治治田田原原  奥奥山山田田のの里里                                        1177wwaallkk1133..ppddff  

        ハハーートト型型猪猪目目窓窓がが大大人人気気のの  正正寿寿院院  をを訪訪ねねるる                                    22001177..88..1155..    

11..  GGooooggllee  EEaarrtthh  SSttrreeeett  VViieewwでで  宇宇治治田田原原  正正寿寿院院へへのの道道ををたたどどるる  

22..  正正寿寿院院のの風風鈴鈴祭祭りり  

33..  正正寿寿院院  客客殿殿のの猪猪目目窓窓かからら眺眺めめるる夏夏  

44..正正寿寿院院ののああるる宇宇治治  緑緑茶茶のの山山郷郷  奥奥山山田田のの茶茶畑畑  

55..帰帰りりにに立立ちち寄寄っったた宇宇治治川川    

              11..関関西西のの水水ががめめ  放放水水中中のの宇宇治治川川天天ヶヶ瀬瀬ダダムム  22..宇宇治治平平等等院院  

1144..  京京都都府府立立植植物物園園  毎毎夏夏恒恒例例  京京都都半半日日会会    22001177京京朝朝顔顔展展          22001177..77..3300      1177wwaallkk1144..ppddff  

        【【京京朝朝顔顔展展・・虫虫のの目目展展--虫虫のの目目がが視視るる花花のの姿姿とと彩彩--・・ババオオババブブのの花花鑑鑑賞賞会会】】..      

1155..  22001177年年夏夏  わわがが家家のの庭庭のの朝朝顔顔帳帳                                                        22001177..88..1100..      1177wwaallkk1155..ppddff  

1166..【【PPhhoottoo  AAllbbuumm】】  22００１１７７  実実りりのの秋秋  東東播播磨磨ののココススモモスス畑畑            22001177..1100..1111..    1177wwaallkk1166..ppddff  

  加加古古川川中中流流西西岸岸にに広広ががるる  志志方方  &&  小小野野ききすすみみのの里里ののココススモモスス・・蕎蕎麦麦畑畑    

今今年年もも東東播播磨磨  実実りりのの秋秋のの田田園園をを飾飾るるココススモモスス・・ソソババのの花花にに出出会会ええままししたた    

11..志志方方のの西西のの入入口口  志志方方城城山山のの山山裾裾  広広尾尾のの里里    

              22..志志方方のの田田園園のの中中央央  城城山山がが見見下下ろろすす  高高畑畑のの里里    

              33..志志方方のの田田園園のの中中央央  送送電電線線がが渡渡っっててゆゆくく東東飯飯坂坂のの里里      

              44..城城山山のの北北側側のの山山間間  蕎蕎麦麦栽栽培培のの里里  志志方方野野尻尻のの里里    

55..志志方方とと小小野野のの境境    福福甸甸峠峠  実実りり秋秋景景色色    

              66..そそばば処処  小小野野アアルルププススのの山山裾裾  来来住住野野のの里里ののそそばばのの花花    

1177..  22001177 秋秋  今今右右衛衛門門のの色色鍋鍋島島ののププララチチナナ釉釉  &&  縄縄文文ののビビーーナナスス                                  1177wwaallkk1177..ppddff  

        11..陶陶芸芸美美術術館館特特別別展展  今今右右衛衛門門のの色色鍋鍋島島  煌煌めめくく人人間間国国宝宝ののわわざざとと美美、、そそののルルーーツツ展展」」    

22..京京都都国国立立博博物物館館特特別別展展「「国国宝宝展展」」  

久久ししぶぶりりにに縄縄文文ののビビーーナナスス・・女女神神たたちちにに出出会会っっててききままししたた  

1188..  古古いい記記憶憶をを思思いい起起ここししななががららのの大大阪阪港港のの渡渡しし wwaallkk                          22001177..1100..2277    1177wwaallkk1188..ppddff 

  



 2017 風来坊  Country Walk   水行末 雲来末 風来末   

     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 

http://www.dailymotion.com/video/x5p059n
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/iron13/1711osakawatashi00.htm

