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   1月年賀 迎春の便り            

1.迎 春 

2.心の故郷「縄文」そして「鉄」に思いを寄せて 

3. 1.17. 阪神淡路大地震 ルミナリエの被 
4. 兵庫県花「のじぎく」2019仲間を偲ぶ秋送り 

5. 今月の更新記事リスト 

   2月如月 福は内 鬼も内             

1. 春迎え 複は内 鬼も内 春はもうすぐそこに 

2. 節分の鬼に思いを馳せて 災い祓い   

3. 早春 須磨梅見 Walk   網敷天満宮& 須磨離宮 

4. 西神戸玉津田中遺跡 縄文・弥生人共生の痕跡      

5. 和鉄の道 今月のトピックス 

  2019和鉄の道・風来坊・四季折々 収録 

6. 今月の home page 更新記事 

 3・4月 美しい春 毎日 walkに春を探す      

 コロナウイルス蔓延の厳しい春に           

1. 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春 3月  

2. 4月12日 Easter 

春の草花は みんなの応援歌 

３．久しぶりにアーモンドの並木へ 

4. 参考 新型コロナウイルスの情報サイト 

5. アルバム 日本各地で郷を見下ろす一本桜 

6. 和鉄の道 今月のトピックス 

 鉄の起源 & ユーラシア大陸東遷の道 

愛媛大国際シンポ 聴講記録集成収録 

電子 Book Eurasia Iron Road   

7. 今月の home page 更新記事リスト 

   7・8月 2020夏 神戸籠りの中で                     

1.2020 神戸籠りの中で 

2.もう飽き飽きの家籠り From Kobe 7月より 

互いに非接触の暮らし方  安直な情報評価一辺倒? 

3. 参考 新型コロナウイルスの情報 

未曾有の状況下でどう考え、どう判断すべきか 

4.朝顔の初咲 毎朝が楽しみに  

5.2020.8月 命は宝  

今一度立ち止まって平和な暮らしを考えよう 

6.和鉄の道 トピックス 

視聴記録&画像NHK アイアンロード～知られざる

文明の道～後編「激闘の東アジア 鉄は日本へ」 

「鉄のユーラシア大陸東遷の道」 

鉄のイノベーションが社会を世界を変える 

7.今月の home page 更新記事リスト 

 9・10月  2020秋  3密行動規制の中で        

1.実りの秋 爽やかな風を胸一杯吸い込んで 

今日も一日 Good Day!! と 思いを仲間にも 

2.毎日散歩の楽しみ いつも元気をもらう樹  

大歳神社の大楠 & 狭い縦走路に立つウバメガシ 

3.何一つ変わらぬ飽き飽きの年寄りの仲間政治 

「同調圧力・科学的思考の欠如」美辞麗の無責任 

4.私の神戸秘境駅 神鉄鵯越駅 

5.東播磨初秋の風物詩 酒米の郷に酒蔵の旗  

6.今月の和鉄の道 トピックス 

・天空に浮かぶ竹田城と但馬朝来 竹田郷の里の秋  

 ・弥生時代後期に淡路島や阿波で出土した鍛冶工房 

「卑弥呼・初期大和王権国造りに繋がるのか?」 

7.今月の home page 更新記事リスト 

  11月 猛烈なスピードで秋が駆けてゆく               

1. スクラム組んで笑顔で毎日を 

2. 神戸・東播磨 田園の秋景色 2020  

黄金色の田園を彩る彼岸花・そばの花・コスモス 

3.秋の夕日が素晴らしい  

収録 「相手の心と通じ合う」これがヒューマン 

4.今年は柿が豊作 秋の話題が豊かに  

5.今月の和鉄の道 トピックス 

6.今月の home page 更新記事リスト 

   12月 師走                  

1.Merry Christmads!! コロナ収束はみんなの願い 

2.2020紅葉  丹波の高源寺&和田山中央公園メタセコイア 

3.私の秋送り 横尾山散文 野路菊の丘 

4.CoolJapan  今世界の若者が評価する「IKIGAI」と「EMOJI」 

5.淡路島 弥生山間地集落の中心舟木遺跡が国の遺跡に 

6.最新の兵庫県 感染状況の推移  

7.今月の和鉄の道 トピックス 

 縄文晩期(弥生早期)関西の水田稲作が始まった 

かつての猪名川河口地域Walk 

8..今月の home page 更新記事リスト 
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1.【From Kobe 1月 年賀】  2020年 迎春 年の初め                             fkobeR020nenga.pdf 

  日本人の心の故郷「縄文」・そして太古から国土・海を豊かにしてきた「鉄」に思いをはせて   

  地球46億年 鉄の惑星地球  この激動・変革の時代に新しい姿を見せる「鉄」に希望を託す  

    ◎ 和鉄の道・Iron Road 「閃光」と「肌光」鉄のまばゆい輝きに希望を託す 

2.【From Kobe  2020 早春2月 春迎え】春はもうすぐそこに】             fkobeR0202.pdf 

  ● 収録  嬉しい春の訪れ、気にかかるは我が身の健康と地球温暖化のこと 

3.【From Kobe  2020 3月 神戸の春便り 】 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月     fkobeR0203.pdf 

   ● 収録  弥生3月   新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月 Photo Album 

4.【From Kobe  2020 4月  令和２年 新しい門出とで合いの春 】                fkobeR0204.pdf 

  ２０２０年４月春 コロナウィルス蔓延の厳しい春に                   fkobeR0204B.pdf 

    ● 収録A  1. 神戸の桜2020 中央区宇治川添いの桜並木 & 須磨板宿 妙法寺川岸 桜のトンネル   

               2. 正確なコロナウイルスを知るために 知人が送ってくれたyoutube アニメ動画    

                  Youtube Kurzgesagt In a Nutshell「CORONA VIRUS」コロナウィルス あなたは何をすべきか  

                 https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q 

  https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY&t=17s&app=desktop 

● 収録 B コロナ理解私見【参考まで】「みんながみんな接触数8割削減でコロナ終息へ」 

5.【From Kobe  ひまわりの夏 2020 】 2020.7.20   

  ひまわりの夏 新型コロナウィルス蔓延の中で                           fkobeR0207.pdf 

● 収録 ■ 5月中旬・6月のコロナ禍の中で 神戸籠り by Mutsu Nakanishi  

           ■ 2020.7.10. 梅雨の末期 各地で集中豪雨災害 お見舞い申し上げます 

6.【From  Kobe  2020秋 】実りの秋 爽やかな秋の風を一杯吸い込んで 2020.9.22.   fkobeR0209.pdf 

   ● 収録 ■ まだ続くのか? 年寄り仲間うち内閣もううんざり朝日も皮肉った紙面満載!! 最近の風潮に疑問一杯 

「知恵の学び・行動を軽んじ、自ら考えることを放棄し 通信・情報・AI そのものに頼ろうとする」 

■ 余計なお世話ですが、カード頼りの通帳記載せぬ危うさにご用心   

              ドコモ口座事件 わかりやすいと感じたインターネット解説 鈴木貴博：百年コンサルティング代表 

               ドコモ口座パニック拡大、他人事ではない「本当に怖い落とし穴」より  2020.9.18. 

                                  https://diamond.jp/articles/-/249070 

7.【From Kobe  秋11月 コロナ禍の中で】秋が猛烈なスピードで駆けてゆく 2020.11.1.     fkobeR0211.pdf 

2020年の秋を明るくしてくれた秋の草花  秋11月 コロナ禍の中で  季節の便り届けます  

   ● 収録 1 コロナ禍の中で見えたインターネット・通信にははびこる無責任   

               無責任な通信・SNSなど通信仲介業に仲介責任がとえないのか?  

            2 政権交代一か月 新聞等を読んで もう老練政治家から若者へ政治をわたしては・・  

               老練が負け惜しみで口にするパワーも知恵も・スピードも  

                 それに裏付けられた判断・直観力も若者はみんな持っている  

8.【From Kobe 12月 コロナ禍の中で】コロナウィルスの猛威が止まらぬ師走 2020.12.5.  fkobeR0211.pdf  

 2020 12月 師走 コロナ禍の中で  コロナ収束の道はみんなの願い 季節の便り届けます  

     街も人も「3密」防止の行動規制に取組んで 平常の日々と変わらぬコロナと向き合う師走です  

   ●  収録 コロナ感染者急増の3波襲来の中で、もう一度基本を問い直そう  

https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q
https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY&t=17s&app=desktop
https://diamond.jp/articles/-/249070

