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年年年年    賀賀賀賀        

1．年 賀  

2. 支えあい 声かけ合って 今できることを 精一杯  

3. Home pabe 掲載記事概要 

    

2222 月月月月のののの便便便便りりりり    

1. 今出来ることを精一杯  

2. 2 月節分の鬼に寄せて  

3. 姫路 衣川さんのインターネット通信「夢通信」 

1.月号に「和鉄の道」紹介の記事掲載 

4. ラグビーシーズンももう終盤  

毎年楽しみなラグビー観戦 今年も仲間と 

5. Home pabe 掲載記事概要 

    

3333 月月月月のののの便便便便りりりり    

        1.「カンパニオ」  映画「しあわせのパン」より  

  2. 2 月12 日伊丹  白雪蔵まつり   

  3. ラグビー観戦  

やっとトライの瞬間写真に 今シーズンの収穫 

  4. home page 更新記事概要 

    

4444 月月月月のののの便便便便りりりり    

        1. 2012 年春 平々凡々の有難さ  

  2. 映画「はやぶさ 遥かなる帰還」を観る  

  3. 同窓会の仲間へ  

  3. 写真合成の技術を手に入れて  

  3. NHK スペシャル 

「ヒューマン なぜヒトは人間になれたか」  

  4. 今月の home page 掲載記事概要    

    

5555 月月月月のののの便便便便りりりり    

1. 薫風 5 月 元気に  

  2. 大輪田の泊 兵庫大仏に出会えました  

  3. 痛ましい 交通事故続発に思う  

  4. 西神戸 神出 雌岡山・雄岡山のこと  

  5. よちよち歩きを始めた孫のしぐさ  

  6. 今月の home page 掲載記事概要 

    

    

    

7777 月月月月のののの便便便便りりりり    

1. 7 月 梅雨明けが待ち遠しい毎日  

  2. 集中豪雨の高速道路走行  

  3. 麦秋を迎える山口・九州  

  4. 弥生時代の国内最大級の鍛冶工房村  

         淡路島 五斗長垣内遺跡が国の史跡に  

  5. 大阪阿部野橋で日本一の高層ビルが建設中  

  6.  home page 掲載記事概要 

    

8888 月月月月のののの便便便便りりりり    

1. ひまわりの夏到来  

 2. ゲリラ豪雨に重ねて ぶつぶつ  

 3. 朝顔の花の魅力  

 4. 7 月が来ると毎年 気になる夏の高校野球  

 5. 今月の home page 掲載記事概要 

    

9999 月月月月のののの便便便便りりりり    

 1. 9 月 もう秋が・・・・  

 2. ラグビーシーズン開幕  

 3. あやうい技術立国日本の見方  

 4. home page 掲載記事概要 

    

10101010 月月月月のののの便便便便りりりり    

1. 深まりゆく秋  

2. 山中伸弥氏 ノーベル賞受賞   . おめでとう  

3. .東京スカイツリ-のこと  

4．.今年も盛んに特別展・講演会  

   たたら製鉄のルーツをもとめて  

5.. home page 掲載記事概要 

    

12121212 月月月月のののの便便便便りりりり    

 1.師走 ルミナリエで  

 2.単身でスーダンの製鉄遺跡を調査する  

      若き考古学者 関広さん  

 3.山口萩焼の田中講平さんの  

        陶芸作品集のご紹介  

 4. home page 掲載記事概要  

 5．今年一年 和鉄の道を振り返って 
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本年本年本年本年もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします        〔〔〔〔年年年年のはじめにのはじめにのはじめにのはじめに    厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを力力力力にににに〕〕〕〕 

 

  

今年今年今年今年ののののルミナリエルミナリエルミナリエルミナリエののののテーマテーマテーマテーマはははは「「「「希望希望希望希望のののの光光光光」」」」    

 ルミナリエが始まった時 真っ暗な街にぱっと明かりがついたその時のうれしさとありがたさが 今も頭にありありと 

 

  

                   

ほんとうに そのまなざしがうれしい 

何もできませんが、そんな思いを込

めた応援歌です  

一日も早く 被災されたひとりひとり

に笑顔が取り戻せますように 



    

    

【【【【    2012012012012222年年年年1111月月月月のののの便便便便りりりり    2011.1.2011.1.2011.1.2011.1.5.5.5.5.    】】】】  

 

★★★★    今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    ★★★★    

1.1.1.1.    【【【【和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道】】】】 《《《《インターネットサーフィンインターネットサーフィンインターネットサーフィンインターネットサーフィン》》》》        

    アフリカアフリカアフリカアフリカ    古代古代古代古代スーダンスーダンスーダンスーダンのののの製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡   ナイルナイルナイルナイル川中流域川中流域川中流域川中流域    世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産    鉄鉄鉄鉄のののの都都都都メロエメロエメロエメロエ遺跡遺跡遺跡遺跡        2012.1.5.2012.1.5.2012.1.5.2012.1.5.  

2.2.2.2.    【【【【from Kpbefrom Kpbefrom Kpbefrom Kpbe    1111月月月月    】】】】         年年年年のののの初初初初めにめにめにめに    厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを力力力力にににに        2012.1.5.2012.1.5.2012.1.5.2012.1.5.  

    経済評論家経済評論家経済評論家経済評論家        内橋克人氏内橋克人氏内橋克人氏内橋克人氏１００１００１００１００年年年年インタビューインタビューインタビューインタビューにににに共感共感共感共感してしてしてして    

    

◎◎◎◎    今月今月今月今月のののの掲載記事掲載記事掲載記事掲載記事よりよりよりより         

 ◆ 昨年１２月 経済評論家 内橋克人氏100年インタビュー を視聴し、本当に共感することが多く、感激しました。  

   みなさんにどう映るかわかりませんが、私が受け止めた 内容をまとめ、今年一年の基軸にしたいと  

 ◆ ひょんなことからアフリカ古代スーダンのメロエ=クシュ王国の王都メロエ遺跡を教えてもらい、 

インターネットサーフ ィンをして、アフリカ一の鉄生産国・「鉄の都」として栄え、 昨年この遺跡が世界遺産に登録 

されたと知りました。  

    まったく知らなかったアフリカの古代製鉄 インターネットで垣間見た写真ですが、ご紹介します。  

                                                                     



【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】    

        今月今月今月今月のののの和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

【和鉄の道】《インターネットサーフィン》アフリカナイル川中流域 世界遺産           

 1.  古代古代古代古代スーダンスーダンスーダンスーダンのののの    製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡｢｢｢｢鉄鉄鉄鉄のののの都都都都    メロエメロエメロエメロエ遺跡遺跡遺跡遺跡    ｣｣｣｣    2012.1.5.  

      

アフリカ スーダンの砂漠に真っ黒な鉄滓塊が山になってゴロゴロあると聞く。 

ひょんなことから アフリカ古代スーダンのメロエ=クシュ王国の王都メロエ遺跡を 

教えてもらった。 

インターネットサーフィンをして、アフリカ一の鉄生産国・「鉄の都」として栄え、 昨

年この遺跡が世界遺産に登録されたと知りました。  

「鉄の国ヒッタイト・アッシリアと直接対峙したアフリカの鉄の大王国 このメロエ=クシュ王国

をたどればヒッタイトの塊錬鉄法の根元まで、ルートをたどれるかもしれないし、また まっ

たく知らないアフリカの製鉄が見えてくるかもしれない 」と期待大です。 

まったく知らなかったアフリカの古代製鉄 インターネットで垣間見た写真ですが、ご紹

介します。  

 

 

   

                    ナイルナイルナイルナイル川中流域河岸川中流域河岸川中流域河岸川中流域河岸    スーダンスーダンスーダンスーダンのののの    世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産    古代古代古代古代のののの鉄鉄鉄鉄のののの都都都都「「「「メロエメロエメロエメロエ遺跡遺跡遺跡遺跡」」」」のののの砂漠砂漠砂漠砂漠のののの中中中中にににに大量大量大量大量にににに散在散在散在散在するするするする鉄滓鉄滓鉄滓鉄滓    

 

 

            fromfromfromfrom Kobe  Kobe  Kobe  Kobe     2012201220122012年年年年    1111月月月月            

 from Kobefrom Kobefrom Kobefrom Kobe     2012 2012 2012 2012年年年年 1 1 1 1月月月月        年年年年のののの初初初初めにめにめにめに    厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを力力力力にににに     2012.1.5. 

        経済評論家 内橋克人氏１００年インタビューに共感して 

 

 

 

 



    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年 2 2 2 2月月月月    ｢｢｢｢IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道｣｣｣｣    四季折四季折四季折四季折々々々々    2012.2.5.2012.2.5.2012.2.5.2012.2.5.    

        

早朝の朝練で駆け抜けてゆく子供たち 2012.1.29.       まだ山は冷たい風が舞う明石の海 2012.1.26 

                
まだまだ寒い早朝ですが、元気な子供たちが白い息を吐きながら、門先を駆け抜けてゆきます  

また、庭には一輪 また一輪と春の花が咲き出したこのごろです 

 

まだまだまだまだ    冷冷冷冷たいたいたいたい風風風風がががが舞舞舞舞っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、神戸神戸神戸神戸のののの街街街街はははは春節春節春節春節をををを向向向向かえかえかえかえ    華華華華やいだやいだやいだやいだ雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気にににに    

            

いよいよいよいよいよいよいよいよ春春春春まじかですまじかですまじかですまじかです            2012.1.25.2012.1.25.2012.1.25.2012.1.25.    神戸神戸神戸神戸    南京町南京町南京町南京町でででで    

                

    

    

    

    

        22222222........        



【【【【2012201220122012年年年年    2222月月月月のののの便便便便りりりり】】】】        

1. 今出来ることを精一杯  

 2.  2 月節分の鬼に寄せて  

 3. 姫路 衣川さんのインターネット通信「夢通信」 

1 月号に「和鉄の道」紹介の記事掲載していただきました  

4. ラグビーシーズンももう終盤   

毎年楽しみなラグビー観戦 今年も仲間と通っています  

5.  今月の home page 更新記事 

 

春遠からじといえども、各地では大雪の便り  

まだまだ寒い 2 月が始まりました。いかがでしょうか・・・・ 

世の中を見るにつけ、現実の厳しさに頭を抱える日々  

先日も アメリカの若者の厳しさを描いたドキュメンタリーを 

見て、 アメリカの競争社会 こんなところまで 若者を追い込

んでいるのか・・・・・と。  

 「スティーブ・ジョブズの子どもたち  ～ハングリーであれ 愚かであれ～」 

 昨年 亡くなったスティーブ・ジョブスが 2005 年スタンフォードで行った 

有名なスビーチと それを聞いた若者達の今を伝えるドキュメンタリー                   )  

未だに「競争社会アメリカの後を追い続ける日本」の先を見る思いで  

本当にさびしくなる。  

年金世代の我々にも この先年金だけでやってゆけるのか・・・との  

厳しい現実。 もう 企業頼み 人頼みはやめようと。 

 若者達も自分本位の意識の危うさを今検証せねば・・・・。   

あっという間に自分の居場所がなくなる酷い現実に立たされるだろう。  

老いも若きも もう空論から空論の中を泳ぐ人たちに 自分を重ねるの 

をやめよう。  

やっぱり、頼りは 家族と仲間  

今できることを 精一杯 声かけあい 支えあって   

昨年 1 年間の「和鉄の道」を整理合本する作業の中で、  

昨年1 年間の記事を読み返しながら  

2012.2.5.      神戸 Mutsu Nakanishi 

 

  2222月月月月    節分節分節分節分のののの鬼鬼鬼鬼にににに寄寄寄寄せてせてせてせて 

毎年2月節分が近づくと節分の鬼が気になる。 「鬼」は本当に悪者なのか・・・ 

いたずらもするが、我々を助けてくれる「鬼」 

｢福は内 鬼も内」と・・・・・・・。 

 

東日本大震災で被災した東北 

その東北人の心のよりどころとなった「鬼」  

北上市市民憲章には  

「  あのあのあのあの高嶺高嶺高嶺高嶺    鬼鬼鬼鬼すむすむすむすむ誇誇誇誇りりりり        そのそのそのその瀬音瀬音瀬音瀬音    久遠久遠久遠久遠のののの賛賛賛賛      

    このこのこのこの大地大地大地大地        燃燃燃燃えたついのちえたついのちえたついのちえたついのち        ここはここはここはここは北上北上北上北上     」と歌う。  

 郷土・生活復興に立ち上がっている東北の人たちへ  

一日も早く生活基盤が整いますよう 

負負負負けなけなけなけないでいでいでいで    忘忘忘忘れないでれないでれないでれないで  

前向いて立ち向かっておられる多くの人たちを見て、  

もう 関東大震災や数々の苦難に見舞われている人達

への メッセージの掲載をやめようと思ったのですが、  

未だに先が見えず。                             

やっぱりメッセージを残しておきたいと。  

また、これは自分への応援歌でもあると思いつつ・・・  

    ●●●●    参考参考参考参考        「「「「節分節分節分節分のののの鬼鬼鬼鬼」」」」にににに寄寄寄寄せてせてせてせて                                  

節分節分節分節分のののの鬼鬼鬼鬼についてについてについてについて    「「「「和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道」」」」でででで何度何度何度何度かかかか取取取取りりりり上上上上げていますげていますげていますげています。。。。              

そのいくつかをそのいくつかをそのいくつかをそのいくつかを    下記資料下記資料下記資料下記資料にににに取取取取りまとめていますりまとめていますりまとめていますりまとめています。。。。  

    From Kobe 2008 From Kobe 2008 From Kobe 2008 From Kobe 2008 年年年年２２２２月月月月    「「「「節分節分節分節分のののの鬼鬼鬼鬼」」」」 より  

http://www.infokkkna.com/ironroad/2008htm/walk5/0802oni00.htm  

1. 日本人の祖先の一部  節分の「鬼」  

2. 和鉄の道 Iron Road 日本各地 鬼伝説が残っている例 



         姫路姫路姫路姫路    衣川衣川衣川衣川さんのさんのさんのさんのインターネットインターネットインターネットインターネット通信通信通信通信「「「「夢通信夢通信夢通信夢通信」」」」1111月号月号月号月号にににに        

                            「「「「和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道」」」」紹介紹介紹介紹介のののの記事記事記事記事をををを掲載掲載掲載掲載していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました        

 

「村の鍛冶屋 夢をつなぐ 心をつなぐ 世界をむすぶ衣川製鎖工業株式会社」というホームページを 立ち上げ、鉄の面白さ・

鉄の歴史など楽しい鉄の話題を掲載して 小学生から大人まで、楽しませてくれる姫路の衣川さん。  

古くから船のアンカーの鎖の製造をされる会社の社長さんで、インターネットで長年 お付き合いいただいている。  

ホームページにあわせて いろいろな鉄の話題を掲載した「夢通信」を毎月発信。  

その「夢通信」1月号に私の「「「「和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道」」」」ならびにならびにならびにならびに「「「「磁石石磁石石磁石石磁石石」」」」のののの紹介記事紹介記事紹介記事紹介記事を掲載していただきました。   

｢夢通信｣ http://www2.memenet.or.jp/kinugawa/yume/120101.pdf 

ありがとうございました。  

 是非 一度衣川さんのホームページ「村の鍛冶屋」をお訪ねください。  

 

 

 

 

 

 

 

 ラグビーシーズンラグビーシーズンラグビーシーズンラグビーシーズンももうももうももうももう終盤終盤終盤終盤            毎年楽毎年楽毎年楽毎年楽しみなしみなしみなしみなラグビーラグビーラグビーラグビー観戦観戦観戦観戦    今年今年今年今年もももも仲間仲間仲間仲間とととと通通通通っていますっていますっていますっています  

  選手も観客も スタンドが皆 フッと息を止めて 一瞬のボールの動きに見入る   

    今年もまた、何度もトライしたのですが、なかなか 思うようにはデジカメに収まりません。   

    でも この一瞬の選手の表情がとても好き スカッとします。 

 

     フッフッフッフッとととと息息息息をををを止止止止めてめてめてめて見入見入見入見入るるるる一瞬一瞬一瞬一瞬    

 

2012.1.29. トップリーグ ヤマハ／神鋼戦より 神戸御崎ホームズスタジアムで 

 

● 村の鍛冶屋 夢をつなぐ心をつなぐ 世界をむすぶ衣川製鎖工業株式会社  

        http://www2.memenet.or.jp/kinugawa/index.htm  

        http://www2.memenet.or.jp/kinugawa/frame1.htm 

● 「夢通信」 2012年1月号 「磁石石」    

        http://www2.memenet.or.jp/kinugawa/yume/120101.pdf 



 

2012.1.29. トップリーグ ヤマハ／神鋼戦より 神戸御崎ホームズスタジアムで 

 

★ ★★★★        今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    ★★★★★★★★    

    

昨年掲載した記事1年分を整理して、3冊のBookに

まとめました。  

 和鉄の道 Iron Road    2011  

  風来坊  Country Walk  2011  

  四季折  々 From Kobe     2011  

 

昨年は 東日本大震災・原子力発電所事故のことが 

頭から離れなかった一年でしたが、 それにしても 

まあ毎年 同じことばかり書いてるなあと。  

この年次Bookもそれぞれ10冊を越へ、このページを繰ると忘れかけていたこと を思い起こす私の日記代わりでもあります。  

日本各地の記録・たたら製鉄関連の記事も 今は素晴らしい本が出て、 もう役目は終わったかもしれません。  

独りよがりの勝手な記事ぱかりですが、気軽にお付き合いのほどを。  

また、引き続き、色々お教えいただきたくお願いします。  

    寒寒寒寒いいいい寒寒寒寒いいいい!! !! !! !!         インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザにごにごにごにご注意注意注意注意をををを     

.  

 

 



【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】    

 1. 1. 1. 1. 「「「「和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道・・・・Iron RoadIron RoadIron RoadIron Road」」」」2011201120112011年年年年    製本版製本版製本版製本版    Year BookYear BookYear BookYear Book    

                
 

        和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

    

2.2.2.2.    2011201120112011年年年年    和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道・・・・Iron Road Iron Road Iron Road Iron Road 口絵口絵口絵口絵            

                

    

    from Kobe from Kobe from Kobe from Kobe     2012201220122012年年年年    2222月月月月            

 3.3.3.3.    from Kobefrom Kobefrom Kobefrom Kobe     2012 2012 2012 2012年年年年 2 2 2 2月月月月        節分節分節分節分のののの時節時節時節時節    気気気気になったあれこれになったあれこれになったあれこれになったあれこれ情報情報情報情報    2012.2.12012.2.12012.2.12012.2.1 

 

      

 

 

 

 



    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年    3333月月月月    ｢｢｢｢IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道｣｣｣｣    四季折四季折四季折四季折々々々々    2012.3.5.2012.3.5.2012.3.5.2012.3.5.    

   

梅の花の香りが漂う須磨海岸 キラキラと耀く須磨の海 遠くにイカナゴ漁の船 

弥生 3月 どこかで春が生まれ～てる どこかで芽のでる音が～する 

 

どこかで 春が生まれてる どこかで芽の出る音がする  

弥生3月 寒かった2月が終わり、暖かい日差しの中  山は芽吹きの目覚め、灰色一色から生き生きとした姿に  

海は陽光にキラキラ耀き、遠くを行く貨物船やイカナゴ漁の船がカゲロウのようにゆれている。  

梅の香りが漂う里では 土筆が頭をもたげ、菜の花もさきだしました。 春の息吹がたしかなものに。  

神戸の春の到来。  

東日本大震災・原発事故からはや1年。  

被災された人達の生活復興の足取りに気をもみながらも 春の空気をいっぱい吸って、元気に飛び出したいと  

ホームページを3月のページに更新しました。  

内容は合いも変わらずですが、風来坊の季節の便りとお許しください。  

                               2012.3.5. Mutsu Nakanishi  

 

何とはなしに眺める山もハッと気がつくと芽吹きの装い 多彩な山に  2012.3.1. 西神戸運動公園周辺で  

 
2012.3月   神戸須磨海岸 & 西神戸で 

        33333333........        



【【【【2012201220122012年年年年    3333月月月月のののの便便便便りりりり】】】】        

    

 1.「カンパニオ」  映画「しあわせのパン」より  

 2. 2月12日伊丹  白雪蔵まつり   

3. ラグビー観戦 やっとトライの瞬間写真に  

今シーズンの収穫です  

4. 今月のhome page 更新記事 

 

「「「「あのあのあのあの高嶺高嶺高嶺高嶺    鬼鬼鬼鬼すむすむすむすむ誇誇誇誇りりりり    このこのこのこの大地大地大地大地    燃燃燃燃えたついのちえたついのちえたついのちえたついのち」」」」とととと        

郷土郷土郷土郷土・・・・生活復興生活復興生活復興生活復興にににに立立立立ちちちち上上上上がっているがっているがっているがっている東北東北東北東北のののの人人人人たちへたちへたちへたちへ        

一日一日一日一日もももも早早早早くくくく生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤がががが整整整整いますよういますよういますよういますよう        

負負負負けないでけないでけないでけないで    忘忘忘忘れないでれないでれないでれないで        

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「カンパニオカンパニオカンパニオカンパニオ」」」」映画｢しあわせのパン｣より 

 弥生3月 寒かった2月もようやく峠を越え、梅も咲き

始めました。 

 私の毎年の春迎えの行事「確定申告」も終えました。  

ボーナスも年末調整もない年金生活者のひそかな楽しみ 

今年もちょっぴりですが、小遣いが帰ってきます。   

パソコンで作成した書類を須磨海浜近くにある税務署に

提出して帰りに キラキラ光る春の海を眺め、須磨天神   孫が作ってくれたお雛様       しあわせのパン 

さんの梅を見て帰る毎年のwalk。 今年は天気が良く、キラキラ光るのどかな春の海が眺められました。  

また、この時期 毎年「鬼」のことが気になって「東北の鬼」などを紹介して きましたが、東日本大震災と原発事故が起こ

ってちょうど一年の今年はなおさら。 

勝手なこじつけですが、今年の節分には是非「神戸の鬼」に出会いに行こうと。  

神戸の節分祭で鬼追式がある長田神社(2月3日)と西神戸に隣接する稲美町野寺

の高薗寺に残る素朴な鬼追式(2月10日夕)に行って来ました。  

東北の人達を惹きつけてきた鬼と同様古くから村の人達に愛されてきた鬼。  

真っ暗な境内で松明の火を掲げて舞いを踊り、災いを追い払う鬼  

そして、投げ上げられた松明が災いを断ち切って、真っ暗な夜空を飛ぶ 

 

寒さの中 ようでかけるなぁ・・と言われるのですが、 

さすがにキツイ山歩きや遠くへはようでかけませんけませんでしたが、 あっちへふらふら こっちへふらふら  

好奇心に任せて風来坊 「わたしからこれ取ったら何にも残らない」元気の印で、そんな中でバチバチとったデジカメ写

真を中心に3月の記事掲載しました。 今月は鉄の話題をよう提供しませんでした。  

また、さらに頭の回転鈍く、話をまとめられず、益々画像・動画に頼っていると 反省していますが、お許しください。  

3月初めに高校の仲間 卒業50年の同窓会100名を超える仲間が各地から集まると聞く。 

50年ぶりの仲間も大勢いて、今から楽しみにしている。  

前向いて立ち向かっておられる多くの人たちを見て、  

もう 関東大震災や数々の苦難に見舞われている人達

への メッセージの掲載をやめようと思ったのですが、  

未だに先が見えず。                             

やっぱりメッセージを残しておきたいと。  

また、これは自分への応援歌でもあると思いつつ・・・  



若い女性で一杯の中で見たユルユルの映画「しあわせのパン」で語られた言葉  

 「カンバニオ -ひとつのパンを分かち合える仲間がいる- 」  

  

  「カンパニオ」前を向いて  2012.3.5. 神戸 Mutsu Nakanishi 

        花粉症と インフルエンザにご注意を 

 

 

 2222月月月月12121212日日日日        伊丹伊丹伊丹伊丹    白雪蔵白雪蔵白雪蔵白雪蔵まつりまつりまつりまつり      

  

2月の中旬､熱燗が恋しい季節 新酒が出来る時期。恒例の白雪の蔵祭  

古い蔵が建ち並ぶ広場で白雪の生酒・樽酒そしてベルキービールも試飲できる。「来るか」と伊丹に住む娘一家から電話。す

ぐ「行く行く」と。  

お酒というと灘五郷が有名ですが、かつては伊丹・池田が摂津の代表的な酒どころ。 伊丹の酒の代表が「白雪」で、 

尼崎がふるさとの私には この時期 届けられる「酒の粕」をおやつ代わりに焼いて砂糖をまぶして食べたり、 

 粕汁そして奈良漬など白雪の名とともに子供の頃を思い出してくれるふるさとの味。  

伊丹の街おこしの一翼も担っていて人で一杯。孫達はテントの出店の梯子に眼を耀かせ、こっちはビールと酒の試飲にご機嫌。

もちろん樽酒も。 こんなイベントは誰もが楽しめてうれしい。  

家族がひとつでおれるありがたさをふっと。 お酒が一杯つまったた福袋を土産にご機嫌で帰ってきました。  

 神戸灘の酒蔵でも 春が来たこれから こんなイベントが次々と。お勧めです。  

 

    ラグビーラグビーラグビーラグビー観戦観戦観戦観戦    日本選手権日本選手権日本選手権日本選手権    NEC/NEC/NEC/NEC/近鉄近鉄近鉄近鉄     2012.2.11.花園にて         

 トライの瞬間 やっと何とか写すのに成功!! 今シーズンの収穫です  

 

選手も観客も スタンドが皆 フッと息

を止めて 一瞬のボールの動きに見入る。  

スポーツ新聞を飾るあの感動の一瞬を切

取る技のすごさ 一度迫ってみたいと。  

 今年も何度もデジカメに収めようと思

うのですが、なかなかうまく行きません。  

ついつい 試合に力が入って シャッター押し忘れたり、 連続撮影に切り替えていなかったり うまくいったと思っても、

選手と重なったり。  

私はあまりゴール裏好きではないのですが、今回は角度を変えて ゴール裏から走りこんでくる選手を捕らえよと・・・  

ゴール裏へ回って ついに トライの瞬間を写すのに成功!!。  

選手が水平に飛んでいるスポーツ紙の域までは行きませんが・・・・  

今年のラグビー観戦の収穫。 来シーズンは水平に飛んでいるゴールの写真・表情がくっきり写った写真への挑戦です。  

また もうひとつの疑問 ひとつの試合でスポーツカメラマンはいったいどれほどシャッターをきっているのだろう

か・・・・・・と。  



仲間はズームが利く「一眼レフを持って来い」というのですが、 絶えずファインダーを覗いているのでなく、観戦も出来る

デジカメで狙う楽しみです。 

   

   

トライの一瞬 2012.2.11. 花園ラグビー場で 

 

【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    】】】】    

今月は上記しました｢神戸の鬼｣を訪ね

た節分・新年迎えの 素朴な追雛式の見

聞を写真と動画でまとめました。  

 

また、仲間が誘ってくれて出かけた久し

ぶりの｢ジャズライブ｣ その雰囲気をス

ライド動画に。(お店に迷惑かけるかな

ぁとちょっと心配しつつ)  

 

もうひとつ 家内と話していて  

知っているようで覚えていない 京都東山界隈のお寺の境内の中 ゆっくり歩いて知恩院・建仁寺・清水寺の中を散策。  

東寺の「弘法市」にも久しぶりに出かけました。  

最近 日本の資源・新素材の話をよく聞く。 また、東京には高さ高さ, 634mのスカイツリーもほぼ完成。  

登りたいとは思わないが、その構造と材料・溶接には興味がある。  

鉄の話題もまとめたいと思うのですが、また 今度です。  

独りよがりの勝手な記事ぱかりですが、気軽にお付き合いのほどを。 また、引き続き、色々お教えいただきたくお願いしま

す。 

    



【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】    

        和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

1.1.1.1.        神戸神戸神戸神戸のののの鬼鬼鬼鬼    追雛式追雛式追雛式追雛式    鬼鬼鬼鬼のののの舞舞舞舞いをいをいをいを追追追追うううう            2012201220122012 年年年年 2222 月月月月  

        神戸長田神戸長田神戸長田神戸長田のののの森森森森「「「「長田神社長田神社長田神社長田神社のののの鬼鬼鬼鬼」」」」    とととと    稲美町野寺稲美町野寺稲美町野寺稲美町野寺「「「「高薗寺高薗寺高薗寺高薗寺のののの鬼鬼鬼鬼    

1. 神戸長田神社 節分・追雛式    2012.2.3.   神の化身 7 匹の鬼が燃えさかる松明を掲げて舞踊る 

2. 稲美町野寺  高薗寺  鬼追式    2012.2.10. 仏の化身 赤鬼・青鬼 災い払う火の粉舞う伝統の鬼の舞 

神戸でも 追雛式・鬼追式で「"良い鬼"の舞」が見られると知って動画と写真アルバムに記録しました 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年節分の頃 日本各地に伝わる鬼伝承と節分行事が気になる。 

「鬼は外」と豆をまかれて追い払われる鬼 神や仏の化身として「鬼も内」と親しみを持って迎えられる鬼もある。  

総じて追い払われる鬼は中央・政権側の伝承に多く、親しみを持って迎えられる鬼は民間伝承に多く、地方の鬼伝承に多い。  

たたら製鉄を行う人々や蝦夷など辺境の人達を異文化を持ち 祭ろわぬ人達として生活を脅かす存在として鬼とされた。  

しかし、同時に里人達は敵ではなく憎めぬ共存できる存在(良い鬼)としての伝承を伝えているところも数多い。  

また、鬼を神や仏の化身や「使い」として 災いを祓ってくれる存在とする伝承も各地に数多く残っている。  

近畿の ”ええ鬼”の代表というと大峰山や吉野金峯山寺の鬼と思っていましたが、 

神戸・播磨には「神の使い」・「仏の化身」として 厄払いをする鬼伝承が残っているという。  

 「遠くへ行かんでも、生田神社は節分に豆まきをするが、鬼が舞う長田神社の節分は 豆を撒かへんで」と。   

神戸を代表する長田神社の追雛式 近くに居て 一度追雛式を見た覚えもあるのですが、良く知りませんでした。  

また、神戸西ニュータウンの西 ため池(野池)が点々とある西播磨の田園地帯 稲美町野寺の集落にある古刹高薗寺の鬼も仏

の化身 松明をかかげた赤鬼・青鬼が本堂の回廊を舞い巡り、詰掛けた村人達に松明を投げ入れる素朴な鬼追式(2月9・10日)

が残っていると聴く。  

 

2222月月月月 3 3 3 3日日日日     神戸長田神社の節分・追雛式 神の化身である7匹の鬼が午後から約5時間 真っ暗な中松明を掲げて舞い踊る   

2222月月月月10101010日夕日夕日夕日夕    東播磨稲美高薗寺の鬼追式 火の粉を撒き散らし空高く飛ぶ松明 仏の化身赤鬼・青鬼が災いを祓って舞い踊る  

2つの鬼追式を見学し、動画と写真アルバムに記録しました。   

神戸周辺に 集落の人といっしょになったこんな素朴な鬼の舞 それも良い鬼が残っているとはびっくりです。   

 この鬼の舞に使われる面も数百年を経た貴重な文化財です。     

2222月月月月 3 3 3 3日日日日    神戸長田神戸長田神戸長田神戸長田のののの森長田神社森長田神社森長田神社森長田神社のののの節分節分節分節分・・・・追雛式追雛式追雛式追雛式      

神の化身である 7 匹の鬼が 午後から約5 時間   

真っ暗になるまで松明を掲げて舞い踊る    

2222月月月月10101010日夕日夕日夕日夕    東播磨稲美町野寺高薗寺東播磨稲美町野寺高薗寺東播磨稲美町野寺高薗寺東播磨稲美町野寺高薗寺のののの鬼追式鬼追式鬼追式鬼追式  

火の粉を撒き散らし空高く飛ぶ松明   

仏の化身 赤鬼・青鬼が災いを祓って舞い踊る    



       風来坊風来坊風来坊風来坊    Country Walk  Country Walk  Country Walk  Country Walk      

  

1. 1. 1. 1. 久久久久しぶりしぶりしぶりしぶり    仲間仲間仲間仲間がががが誘誘誘誘ってくれたってくれたってくれたってくれた    神戸神戸神戸神戸ジャズジャズジャズジャズ    ライブライブライブライブ    2012.2.5.2012.2.5.2012.2.5.2012.2.5.  

「ジャズの街 神戸」一度是非と思いながら 一人ではよう行かなかったジャズライブ。       

大学時代の仲間が誘ってくれ、雰囲気が味わいたくてライハウスに行くのは 十数年ぶり。  

海外でいっしょに仕事した仲間などをを思い浮かべながら、懐かしいライブの雰囲気に浸っていました。  

   

 神戸三宮のライブハウスで  2012.2.5. 

 2.2.2.2.    知知知知っているようでっているようでっているようでっているようで知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった京都東山界隈京都東山界隈京都東山界隈京都東山界隈のおのおのおのお寺寺寺寺    walk walk walk walk       

                        久久久久しぶりにおしぶりにおしぶりにおしぶりにお寺寺寺寺のののの中中中中をゆっくりとをゆっくりとをゆっくりとをゆっくりと    東寺東寺東寺東寺のののの「「「「弘法弘法弘法弘法さんさんさんさん」」」」・・・・知恩院知恩院知恩院知恩院さんさんさんさん・・・・祇園建仁寺祇園建仁寺祇園建仁寺祇園建仁寺のののの「「「「竜竜竜竜」」」」・・・・清水寺清水寺清水寺清水寺  

良く知られたお寺で 京都人ならば、「いつもその辺通って、よく知っている」というでしょう。でも 其の中身となると・・・・・  

何度か訪れたことがある寺ばかりですが、私も京都育ちの家内も話していて、寺の中の様子になるとからっきし 自信がない。  

今度 京都に出かけた折に ゆっくり東山界隈のお寺の中を歩こうと・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

    from Kobe from Kobe from Kobe from Kobe     2012201220122012年年年年    3333月月月月            

  弥生弥生弥生弥生3333月月月月    どここかでどここかでどここかでどここかで春春春春がががが生生生生まれまれまれまれ～～～～てるてるてるてる    「「「「みんなでみんなでみんなでみんなで前向前向前向前向いていていていて」」」」        2012.3.1.2012.3.1.2012.3.1.2012.3.1.    

                            

 



    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年 4 4 4 4 月月月月    ｢｢｢｢IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道｣｣｣｣    四季折四季折四季折四季折々々々々    2012.4.5.2012.4.5.2012.4.5.2012.4.5.    

    

四月四月四月四月    2012201220122012年春年春年春年春のののの訪訪訪訪れれれれ    

キラキラ光る海にはイカナゴ漁にいそがしい船群が遠く見える  

 山裾の梅林では 梅の花が満開  いつもなら 桜の花便りが聞かれるのですが、今年はこれから 

一斉に春の息吹きの里山に 谷川のせせらぎとウグイスの声がこだまし、   

田圃の畦には土筆が芽を出し、 自宅の庭も春の草花で一杯に・・・・  

まっ黄色になった菜の花畑の丘に隣接する陸上競技場からは若いアスリート達の歓声も 

 

 

        44444444........        



 

【【【【2012201220122012年年年年    4444月月月月のののの便便便便りりりり】】】】    

 1. 2012年春 平々凡々の有難さ  

 2. 映画「はやぶさ 遥かなる帰還」を観る  

 3. 同窓会の仲間へ  

 4. 写真合成の技術を手に入れて うれしがっています  

 5. NHスペシャル「ヒューマン なぜヒトは人間になれたか」  

 6.  今月のhome page 更新記事 

 

    2012201220122012年春年春年春年春    平平平平々々々々凡凡凡凡々々々々のののの有難有難有難有難ささささ  

四月になっても一向に暖かくならぬ今年の春  

見上げる桜の枝の蕾も堅く、当分咲きそうもない。  

また、好きな「カタクリの花」も一向に咲き始めたとの話が聞

こえて来ない。 替わって梅の花・菜の花が満開 庭の草花もこ

こへ来て一斉に咲きだし、やっと春らしくなってきました。  

地球温暖化、猛烈な夏の暑さの記憶にどうしたことか??と。  

でも 北米寒く 季節はずれの突風が見舞ったといい、今年春

の風物詩イカナゴ漁は例年より早く始まり、海は暖かいらしい。  

 地球温暖化は「暖かくなり、氷山が溶けて海面が上がってい

る」程度の認識ではどうもなさそう。 猛烈なダイナミックな気候変動に注意せねば・・・・・  

すべてを一瞬にしてなくしてしまう自然の恐ろしさ。 今 眼は地震・原子力に向いているが、こちらにも眼を向けねば・・  

ホームページ作らねば・・と思いつつ、特に変わったことなし。 

どう四月のページをつくろうか・・・イメージがわかない。 まあ、毎度のごとく 元気で生きてるとの便り送ろうと。  

神戸から離れる機会も少なくなりましたが、 仲間との会話の端々で聞く「夫婦二人で歩いた道やプロジェクトX」に  

「みんな誰しも すごい話を持っているなぁ」と。  

「平々凡々の有難さ」「仲間の有難さ」をかみしめるこの頃 「まあええか 元気だして行こう」と  

 変わり栄えしませんが、2012年4月の便りです。 

     映画映画映画映画「「「「はやぶさはやぶさはやぶさはやぶさ    遥遥遥遥かなるかなるかなるかなる帰還帰還帰還帰還」」」」をををを観観観観るるるる  

  2003年5月9日の打ち上げから実7年間、60億キロに及ぶ宇宙の旅を繰り広げ、 地球への帰還を果たした小惑星探査機

“はさぶさ“。 このプロジェクト・チームの苦闘の

日々を描いた渡辺謙主演の映画。  

日本国中はやぶさブームが巻き起こりましたが、この

ブームの外にいて あまり良く知らず。  

付け焼刃なのですが、「何がすごいのか 物づくり技

術とはやぶさ製作 から打ち上げ・帰還までの技術現場

を頭に入れたい」と。  

 



三本公開される映画の中で「渡辺謙主演の『はやぶさ』がええ」と教え てもらって、公開終了間際の映画「はやぶさ遥かな

る帰還」を見ました。  

ドラマチックな感動映画に仕立て上げるでなしに、 宇宙開発の現場と技術が本当に作業現場と打上げ管制の現場中心に

技術。 内容を具体的に判る形で描かれていて すごいなあ・・・・・・と。  

その場その場で起こる「想定外」への対応  本当の現場がどうだったか知りませんが、技術的な映像の美しさとともに

うれしくなりました。  

自分では本物のはやぶさの製作技術やソフト運用現場が描かれていたのだと思っているのですが・・・・・・  

次のステップの夢技術も具体的にきっちり提示して描かれていて 科学技術映画に近い。  

やっぱり はやぶさや宇宙技術の現場を知るにはこの映画が一番  

4・50年前には「裕次郎 黒部の太陽」に同じ夢を掻き立てられた思い がある。  

原発事故であたかも科学技術全体が ええかげんなもののように?? マスコミや政治家によって仕向けられているのに腹が立

っていたので すが、すっきり。  

若い科学技術を目指す若い人たちに見てほしいなぁと思いましたが、ノスタルジックに見る我々年寄りが多かったです。  

機会があれば 是非どうぞ 

 

        同窓会同窓会同窓会同窓会のののの仲間仲間仲間仲間へへへへ  

 「仲間がみんな集まれるのも今度かぎりかも」とふっと頭を過ぎる。 そんな仲間が沢山いたのにびっくり。 

 もうそんな年代なんだと。  

 同窓会の仲間へ  

「みんな声掛け合って  スクラム組んで 胸はろう」  

「来年も3月 場所はいつものところ.  

 あれこれ考えずみんな出て来いよ～ぉ」 

 

写真合成写真合成写真合成写真合成のののの技術技術技術技術をををを手手手手にににに入入入入れてれてれてれて    うれしがっていますうれしがっていますうれしがっていますうれしがっています 

 

菜の花の中で 宙に舞って ご満悦の一つに孫の写真  長男の子で私の3人目の孫。   

以前から簡単に数枚のデジカメ写真を1枚に合成したいとデジカメ写真加工のソフトを買ったり、ダウロードしたり 

して、トライしてきましたが、うまく行きませんでした。  

この2月 ひょんなことから インターネットで写真加工のフリーソフトを探していて、「AZ Painter2」というフリ 

ーソフトを見つけました。 写真合成したい写真を点々と線で取り囲んで、それを切取って別の写真に貼り付けて、 

合成写真を作るのですが、 このソフトではこの切り取り線が自動でスムーズに滑らかな曲線に修正してくれる。  

矩形の取り囲み部が見えて汚い合成部がスムースな曲線になって きれいな写真合成が出来る。  

うれしくなって はじめて合成したのが、粉の写真二枚。 あたらしい手法を手に入れるのは 幾つになってもうれしい

限り。 ことしは これを使って 面白い写真合成をもっとトライしようと思っています。  

 



 NHKNHKNHKNHKススススペシャルペシャルペシャルペシャル「「「「ヒューマンヒューマンヒューマンヒューマン    なぜなぜなぜなぜヒトヒトヒトヒトはははは人間人間人間人間になれたかになれたかになれたかになれたか」」」」    

      

現在約60億の人類〔ホモサピエンス〕の祖先をたどってゆくと、約20万年前 東アフリカで生まれた一人の女性に 

たどり着区という。 他の人類・原人・猿人の系譜は誰一人生き残っていないという。  

生き延びてきたのは決してストロング・強かったからではなく「他の人を大切に思う心を進化させつつ行動してきた」 

からだという。 

 NHKスペシャル「ヒューマン なぜヒトは人間になれたか」1月末から2月にかけて、4回の番組に釘付けになりました。  

「人間」とはこころを動機に行動する唯一の動物で、困難に直面するたびに「相手を大切に思う心を進化させ苦難を乗り切っ

てきた」といい、「今見えていない相手にも思いを馳せる」。 この「こころの進化」を即物的な本能のままの行動から未来を

考える行動を生み、 幾多の困難を克服し、文明を生み現在の繁栄をもたらした。 

 

わたしは「心優しき縄文人」・「日本人の心の故郷 縄文」とよく言うのですかず、 この縄文人の「こころ」にもしっかりし

た危機を乗り切ってゆく動機付けがあり、 この縄文人の体験がしっかりと、現代人の心の中にも埋め込まれているという。  

ええ そんな ななまっちょろいことで・・・・・と言われそうですが、  

心の底では「仲間なしでは・・・」「一人ではいきてゆけない」と思っているのも事実である。  

今変革の時代に直面し、 新しいこころを育てないことには 生き延びていけない。 日本ばかりでなく、世界がその危機に

直面している。  

NHK スペシャル「ヒューマン なぜヒトは人間になれたか」の番組取材班が取りまとめた「Human ヒューマン」と言う本も出

ていますので、是非一読を なお この番組の私の視聴まとめを今月のホームページにアップしましたので参考までに  

 

【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    】】】】    

   

★ 今月はCountry walkに出かけず、もっぱら神戸で風来坊でしたが、 例年通りの春便りを届けねばと・・・・・・・  

    いつもは桜便りになるのですが、例年になく寒くて 桜はまだまだ。 でも、春は着々と。  

    そんな春便り各地から送っていただいた春便りもあわせて。  

★ 2月NHKの番組で観た「ヒューマン」に釘付けになって、 その視聴内容をメモにまとめました。  

    人類の歴史・鉄や戦の歴史にもかかわる面白い話。現代の視点としても。  



   「心の進化」が人類の歴史を作ったなど思いもよらぬ視点です。  

    シッカリまとめようと本を取り寄せ、内容確認しながら。出来上がったものは数枚のメモ程度のものですが、 

久しぶりに研ぎ澄ました感覚。 そんなメモですが、皆さんの参考になればと。  

★ 昭和３６年の夏５０年前の母校の高校野球兵庫決勝の熱戦を伝える新聞記事記録を インターネットで見つけました。  

   「逆転の報徳」として有名になった報徳学園が始めて甲子園に出場し、奇跡の大逆転劇 を演じたその年の記録。高校 

３年兵庫大会決勝戦を報徳と仲間が戦った。 かつて一緒に大声援を送った高校野球 当時の記憶がありありと。  

    年を重ねても強烈に覚えていて、歳をとるにつれ 一層ありありと思い出す記憶。  

     この試合に出場した仲間のひとりから  「野球から学んだ自分の生き方を残しておきたくてラジオ番組に投稿した 

ので、みんなにも是非聞いてほしい。 」と録音CDを託された。 

   「捕手一筋 裏方精神を胸に 今は最高齢最高のグリンキーバーめざしている」とのメッセージが彼の野球人生とあわ 

せて紹介されていました。  

    ちょっと 仲間内過ぎるかも知れませんが、私にも鮮烈な刺激をくれた仲間の話  

    ちょっと誇らしくもあり、、参考になればと送ってくれた録音とわが母校昭和３６年夏兵庫大会決勝線の新聞記事整 

理記録を掲載。 

  

今月も鉄に直接触れた記事なく、独りよがりの勝手な思い入れの記事ぱかり。  

でも 書かずにはおれず。勝手な年寄りのたわごとですが、参考になれば・・・。 気軽にお付き合いのほどを。  

また、引き続き、色々お教えいただきたくお願いします。  

                                       2012.4.1. by Mutsu nakanishi  

【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】    

        和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

            1.1.1.1. 視聴視聴視聴視聴・・・・購読購読購読購読メモメモメモメモ    「「「「ヒューマンヒューマンヒューマンヒューマン    なぜなぜなぜなぜヒトヒトヒトヒトはははは人間人間人間人間になれたのかになれたのかになれたのかになれたのか」」」」    

 NHK スペシャル「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」 ・ 角川書店 「Human ヒューマン」 

 

現在約60億の人類〔ホモサピエンス〕の祖先をたどってゆくと、約20万年前 東アフリカで生まれた一人の女性にたどり着

区という。 他の人類・原人・猿人の系譜は誰一人生き残っていないという。  

生き延びてきたのは決してストロング・強かったからではなく「他の人を大切に思う心を進化させつつ行動してきた」から。 

NHKスペシャル番組「ヒューマン なぜヒトは人間になれたか」 

1月末から2月にかけて、放送された4回の番組で、釘付けになって観た。  

そのの内容要旨を番組にあわせて、人類の歴史上で直面した4つの絶滅の大危機〔食糧危機〕に際して「こころを進化」させ

て新しい 行動を生

み、乗り切っていっ

た具体的な事実・行

動を整理して、いつ

でも参照できる視聴

メモを作成しました。 

    



           風来坊風来坊風来坊風来坊    Country Walk  Country Walk  Country Walk  Country Walk      

 1.1.1.1.    2012201220122012年春年春年春年春のののの便便便便りりりり        From KobeFrom KobeFrom KobeFrom Kobe     & & & &        各地各地各地各地のののの仲間仲間仲間仲間からのからのからのからの春便春便春便春便りりりり    2012.3.252012.3.252012.3.252012.3.25    

 

3月も続いた寒さの中 遅れていた春もやっと確かなものに 神戸では イカナゴ漁が最盛期  

もう「くぎ煮」も終わって ほっと一息 最近は 近畿一円でイカナゴのくぎ煮ブームだとか・・  

梅も満開を迎え、庭先にも春の花が咲き出しました。  

寒さもなんのその 今年は高校卒業50年 100名を

越える同窓生が元気に集まり、飲んで食べて歌って 

若かりし頃を思い出しながら、故郷を楽しみました。  

 

3 人の孫 一番上の孫がこの 4 月中学生 二人目が

小学校 2 年 そして一番下が よちよち歩きを始め

ました。  

風邪引いた 登校いやややなど 色々ありましたが、

毎日のように電話や訪ねてくれるのがうれしい春の

訪れです。 各地からいただいた便りとともに2012年春の訪れのスナップをお知らせします 

    

    from Kobe from Kobe from Kobe from Kobe     2012201220122012年年年年    4444月月月月            

     from Kobefrom Kobefrom Kobefrom Kobe     2012 2012 2012 2012年年年年 4 4 4 4月月月月        

５０５０５０５０年前高校年前高校年前高校年前高校3333年年年年のののの夏夏夏夏    母校母校母校母校のののの高校野球兵庫決勝高校野球兵庫決勝高校野球兵庫決勝高校野球兵庫決勝のののの熱戦熱戦熱戦熱戦のののの記憶記憶記憶記憶                            2012.4.5.2012.4.5.2012.4.5.2012.4.5.    

            番組採録番組採録番組採録番組採録「「「「捕手一筋捕手一筋捕手一筋捕手一筋にににに裏方精神裏方精神裏方精神裏方精神をををを胸胸胸胸にににに」」」」５０５０５０５０年年年年のののの軌跡軌跡軌跡軌跡をををを重重重重ねたねたねたねた仲間仲間仲間仲間のののの思思思思いいいい      

昭和３６年の夏 ５０年前の母校の高校野球兵庫決勝の熱戦を伝える新聞記事記録をインターネットで見つけました。  

「逆転の報徳」として有名になった報徳学園が始めて甲子園に

出場し、奇跡の大逆転劇を演じたその年の記録。  

 高校３年兵庫大会決勝戦を報徳と仲間が戦った。かつて一緒に

大声援を送った高校野球 当時の記憶がありありと。  

年を重ねても強烈に覚えていて、歳をとるにつれ 一層ありあ

りと思い出す記憶。  

   

 この試合に出場した仲間のひとりから「野球から学んだ自分の

生き方を残しておきたくてラジオ番組に投稿したので、 

みんなにも是非聞いてほしい。 」と録音CDを託された。 

「捕手一筋 裏方精神を胸に 今は最高齢最高のグリンキーバーめざしている」 

とのメッセージ  

仲間内過ぎるかも知れませんが、私にも鮮烈な刺激をくれた仲間の話  

ちょっと誇らしくもあり、参考になればと  

わが母校昭和３６年夏兵庫大会決勝線の新聞記事整理記録と送ってくれた録音とを掲載 

老いゆくわれら世代の一言 元気出さねば・・・・と。  

1.1.1.1.    神戸神戸神戸神戸のののの春便春便春便春便りりりり     

 

2.2.2.2.    各地各地各地各地のののの仲間仲間仲間仲間からいただいたからいただいたからいただいたからいただいた春便春便春便春便りりりり     

 



    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年 5 5 5 5 月月月月    ｢｢｢｢IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道｣｣｣｣    四季折四季折四季折四季折々々々々    2012.2012.2012.2012..5.5.5.5.5..5..5..5.    

 

日に日に色を変えてゆく周囲の山  々 家の周辺 若草山から眺める須磨アルプス 2012.5.3.    

   

真っ青な空に 花の香りを漂わせながら心地よい風が草木萌え、青葉若葉が眼に染む里山を吹き渡っり、  

耳を澄ませばのどかな鳥の声 薫風 5月 眼にする回りの景色が一番心地よい季節の到来  

庭の草花も桜の頃とはいっぺん 色々な花が咲き、ことしも「ツタンカーメンの豆」が実をつけ、 

この豆の赤飯が食べられるのもまもなく。  

ぼんやりと周りの山々を 眺めいるだけで愉しい素晴らしい季節 毎日サンデーの身がありがたい。  

世事をわすれ、あそびほうけてはいかんのですが、 これも健康と頭の体操と・・・・・・  

みなさんのところでは いかがでしょうか・・・・ 

    

桜の頃からまた一変した庭の草花 私は見る人 この季節 窓越しに見る愉しい景色です  2012.5.3. 

「四月は特記すべき予定もないし、毎度 桜の花もなぁ・・・ホームページ更新はパス」ときめていたのですが。遅れていた

桜の花がびっくりするスピードで花を咲かせ、素晴らしい満開の桜 それも 神戸の一本桜や京都や宇治・醍醐の桜を見られ

ました。 また、例年 心待ちにしている「カタクリの花」もこの愛らしい花の蜜に吸い付く幻のギフチョウ付きで見ること

が出来ました。(神戸神出 雌岡山で)  

やつぱり 素晴らしい里山4月の景色とともに この桜・カタクリの花を紹

介したくて、5月更新を行いました。  

最近 デジカメ写真で簡単にスライド動画にする技術を覚え、 映像や簡単

な資料管理にも便利なこともあって、 今回記事すべて動画資料にしました。  

素晴らしい映像が氾濫する近頃、影像の価値は二の次、 掛け値なし今 足

を運んで撮った生の画像 記憶をたどれる資料になれば・・・・・と。  

がんばって仕事を続ける仲間や  この困難な時節を力いっぱい取り組んで

いる皆さんには 多少後ろめたい気もあるのですが、ちょっとした息抜き、

はっそうや気持ちの転換になれば うれしいです。  

毎日元気に神戸で過ごしています。  神戸に来られたら 是非一度 お訪

ねください  

           2012.5.3. From Kobe  Mutsu Nakanishi 

        55555555........        



     

真っ青な空に 花の香りがただよう 薫風5月 里山では草木萌え、庭の草花もカラフルな花を咲かしています 

 

 

【【【【2012201220122012年年年年    5555月月月月のののの便便便便りりりり】】】】     

1111. . . . 薫風薫風薫風薫風    5555月月月月    元気元気元気元気にににに  

2. 2. 2. 2. 大輪田大輪田大輪田大輪田のののの泊泊泊泊    兵庫大仏兵庫大仏兵庫大仏兵庫大仏にににに出会出会出会出会えましたえましたえましたえました    

 3. 3. 3. 3. 痛痛痛痛ましいましいましいましい    交通事故続発交通事故続発交通事故続発交通事故続発にににに思思思思うううう  

4. 4. 4. 4. 西神戸西神戸西神戸西神戸    神出神出神出神出    雌岡山雌岡山雌岡山雌岡山・・・・雄岡山雄岡山雄岡山雄岡山のことのことのことのこと  

5. 5. 5. 5. よちよちよちよちよちよちよちよち歩歩歩歩きをきをきをきを始始始始めためためためた孫孫孫孫のしぐさのしぐさのしぐさのしぐさ  

6. 6. 6. 6. 今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事カ        タクリの蜜をすうギフチョウ 

                                               西神戸神出雌岡山 

  薫風五月薫風五月薫風五月薫風五月    元気元気元気元気にににに  

薫風5月 世事を忘れて、自然の風に吹かれているのが一番の贅沢。 

自分と向き合える時間でもあります。  

ひとり ぶらっと近くの里山・森に入るのも良し。 街中・田舎道

をあるくのも良し。 思わぬ発見に出会えるのがうれしい。  

Walkingに 今 最適な季節です  

好きなところへ お出かけください。  

また、季節・季節に 自分の散歩道を持って見ては・・・  

神戸では 今街をあげての平清盛ブームを目指して、街のあちこち

で 平家の赤い旗がひるがえっているのですが、ちょっと今一。  

ドラマと並行する有名な観光スポットがなく、若者をひきつけるパワースポットといった企画が浮かびあがらぬのも原因かも  

でも港町神戸は山あり海浜あり、東京にはない都会センスの観光の街 洋菓子・クルメの街 ファッションの街 若者の街 ジ

ャズの街 是非一度 神戸の街にも・・・・・・  

   神戸桜神戸桜神戸桜神戸桜 Walk 2012 Walk 2012 Walk 2012 Walk 2012  「「「「奥平野奥平野奥平野奥平野のののの舞桜舞桜舞桜舞桜」」」」とととと福原京福原京福原京福原京がががが眠眠眠眠るるるる平野平野平野平野    

大輪田大輪田大輪田大輪田のののの泊泊泊泊    兵庫大仏兵庫大仏兵庫大仏兵庫大仏ににににもももも出会出会出会出会えましたえましたえましたえました     

         

         清盛の都 福原京を見下ろす一本桜「奥平野の舞桜」  

今月清盛の福原京の眠る平野の一本桜「奥平野舞桜」を見にいき、清盛とゆかりのある平野巡りをホームページに掲載。  



神戸らしい若々しい一本桜「奥平野の舞桜」以外 これといった 一般受けするところないなぁ・・・・と。  

原因は清盛が改修し、神戸発展の基礎になった大輪田泊〔兵庫の港 界隈〕を歩かなかったことかと。  

兵庫の湊界隈は何度も歩くのですが、いまだ「これぞ大輪田泊」の 景色に出会えず、目下探索中。   

そんな折「日本三大仏の一つ 兵庫大仏 能福寺」のポスター かつての大輪田の泊 兵庫・和田岬界隈にある平清盛所縁の

寺で 清盛の墓所でもあり、平家一門の祈願寺に定められ大伽藍を誇っていたと聞く。  

せめて、兵庫大仏と兵庫の港の内側にある兵庫運河界隈だけでも歩 いてこようと掲載記事仕上げた後の4月27日の午後 歩

いてきました。 兵庫運河沿いももきれいな水辺公園「兵庫津の道」に整備されてい ました。  

かつての大輪田泊の中 道が入り組んで、よう見つけなかったのは 無理もなしと。今度 ちゃんと計画して 海辺の兵庫港・

和田岬か ら山際の平野まで、清盛ゆかりの地をつないで歩こうと・・・ 

  

  兵庫駅の南東 かつての大輪田の泊界隈 能福寺の兵庫大仏 と  かつての大輪田泊周辺 兵庫・新川運河 

兵庫大仏は 1891 年（明治24 年）に豪商・南条荘兵衛の 寄進で建立されたが、1944 年（昭和19 年）に 

金属類回 収令で国に供出。現在の大仏は 1991 年（平成3 年）に 再建された身丈（像高）１１ｍ、重量約６０t、  

蓮台高３ｍ、台座高４ｍ、総高１８ｍの巨大な毘慮舎那仏（胎蔵界大日如来像）坐像である 

 西神戸西神戸西神戸西神戸    神出神出神出神出    雌岡山雌岡山雌岡山雌岡山・・・・雄岡山雄岡山雄岡山雄岡山のこのこのこのことととと  

  

この4月 西神戸 神出の雌岡山で出会った神出の古老から、雌岡山から「昔金がでた北山腹には採掘跡もあり、 

鉱山があった」と再度聞く。  

雄岡山からは水晶が出土し、「神出」は「金出」がルーツとの説があり、周辺の押部谷は古代採掘冶金族忍海族 

一族の居住地。 この何の変哲もない里に日本神話の重要部を彩る神話伝承があるのか?? と。 

雌岡山の赤い土を見るたびにこの地は産鉄の地ではと思うのですが・・・・・。  

 

「明石」の地名伝承にも この雌岡山が登場する。  

雄岡と雌岡は夫婦の神で、男神の雄岡が小豆島の美人神に惚れたことから、妻が止めるのもきかず鹿に乗り会いに行き、 そ

の途中、淡路の漁師に弓を 撃たれ、男神と鹿は共に海に沈んでしまった。  

鹿はたちまち赤い石になり、ここから「赤石」→「明石」となり明石の名称の起こりとも言われている。  

この話も製鉄伝承風に考えると  雌岡山・雄岡山の麓押部谷を流れ下る明石川がこの神出周辺の採掘で真っ赤になった川の色

との伝承と考えられ ないか・・・・・・・  

この雌岡山のカタクリの育成地が 古老たちの言うようにカタクリのの自生 群生地だとするとここはカタクリの南西限に近

いし、幻のギフチョウももか つては乱舞していたといい、磐座や不思議な石もゴロゴロ。  

西神戸 神出 雌岡山・雄岡山は色  々 想像を膨らませてくれる不思議な地 である。  

 



 よちよちよちよちよちよちよちよち歩歩歩歩きをきをきをきを始始始始めためためためた孫孫孫孫のしぐさのしぐさのしぐさのしぐさ  

ひとつを越えて よちよち歩きをはじめたた孫 よく訪ねてくれ、そのしぐさや行動を見る機会も多い。  

ついこの間オランウータンのよちよち歩行  それがもうしっかり歩いています。  

階段や伝い歩きは例外なく 安全な三点支持。ほんの1回私のパソコンさわらせたら、次からは一目散にパソコンの前へ  

だれに頼めばよいか良く知っていて、表情よく見ているのだろう。。  

先月「ヒューマン 人間の心の進化」について、掲載しましたが、孫の行動をみていて「はっ」と気が付いた。  

赤ちゃんからの成長は人間の歴史経験そのものをたどっていると。 また こころも 今一生懸命 育てているのだと。  

願いは一つ 健康にすくすく育ってくれること  

毎日 孫ばか やってます。  

 

 痛痛痛痛ましいましいましいましい交通事故続発交通事故続発交通事故続発交通事故続発        凶器凶器凶器凶器となったとなったとなったとなった自動車自動車自動車自動車のののの責任責任責任責任はははは????????  

サンデー毎日になって 最近特に感じることがある。  

今までは さほど意見や考えが異なっていると思わなかった話に首を突っ込んで「あれあれ・・しまった」と思うことがある。  

仕事やビジネスから、離れるとこんなにも・・  

「空気よめんやつや」と思われているやろなぁといやになる。頭では解っているのですが・・・・  

最近の政治をも含め、マスコミがはやし立てる「新しがり」が万能のように追従するのにはやっぱり頭にくる。  

パソコンやっていると新しがり屋に見られがちなのですが、 乗せられるのは嫌い。  

マスコミや政治家がもてはやすブロクやツイッター・フェイスブックは そのすごさを認めながらも嫌いです。  

理由は簡単、ブロガーかなにか知らないが、あんだけヤラセが横行する世界を自分でどう見分ければよいのか 危ないと感じ

ています。 

この連休 痛ましい高速道路での事故や歩行弱者が犠牲になる数多くの交通事故があった。  

居眠りにスピードの出しすぎ そして会社の責任がとわれている。 でも 凶器となった自動車そのものへの批判はない。  

自動車は今ロボットと同じぐらいの電子機器。また、自動車は知能ロボットと考えても良い。 追突防止 狭い道幅でのスピ

ード制限〔前方検知・道幅幅検知〕などGPSと電子機器のお化けを組み合わせれば、朝飯前だろう。  

何を優先するかが 今自動車メーカーや運転する人や歩行者などで共有されておらず、それを唱える世論がないだけではない

か。 すでに技術はある。自動車を作る側そして乗る側にももうそろそろ 自動車安全の理念を変える勇気はないのか・・・。  

あれだけ 原子力発電に拒否反応する世論  是か非かの議論の中を見るとその構図は同じとみえる。 

自動車を糾弾する眼はないのか・・・・・・・  

某新聞に数多くの交通渋滞の原因は「流れに乗らぬ遅い車の存在 スピードの急可変が原因」  

これもおかしな論理に見える。 

直感的に感じることや理念には人間の歴史が詰まっていることも多い。  

安全自動車に社会全体とりわけ製造責任者が舵を切らねば それぞれがいくら膨大な対策費を払い込んでも   

この痛ましい事故をなくせない。  

 

「原因原因原因原因をををを人人人人のののの所為所為所為所為にするなにするなにするなにするな。。。。ルーツルーツルーツルーツ原因原因原因原因のののの解明解明解明解明とととと防止防止防止防止そしてそしてそしてそして((((対策対策対策対策をををを突破突破突破突破されたされたされたされた時時時時のののの))))歯止歯止歯止歯止めめめめ」  

職場で徹底的に叩き込まれた言葉です。 

仕事を離れて ゆっくり見える余裕もあって   

以前やったら 私もやっぱり ああ行ったろうなあだったろうなぁ・・と 

思うことも多いのですが・・・。  

付和雷同せず 勇気・冷静・知恵 その重みを強く感じている昨今。  

   「「「「変変変変えられるものをえられるものをえられるものをえられるものを変変変変えるえるえるえる勇気勇気勇気勇気とととと        

    変変変変えられないものをえられないものをえられないものをえられないものを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる心心心心のしずけさとのしずけさとのしずけさとのしずけさと    そのそのそのその両者両者両者両者をををを見分見分見分見分けるけるけるける叡智叡智叡智叡智」」」」        

「まあええか 元気だして行こう」と心は行ったり帰ったりです 



【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    】】】】    

 

 

今月も鉄に直接触れた記事なく、独りよがりの勝手な思い入れ

の記事ぱかり。 がんばって仕事を続ける仲間やこの困難な時節

を力一杯取り組んでいる皆さんに なまちょろい画像ばかりで、

多少後ろめたい気もあるのですが、 ちょっとした息抜き、発想

や気持ちの転換になれば うれしいです。 

  

毎日元気に神戸で過ごしています。   神戸に来られたら 是非一度 お訪ねください  

気軽にお付き合いのほどを。 引き続き、色々お教えいただきたくお願いします。  

                        2012.5.5. by Mutsu nakanishi   

   

 

  

 

真真真真っっっっ青青青青なななな空空空空にににに    花花花花のののの香香香香りがただようりがただようりがただようりがただよう    薫風薫風薫風薫風5555月月月月    

里山里山里山里山ではではではでは草木萌草木萌草木萌草木萌ええええ、、、、庭庭庭庭のののの草花草花草花草花ももももカラフルカラフルカラフルカラフルなななな花花花花をををを咲咲咲咲かしていますかしていますかしていますかしています 

    



【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】    

           風来坊風来坊風来坊風来坊    Country Walk  Country Walk  Country Walk  Country Walk      

 1.1.1.1.    神戸桜神戸桜神戸桜神戸桜 Walk 2012  Walk 2012  Walk 2012  Walk 2012 「「「「奥平野奥平野奥平野奥平野のののの舞桜舞桜舞桜舞桜」」」」神戸にも素晴らしい一本桜がありました  2012.4.10.2012.4.10.2012.4.10.2012.4.10. 

神戸の基礎を築いた平清盛の都 福原京を見下ろす一本桜    奥平野浄水場・水の科学館「奥平野の舞桜」    

 

平清盛の都 福原京を見下ろす一本桜    奥平野浄水場・水の科学館「奥平野の舞桜」 

 

神戸は今 平清盛ブームに沸くというがちょっといまいち。  

でも、清盛の福原京があった平野の商店街には赤い平家の旗が

幾つも翻る。  

そのの山裾の丘の上に「神戸の市街地・平野の街を見下ろす 素

晴らしい一本桜がある」と聞いて、今年は この神戸の一本桜

「奥平野舞桜」を見に行こうと楽しみで満開になるのを待ちか

ねて訪ねました。  

今年は一本桜をみに行けないと思っていましたが、神戸で。

しかも、有名な一本桜は老木が多く、数多くの添え木が施さ

れている場合が 多いのですが、「奥平野の舞桜」には一つの

添え木もなく、空へ向かっ両手を力一杯広げる素晴らしい姿。  

美しい優美な舞姿を感じるといいますが、私には今を元気一

杯生きる若者を感じました。  

また、ゆっくりと歩くことのなかった清盛の都「福原京」が

眠る平野の街。  舞桜の見学とあわせ、雪御所のあった天王

川沿いや祇園神社など福原京ゆかりの地をwalk。  

神戸にもこんな美しい生き生きとした桜がある。  

スライドアルバムに整理しましたので、神戸2012 桜Walkを

ごらんください。 

 

 

  六甲連山の山すそ 平野は神戸の基礎を開いた平清盛の都 福原京が眠る町 清盛の足跡を探して歩きました  2012.4.10. 



    2.2.2.2. 神戸神戸神戸神戸のののの春春春春をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ    原原原原チャリチャリチャリチャリWalkWalkWalkWalk        神戸丹生山箕谷神戸丹生山箕谷神戸丹生山箕谷神戸丹生山箕谷////淡河線淡河線淡河線淡河線 &  &  &  & 雌岡山雌岡山雌岡山雌岡山    2012201220122012    .4..4..4..4.    21212121....    

 

◆ 新緑の中ミツバツツジが美しい神戸丹生山越 箕谷/淡河線 

◆ カタクリの咲く雌岡山にギフチョウが舞う 

    

 

毎年一番に春を見に行く里山箕谷／淡河線 神戸

箕谷の岩谷を埋める樹木は芽吹き、日に日に色を

変えてゆく。 そして山越えの道には新緑とミツバ

ツツジが美しい。   

「神戸に春が来た」と思える一瞬である  

また、直ぐ南 菜の花とレンゲ咲く田園に囲まれ

た雌岡山にはカ タクリが咲き、かつて蝶が舞った

カタクリの育成地にチョウを蘇らせようとする取

組で 今年はカタクリの花に取り付くギフチョ ウを見ることができました。  

静かで春色の里山が消えてゆく中、ゆったりとした時間が流れる  こんな風景を残してほしいものです。  

    

   

 今年も西神戸 神出の雌岡山斜面の雑木林に咲くカタクリの花に出会えました 2012.4.21.  

 また、この地に舞うギフチョウを見ることが出来ました  

 古代産鉄(金属採掘)・神話伝説のこの山にかつてのように?? チョウが乱舞する日が来るかもしれません。 

 

 

 



 3.3.3.3. 京都京都京都京都    桜桜桜桜 Walk 2012 Walk 2012 Walk 2012 Walk 2012        醍醐醍醐醍醐醍醐・・・・宇治平等院宇治平等院宇治平等院宇治平等院・・・・高野川堤高野川堤高野川堤高野川堤・・・・植物園夜桜植物園夜桜植物園夜桜植物園夜桜      2012.4.13.2012.4.13.2012.4.13.2012.4.13.    

   
京都 高野川堤の桜           宇治川の桜             京都 植物園の夜桜  

    

1.. 醍醐寺の桜                    2. 宇治平等院の桜         3. 京都 高野川堤の桜       4. 京都 植物園の夜桜 

京都に居ながら、京都の桜の名所 醍醐の桜も宇治平等院の桜も記憶にないと家内がいう。  

4 月 12日すっぽり予定がない一日。 京都市内の桜の名所はさけて、京都の桜をゆっくり歩いて楽しもうと家内と二人でぶら

ぶら出かけました。 また、近くの高野川の堤 松ヶ崎の疎水分流 そして 夜ライトアップされた植物園の夜桜にも。  

久しぶりの平等院・醍醐寺の桜 やっぱり名所の桜で、人出も多いのですが、さわやかな気分。 高野川の土手・松ヶ崎疎水

の分流もこんなに美しかったのか・・・と再認識。 桜の美しさは訪れた時期と同時に自分の気分で随分かわるなぁ・・・と。  

一日桜を眺めながらの京都Walk。うれしい桜の写真がいくつも撮れました。  

神戸の一本桜「舞桜」と古都の桜。  イメージが次々と膨らむ晴らしい姿に強い印象を受けた今年の桜walk。満足でした。  

 

    

   

   

 

  

 



    4.4.4.4. 京都洛北京都洛北京都洛北京都洛北    春春春春WalkWalkWalkWalk   上賀茂上賀茂上賀茂上賀茂    深泥池深泥池深泥池深泥池    からからからから    岩倉円通寺岩倉円通寺岩倉円通寺岩倉円通寺へへへへ    2012.4.10.2012.4.10.2012.4.10.2012.4.10. 

       .      静寂な円通寺の庭園へ行きたくなって 深泥池から円通寺へ歩きました  

  

     天然記念物生物群集の上賀茂 深泥池                                  比叡を借景にした円通寺静寂の枯山水庭園 

桜満開でにぎわう京都。 一日桜見物に歩いた次の日 喧騒

を離れ、ゆっくりと緑の中を歩きたくなって、 上賀茂深泥

池から岩倉円通寺へ歩きました。 

昨日 高野川越しに上賀茂の山をみて、水生植物群の深

泥池からふと山の北側にある円通寺の横を抜けてゆく静か

な洛北の街道 鞍馬街道を思い浮かべたのが発端。  

岩倉の里の開発が進んだ今 隠れ里岩倉幡枝の里にある円

通寺はどうなっているのだろうか・・・・。静寂の中の枯

山水の庭の縁に座って眺める借景の比叡山そして深泥池界

隈にも興味がある。  

午前中約3時間ちょっとの洛北散歩  かつてのイメージが

そのまま残っていた円通寺の庭と比叡に出会えました。   

まだ残る京の田舎Walk。 

記すより映像とスライド動画にまとめました。   

園通寺の庭と都の富士 そして何の変哲もない深泥池   皆さんにいかが映るでしょうか・・・・  

    

    

    from Kobe from Kobe from Kobe from Kobe     2012201220122012年年年年    5555月月月月            

    

                  【【【【From Kobe 5From Kobe 5From Kobe 5From Kobe 5月月月月】】】】        

    風薫風薫風薫風薫るるるる5555月月月月のののの早朝早朝早朝早朝ののののSoundSoundSoundSound    5555月月月月のののの風風風風にににに乗乗乗乗ってってってって    聞聞聞聞こえてくるこえてくるこえてくるこえてくるセセラギセセラギセセラギセセラギとととと鳥鳥鳥鳥のののの声声声声    

 自宅のある丘から 南の里山を眺めながら  聞こえてくる音に耳をかたむけました 

   

    

    

    



    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年 7 7 7 7 月月月月    ｢｢｢｢IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道｣｣｣｣    四季折四季折四季折四季折々々々々    2012..7.1.2012..7.1.2012..7.1.2012..7.1.....    

7777 月月月月    梅雨明梅雨明梅雨明梅雨明けがけがけがけが待待待待ちちちち遠遠遠遠しいこのしいこのしいこのしいこの頃頃頃頃    今年今年今年今年はこんなきれいなはこんなきれいなはこんなきれいなはこんなきれいな紫陽花紫陽花紫陽花紫陽花がががが庭庭庭庭にににに咲咲咲咲きましたきましたきましたきました

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県美祢山口県美祢山口県美祢山口県美祢    初夏初夏初夏初夏のののの景色景色景色景色    いつもの景色ですが、出会えるとほっとする景色です  2012.5.25-29.  

   

秋吉台カルストが一番美しいとき   数多くの石灰石が頭を出す緑の草原の連なりに 

くぼ地（ドリーネ）が幾つも浮き出て 傍らにはピンクのアザミ 

  

   
美祢美祢美祢美祢のののの初夏初夏初夏初夏のののの景色景色景色景色    野っ原に漂う美祢の朝霧や里山を写しこむ水田 そして麦秋を迎えた里景色など   

        66666666........        

今年は古事記編纂130 年 邪馬台国から初期ヤマト政権へ 

日本の国づくりの話がブームで「鉄の役割も」  

久し振りに初期ヤマト王権を支えた物部氏の本拠地 

天理市布留を訪ねました  



7月 びっくりするような強い雨かと思うと 真っ青な空に入道雲 梅雨明けが待ち遠しい時節になりました。  

はやく すかっとなってほしいですね。 何が何やらまったく判らぬ時代の流れ、直感的に自分には遇わぬと。 

でも 人に惑わされず 自己防衛するしか すべなし  

そんな梅雨の合間 金環日食  神戸ではくっきりリングが見えました。 久し振りに童心に帰っての楽しい観測でした。 

  

ぶつぶつ つぶやく毎日ですが、力なし。 

 まあ いいかと 相変わらず元気に風来坊です。 

無理をしたら迷惑をかけること自覚せねばと思うのですが 、 

まだまだ 好奇心旺盛  誘ってもらうと すぐ 行ってこようと・・・・  

また、近くにいる孫たちが すぐ来てくれるのもうれしく、頭の体操です  

久し振りのホームページの更新  

掲載記事が多くなって ちょっとしんどい更新でしたがやっとなんとか・・・・・  

ちょっとした息抜き、発想や気持ちの転換になればうれしいです。  

はやく 梅雨があけんかなぁ・・・・との毎日  

健康にご留意ください  

   

         2012.7.1. From Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

 

    

    

【【【【2012201220122012年年年年    7777月月月月のののの便便便便りりりり】】】】     

 1. 7月 梅雨明けが待ち遠しい毎日  

 2. 集中豪雨の高速道路走行  

 3. 麦秋を迎える山口・九州  

 4. 弥生時代の国内最大級の鍛冶工房村  

   淡路島 五斗長垣内遺跡が国の史跡に  

 5. 大阪阿部野橋で日本一の高層ビル建設中  

 6. 今月のhome page 更新記事 

    

 7777月月月月     梅雨明梅雨明梅雨明梅雨明けがけがけがけが待待待待ちちちち遠遠遠遠しいしいしいしい毎日毎日毎日毎日        

一雨ごとに花の色を変え

てゆく庭先の紫陽花を眺

めるのが楽しみ。 

  

昨年 挿し木したのだそうですが、花の色を咲き

始めの白から真っ赤に日に日に染 めてゆく紫陽

花を見つけ、今年一番の紫陽花やと。  

こっちも気分を変えて がんばらねば・・・・・・・ 

 更新が気がかりだったホームページ 内容は相

変わらずですが、7月の頁に更新しました。  

    

    

    

1200度にあがった登り窯内部  

この高温の色は太陽の色・鉄の色  

沸き立つエネルギーの色 

見学させてもらった  

山口・萩焼田中講平さんの登り窯で 



 

 集中豪雨集中豪雨集中豪雨集中豪雨のののの高速道路走行高速道路走行高速道路走行高速道路走行  

5月29日午後 関西を襲った集中豪雨。 家内が運転の高速道路走行中にすごい豪雨に出会いました。  

一瞬にして 前方も後方も見えず。 前を行く車のテールランプがかすかに見え隠れ。  

脇に車を止めた方が良いのか 徐行しながら前のテールランプに喰らいつく方が良い のか・・・・・・  

二人で 必死に前方を眺めながらのおっかなびっくりの高速道路走行が20分ほど。  

速度を落とすとすぐ横を大型車の車輪が水しぶきを容赦なく窓ガラスにぶつける。  

まったく前が見えずの初めての経験。  不安が不安を生む異常な精神状態 こんな雨 やっぱりあるんだと  

   

     集中豪雨の高速道路走行 2012.5.29.午後 姫路バイパスで 

やっと収まってきて「そや この集中豪雨 デシカメにに収めとこ」と助手席でカシャカシャ。後でええきなもんやとおこら

れましたが・・・・・・・ 。 シュミレーションしておかないと大変なことになるとつくづく思った経験でした。  

  ○ ちなみに 豪雨の高速道路 中央から壁側へ水が流れたまるので、  

    壁側 走行車線を走るともろに前の車の水しぶきを浴びてすごいことになる これも 初めて  

 

    麦秋麦秋麦秋麦秋をををを迎迎迎迎えるえるえるえる山口山口山口山口・・・・九州九州九州九州        このこのこのこの「「「「麦麦麦麦」」」」はははは一体一体一体一体どうしてたべるのでしょうかどうしてたべるのでしょうかどうしてたべるのでしょうかどうしてたべるのでしょうか・・・・・・・・・・・・・・・・     

   

    麦秋を迎えた麦畑が美しい秋吉カルスト台地周辺  2012.5.25.  

毎年 5月末から6月山口へ行くとカルスト台地の山間は黄金色に輝く「麦秋」  緑と黄金色のコントラストが美しい。  

また 今年は佐賀平野全体が黄金色に輝くのを眺めましたが、九州で何度か麦秋を見た記憶がある。「実りの秋」からこの時

期収穫をむかえる「麦」を「麦秋」というのだそ うだ。  

かつては米との二毛作が出来る貴重な穀物でしたが、 最近 関西では減反で麦畑を見る機会はめっきり少ない。  

でも九州や山口では麦の栽培が盛んで、水の張られた水田と共に 麦秋は初夏山口・九 州の素晴らしい田園風景です。  

昔みたいに麦を食べることもなくなって  この「麦」は一体どんな食品になるのでしょう・・・・・不思議。 

  

「麦」というとパンやうどんの原料「小麦」を思い浮かべるのですが、 

その自給率は10%そこそこ。  

でも近年粘り気の強いグルテンができる品種ができて、九州などでは 

製パン用の小麦が特産としてふえているという。  

また、味噌・醤油・焼酎などの発酵食品にも麦が使われているという。 

そういえば 麦焼酎に麦味噌は九州・中国地方での広く食べられ、 

地域ブランドの役割を担っているものもあるという。  



九州の焼酎はおなじみ。山口は麦味噌の本場 あの甘い濃厚醤油もそうかもしれません。  

珍しい初夏の光景と思っていましたが、九州や山口では地場産業をの担い手。  

これら九州や山口の麦から作られた味噌・醤油そしてパンに焼酎等々 国産の麦の世話になっているのかも知れない。  

今夜から 焼酎「麦」が一層おいしくなる。  

 

     麦秋の九州 佐賀平野 2012.5.27.  

 

弥生時代弥生時代弥生時代弥生時代のののの国内最大級国内最大級国内最大級国内最大級のののの鍛冶工房村鍛冶工房村鍛冶工房村鍛冶工房村  淡路島淡路島淡路島淡路島    五斗長垣内遺跡五斗長垣内遺跡五斗長垣内遺跡五斗長垣内遺跡がががが国国国国のののの史跡史跡史跡史跡にににに 

この6月 私の知っている2つの製鉄関連遺跡が 国の史跡に指定された。  

ひとつは弥生時代後期（１世紀初～３世紀初）の国内最大級の鉄器生産集落 「五斗長垣内遺跡」（淡路市黒谷）。 

もうひとつは山口県のたたら遺跡とし ては「白須たたら製鉄遺跡」に続く2件目の国史跡として指定された江戸時  

代中期から後期にかけての製鉄遺跡「大板山たたら製鉄遺跡」。  

この大板山の鉄は先進的な萩藩の軍艦製造所で建造された洋式軍艦に使われ たといいます。  

「五斗長垣内遺跡」は2009年新聞をにぎわしましたので知る人も多い。  

発掘から約10年以上かけて史跡指定された「大板山製鉄遺跡」にはまた、別の意味で感慨深い。  

1993 年 10月 発掘中の遺跡を山又山の誰もいないダムサイトの道路を通って原チャリで訪れ、再度 整備された遺跡公園を

家内と車で訪れたときには 車が動かなくなって青くなったことがありました。  

自分の知る製鉄関連遺跡が整備保存されてゆくのはうれしい。  

また、4月末 山形県西ノ前遺跡から出土した土偶「縄文の女神」が国宝に。  

日本文化の根底をなす縄文が徐々に認められつつあるのはうれしい。  

    

       五斗長垣内遺跡          大板山たたら製鉄遺跡            縄文の女神 

 

大阪阿部野橋大阪阿部野橋大阪阿部野橋大阪阿部野橋でででで日本一日本一日本一日本一のののの高層高層高層高層ビルビルビルビルがががが建設中建設中建設中建設中  

世界一の東京スカイタワーがオープンし、 

大阪阿部野橋では日本一の 高層ビルが建設中  

どちらもどんな技術が使われているのか  

気になる平成の鉄のモニュメント  

東京スカイタワーも一度見に行こうと思っています。  

 



【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    】】】】    

    

   

 

【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】        

             和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

 1.1.1.1.「「「「    鉄鉄鉄鉄がががが海海海海をををを豊豊豊豊かにするかにするかにするかにする----    鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼スラグスラグスラグスラグ    海海海海にににに栄養栄養栄養栄養    コンブコンブコンブコンブ復活復活復活復活    効果効果効果効果てきめんてきめんてきめんてきめん    ----    」」」」    

     朝日新聞 2012.5.21. 朝刊より         

「大量の鉄の粉をばら撒けば、地球温暖化を食い止めるこ

とができる」と 真剣に実用研究に取り組む学者たちがいる。  

本で得た知識として、その論拠は理解できるのですが、半

信半疑。 「これくらいスケールが大きなければ、地球環境

は変えられまい」とも・・・。  

でも 一方「風が吹けば 桶屋が儲かる」の空論か??と

も・・・・。 そんな「海に溶け込んだ鉄分が着実に海の環

境を変えて行っている」との 記事が朝日新聞に掲載されて

いました。  

「鉄の環境改善効果はほんまもんや」とうれしくなっての

新聞記事ご紹介です。  

地球上り鉄がもたらす環境改善アプローチの具体的実証例  

むかしから「陸の森が豊かな海を育てる」の言葉もありま

す。 是非ご一読を・・・・・・。  

 

 

孫が描いた｢歯の衛生に注意 6.4.虫歯予防デー｣のポスタ- 

 



  2. 2. 2. 2. 初期初期初期初期ヤマトヤマトヤマトヤマト王権王権王権王権をををを支支支支えたえたえたえた物部氏物部氏物部氏物部氏のののの本拠地本拠地本拠地本拠地「「「「布留遺跡布留遺跡布留遺跡布留遺跡」」」」再訪再訪再訪再訪WalkWalkWalkWalk     2012.5.19.2012.5.19.2012.5.19.2012.5.19.                

               天理参考館「大布留展」& 関連講演会 「ヤマト政権の生産体制を探る」聴講  

               今まで 布留遺跡に抱いていたイメージが随分 変わりました  

 .   

南北に広がる奈良盆地の中央東縁に位置する物部氏の本拠地 布留遺跡のある天理市  

5 月 19日（土）天理大学付属天理参考館で開催中の「大布留遺跡展-物部氏の拠点集落を掘る-」に合わせて開催された 関連

講演会 関川尚功氏「ヤマト政権の生産体制を探る?渡来系工人と玉造集団から見た布留遺跡」を聴講を機会に今は天理教の神

殿をはじめ、天理教本部の諸施設や天理大学が立ち並ぶ「布留遺跡の天理市布留」界隈を再訪Walkしました。 

   

私の知る布留遺跡のイメージは鉄器工房 でも今回布留へ出かけて、鉄器工房のイメージとは随分違う。  

この時代の大和の鉄器工房はもっと先進的がと思いましたが、それはもっと先の時代のようです。 また、今回 gooogleの衛

星写真を使って地理的位置を調べましたが、布留遺跡のある天理の位置が、奈良盆地の中で随分面白い位置であることや、   

中央を流れくだる布留川が、今とは違って氾濫をくりかえす暴れ川であったろうことも。本当に面白い布留再訪。    

ちょっとは 頭の整理ができましたが、新たな疑問も・・・・・ 

 

 

東の山並 春日断層崖から流れ出て 天理市中央を流れ下る布留川  2012.5.19. 

   

    



           風来坊風来坊風来坊風来坊    Country Walk  Country Walk  Country Walk  Country Walk      

 1.1.1.1. 六甲石楠花谷六甲石楠花谷六甲石楠花谷六甲石楠花谷((((森林植物園森林植物園森林植物園森林植物園))))のののの日本日本日本日本シャクナゲシャクナゲシャクナゲシャクナゲ    2012.5.8. 2012.5.8. 2012.5.8. 2012.5.8.  

     

白に淡い紅がさす日本石楠花  連休が終わった午後「六甲の石楠花がもう盛りを過ぎようとしている」との花便り   

毎年 春の里山を飾る花 桜・カタクリ・ツツジときて 最後がシャクナゲ。 

アズマシャクナゲ・ツクシシャクナゲ・ホソパシャクナゲ・本シャクナゲにヤマトシャクナゲという名もある。  

わたしにはどれがどうなのかさっぱりわかりませんが、白に淡いピンクが混じる日本シャクナゲが一番好きです。  

東北・比良・滋賀鎌掛谷そして九重の山など山に自生する花が一番ですが、最近は毎年六甲森林植物園石楠花谷に出会いに行

きます。 西洋石楠花の強さはないが、美しい新緑の季節を飾る大輪の花が石楠花谷を埋めつく日本シャクナゲ  

昨年は出かけた時期もあわなかったのですが不良。  

今年はどうかと気になりましたが、 素晴らしい日本シャクナゲに出会えました。  

 

六甲石楠花谷(森林植物園)  2012.5.8. 

     2. 2. 2. 2.    知知知知っているようでっているようでっているようでっているようで知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった「「「「京都京都京都京都伏見伏見伏見伏見」」」」のののの街街街街をををを歩歩歩歩くくくく      

     .   

知っているようで知らなかった「京都伏見」 一番の疑問は「伏見の港は今も淀川とつながっているのだろうか???」 



「京都・伏見」 京都盆地の南端に淀川に注ぐ三河川・巨椋池が作る広大な湿地を秀吉が大土木工事を実施し、政治・経済の

中心に変身させた地で、秀吉以降 伏見桃山時代から昭和 そして現在まで大いに栄えた街  

京都の街にも昭和の時代まで海と繋がる港「伏見港」があり、京・大阪を結ぶ舟が行き交う港「伏見」・琵琶湖疏水がここま

で繋がっていると聞く。  また、京の女酒そして秀吉が開削して作った人口の港町・城下町でもあった。    

京都の一番南の端「伏見」には色々な顔がある。  

TVや写真で見る時代劇や落語の世界の「伏見の港」は 京から高瀬舟・淀川からは三十舟  

一番の疑問は「伏見の港は今も淀川とつながっているのだろうか???????」 

 

   

               堀割の岸に酒蔵が建ち並ぶ伏見の街   2012.5.15. 

 

 3.3.3.3.    久久久久しししし振振振振りにりにりにりに九州九州九州九州へへへへ        素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしいバラバラバラバラのののの街街街街「「「「ハウステンボスハウステンボスハウステンボスハウステンボス」」」」をををを訪訪訪訪ねましたねましたねましたねました   

        バラバラバラバラのののの街街街街「「「「ハウステンボスハウステンボスハウステンボスハウステンボス」」」」・・・・西西西西のののの要要要要のののの軍港軍港軍港軍港「「「「佐世保佐世保佐世保佐世保」」」」・・・・陶磁器陶磁器陶磁器陶磁器のののの町町町町「「「「有田有田有田有田」」」」   2012.5.27.2012.5.27.2012.5.27.2012.5.27. 

.   

    バラの香りが漂うヨーロッパの街角 ハウステンボス   久し振りに味わった旅の楽しい空間でした  2012.5.27.  

 5 月末 山口美祢を訪ねた折にお向かいの黒田さんから 100 万本のバラ祭でバラの花の中に埋まる「ハウステンボス」のスラ

イドを見せていただいた。 素晴らしい佐世保「ハウステンボスのバラ」。 美祢からだと3時間程 晴天に恵まれた5月27

日早朝 九州へ 一度街歩きをしたかった軍港・造船の町「佐世保」そして陶磁器の町「有田」にも立寄れました。  



久し振りの九州 初夏の空気をいっぱい吸っての街歩き。  

素晴らしいハウステンボスのバラや変貌する軍港佐世保そして陶磁器の町「有田」の街姿を整理しました。 

 

  
艦艇が一杯の西の要軍港「佐世保」 佐世保バーガーを待つ若者の列にも加わりました 

 

陶磁器の町「有田」  赤絵の柿右衛門窯へも行けました 

 

 4.4.4.4. 2012 2012 2012 2012 初夏初夏初夏初夏のののの山口美祢山口美祢山口美祢山口美祢        私私私私のののの心心心心にににに残残残残るるるる風景風景風景風景  

   

誰しもが持っている「心に残る風景」  私の心に残る風景のひとつ 美祢の初夏の景色です 

毎年この時期に訪れる山口県美祢  どこにでもある田舎の田園風景と秋吉台カルストの初夏の風景  

毎年 同じ風景ですが、てあえるといつも ほっと気持ちが和む初夏の景色   映像を残しておきたいと 

 



 

    

 from Kobe from Kobe from Kobe from Kobe     2012201220122012年年年年    7777月月月月            

 

【【【【From Kobe 6 & 7From Kobe 6 & 7From Kobe 6 & 7From Kobe 6 & 7月月月月】】】】        

1.1.1.1.    【【【【From KobeFrom KobeFrom KobeFrom Kobe     2012. 6 2012. 6 2012. 6 2012. 6月月月月】】】】        遊遊遊遊びびびび心心心心のののの    金環食金環食金環食金環食    観測観測観測観測                                                 2012.5.21. 2012.5.21. 2012.5.21. 2012.5.21.  

 

        

  

    

    

            

    

    

    

    2.2.2.2.    【【【【From KobeFrom KobeFrom KobeFrom Kobe     2012. 7 2012. 7 2012. 7 2012. 7月月月月】】】】                

        雨上雨上雨上雨上がりのがりのがりのがりの紫陽花紫陽花紫陽花紫陽花がががが美美美美しいしいしいしい時節時節時節時節にににに                         2012.7.1.  2012.7.1.  2012.7.1.  2012.7.1.     

    

    

    

    

    

    

    

    

.... 
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8888月月月月    暑暑暑暑いいいい暑暑暑暑いひまわりのいひまわりのいひまわりのいひまわりの夏夏夏夏のののの到来到来到来到来ですですですです        

ギラギラと照りつける太陽にせみの声がうるさいほどに鳴り響く  

そして太陽に一斉に顔を向ける黄色のひまわり   

歳とともに黙りこんでしまいがちな昨今、 

ひまわりの笑顔に出会えると 気持ちかが明るくなる。  

いかがでしょうか・・・・・  

 

私の方は相変わらずの家族ともども 平々凡々 勝手気ままな穏やかな暮らし  

孫たちもすくすく うれしい限りです  

でも 7月 ゲリラ豪雨が各地で暴れまわり、異常気象とかたずけておられぬ事態  

もう 今までが参考にならなくなり、付け焼刃ではだめですね。  

暑い夏になった今では もう そんなこと忘れてしまいそう  

平和のことも 原発も 不透明な社会情勢も  でも大事なことです。  

これではいかん ちょっとは 生産的なこともせなあかんなぁ・・と思うのですが、  

老齢は ゆったり構えて見守ってゆくのも仕事かと。  

最近仲間が送ってくれたメール動画に  

「「「「    老老老老いをいをいをいを嘆嘆嘆嘆くことはないくことはないくことはないくことはない。。。。    100100100100才才才才になったらになったらになったらになったら    赤赤赤赤ちゃんにちゃんにちゃんにちゃんに戻戻戻戻れるんだかられるんだかられるんだかられるんだから・・・・・・・・        

        そしてそしてそしてそして    忘忘忘忘れてはいけないれてはいけないれてはいけないれてはいけない。。。。        

        人生人生人生人生とはとはとはとは、、、、自分自分自分自分がががが息息息息をををを吸吸吸吸うううう数数数数ではなくではなくではなくではなく    息息息息をををを吐吐吐吐くくくく瞬間瞬間瞬間瞬間でででで測定測定測定測定するものですするものですするものですするものです。。。。        . . . .     

        充実充実充実充実したしたしたした毎日毎日毎日毎日をををを生生生生きましょうきましょうきましょうきましょう!!!!!!!!                    

                                            ----    或或或或るるるる老齢老齢老齢老齢ののののアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人からのからのからのからのメッセージメッセージメッセージメッセージ    ----        」」」」 と  

 

   

年寄りにはうれしくなるような言葉が「老いを楽しくするコツ」として並んでいました。  

「 思い悩むな 今一番楽しいと思うことを 精一杯 楽しめ   

そして 大切な人には笑顔で「愛している 」と   人にぐちを言うのはやめよう 笑顔で暮らそうと 」  

 判っていても なかなかできないなあ・・・ でも 忘れず 前に 飾っておこう・・・・・と。  

 ひまわりの夏到来 相変わらずですが、ひまわりの夏のページに更新  

 元気の糧にでも ちょっぴり 貢献できるかなぁ・・・と思いつつ  

                   2012.8.1. From Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

空高く吹き上げる 噴水 

 

ひまわりの花言葉  

   熱愛・情熱・輝き  

 

 朝顔の花言葉  

    明日もさわやかに  

“ Philosophy_For_ Old_Age.pps 「老いを楽しく生きるために」 by  ジョージ カーリン” より 



 朝顔朝顔朝顔朝顔のののの花花花花のののの魅力魅力魅力魅力    明日もさわやかに  

     
ギラギラギラギラギラギラギラギラとととと照照照照りつけるりつけるりつけるりつける太陽太陽太陽太陽にににに一斉一斉一斉一斉にににに顔顔顔顔をををを向向向向けるけるけるける黄色黄色黄色黄色のひまわりがのひまわりがのひまわりがのひまわりが刺激的刺激的刺激的刺激的なななな明明明明るさにるさにるさにるさに対対対対してしてしてして    

夏夏夏夏    早朝早朝早朝早朝のさわやかさをのさわやかさをのさわやかさをのさわやかさを演出演出演出演出するするするする静静静静かなかなかなかな朝顔朝顔朝顔朝顔     

子供から大人まで、誰でもが育てられ、誰もが一度は育てた経験を持ち、楽しみ方もひとそれぞれ。  

あまりにも ポピュラーになりすぎて 菊や菖蒲や山野草に盆栽などの愛好家の人気からは ちょっと遠いが、花など育てる

興味の乏しい私でも、咲いた花には 本当に親しみを持つ 夏の到来には欠かせない花  

「太陽に顔を一斉に向けたひまわり」そして「早朝 目を覚ましたら 一番に見に行く朝顔」 

夏の到来からは欠かせない花   能動的な「ひまわり」に対してどちらかというと受動的な「朝顔」  

どんな花言葉がたくされているのだろうか・・・・・・と。  

 

   ひまわり :   あこがれ・熱愛・あなたを見つめる・愛慕・光輝・敬慕・敬老の日・情熱・輝  

  朝 顔  :   愛情・平静・愛情の絆・短い愛・明日もさわやかに   

やっぱり ひまわりは 相手を思いっきり愛する気持ちを伝える花言葉   一方 朝顔は静かに相手を見つめる花言葉   

早朝に咲いて、昼にはしぼんでしまうという短命さがそんな気持ちをかもし出す。  

私には「明日もさわやかに」の言葉が一番ぴったり来る。 ひまわりと朝顔 夏にはなくてならない花です。  

今年は 朝顔もひまわりも庭に植えるのが遅れて、我が家では咲くのが遅れていましたが、 8 月到来と共に 毎日 きれ

いな澄んだ花を付けていて、朝起きるのが楽しみです。 ひまわりはまだ これからです。    

 

｢京朝顔｣は鉢に ひとつだけ大輪の花を咲かせて その花を楽しむ  

京都で50年以上続く京朝顔の会｢半日会｣の展覧会が毎年 植物園であり、今年も7月30日に出かけました。  

素晴らしい京朝顔がひな壇に並び、小学生が咲かせた大輪の花も並ぶ。素晴らしい朝顔の花に幾つか賞の札がついている。  

ひとつしか咲かぬ花で しかも朝咲いて昼にはしぼんでしまう朝顔  

どうして 展覧会を維持するのだろうか・・・・ 賞つけても 次の日はもうしぼんでいるのでは????と  

「いやいや みんな 朝6時に咲いた朝顔を持ち込んで 新しい鉢を並べるのです。 賞は毎日その日の賞を決めるので

す。今日は 小学生が 20 数センチの大輪を学校で育てて 賞を撮りました。長年やっている人も新しく始めた人も み

んな並べて楽しむのですよ 」と。さすが朝顔 こんなつながりでないと50年も越えて 朝顔展づかないなぁ・・・と  

もうひとつ 朝顔は種を植えつけて65日 1年中 手入れするのと違う。  

また、展覧会で見つけた花の名を書きとめておいて 種を交換して 気に入った花を素人でも育てられるのも魅力だと。  

こんなゆるゆるのの仲間もいいなぁ・・・・と。 朝顔の魅力です。 

 



【【【【2012201220122012年年年年    8888月月月月のののの便便便便りりりり】】】】        

 

1. ひまわりの夏到来  

2. ゲリラ豪雨に重ねて ぶつぶつ  

3. 朝顔の花の魅力  

4. 7月が来ると毎年 気になる夏の高校野球  

5. 今月のhome page 更新記事  

        ひまわりのひまわりのひまわりのひまわりの夏到来夏到来夏到来夏到来  

8月 ひまわりの夏到来  

でも暑い暑い夏 老齢の身には厳しい夏です  

真っ青の空とひまわりを見ると元気が出てくる  

お互い体調管理に留意してこの夏を乗り切りましょう  

毎年のひまわりの夏の写真を発信したくて、  

 内容は相変わらずですが、8月の頁に更新しました。 

    

    ゲリラゲリラゲリラゲリラ豪雨豪雨豪雨豪雨にににに重重重重ねてねてねてねて    ぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶつ     

 ● 昨年ゲリラ豪雨で多くの人が犠牲になった神戸の都賀川  今年も先日のゲリラ豪雨で危うく犠牲者が出かけた  

    この危険な川の中の遊歩道 市民の憩いの場という。  なぜ この危険な川の立ち入りを禁止しないのか・・・・  

 ● またぞろ 東京でオリンピック   金が全くない日本で しかも東京にまだ優先投資??   

   それもオリンピックに  東北・日本の震災からの復興PRのためだという 

7月 ゲリラ豪雨が各地で暴れまわり、異常気象とかたずけておられぬ事態。 もう今までが参考にならなくなり、付け焼刃で

はだめですね。 そんなことを考えていると ゲリラ豪雨や国土保全ばかりでなく、原発・大震災復興・年金に国の借金等  々   

日本の国力が急激に衰退していることも認識しなければ・・・・・  

「でも 正論は正論として、とりあえずのアプローチは日本のお家芸」  

「急変は望まないが、体制肯定・現状維持についなってしまう年寄ではあかん」 そんなことを思う近頃ですが・・・・ 

  

先日読んだ小熊英二・赤坂憲雄編「辺境からはじまる東京/東北論」が面白かった。 

今回の東日本大震災に見舞われた東北で今起こっていることを具体的に 検討しながら、 

言葉とは裏腹に常に「東京・中央繁栄の犠牲者の立場に おかれる東北・地方の構図」が 

論証され、この構図から東北・地方が脱 さない限り、日本復興はありえないと。  

この構図は日本の中枢東京の中にも またそれぞれの地方・町にも。 また、会社・産業界にも。  

社会構造の隅々まで巣くっていて、これを壊すことが日本復興の道だと。 

頭の中で、いつももやもやしていた「辺境と中枢・中央」・「東京と地方」。東京への対抗意識と軽く一蹴されてきた話がきっ

ちり整理されていました。 同じ系譜は内橋克人氏が警鐘を鳴らす「頂点同調主義・熱狂的な等質化」にも。  

若い人達に期待。 ツイッターやfacebookで烏合の衆にならずに、道を切り開いてほしいですね。  

    京都府立植物園の朝顔展 毎日 朝 6 時に鉢を持ち込んで 



ん  7777月月月月がががが来来来来るとるとるとると毎年毎年毎年毎年    気気気気になるになるになるになる夏夏夏夏のののの高校野球高校野球高校野球高校野球  

 

     夏の甲子園 兵庫大会 明石球場で 2012.7.8. 

7月がくるといつも気になる母校の夏の甲子園地方大会  高校の仲間が集まると決まって強かった野球の話になる。  

今年はどうだろうか・・・・対戦相手は????と そのうちにまた 甲子園へと思いながら、地方大会の球場へ足を運ぶ。  

「カ～ン」と静寂の中を響き渡るボールの音に息を止める。 

緑に包まれた球場座って この音を聞くのも初夏の快感のひとつ。  

今年も快晴の明石球場に行ったのですが、初戦負け。 また 来年です。    

   

 

【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    】】】】    

    

ひまわりの夏 元気の糧になってもらえればありがたいです。  

毎日元気に神戸で過ごしています。 

神戸に来られたら 是非一度 お訪ねください  

気軽にお付き合いのほどを。  

引き続き、色々お教えいただきたくお願いします。  

                              2012.8.5. by Mutsu nakanishi 



【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】        

             和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

    1.1.1.1.    千種川流域千種川流域千種川流域千種川流域にににに咲咲咲咲くひまわりくひまわりくひまわりくひまわり畑畑畑畑とととと製鉄神製鉄神製鉄神製鉄神「「「「天目一筒神天目一筒神天目一筒神天目一筒神」」」」をををを祭祭祭祭るるるる「「「「天一神社天一神社天一神社天一神社」」」」をををを訪訪訪訪ねるねるねるねる    

                                         ひまわりの夏2012  古代たたらの郷 佐用  西播磨佐用町（旧南光町）林崎     2012.7.18. 2012.7.18. 2012.7.18. 2012.7.18.  

                     1. 「ひまわりの夏2012」 千種川沿いの河岸段丘一面を黄色に 佐用町林崎のひまわり畑 

         2. ひまわり畑のすぐ近く東徳久間村の里山 製鉄神「天目一筒神」を祭る「天一神社」を訪ね 

  

        林崎のひまわり畑と天一神社のある東徳久地区遠望 2012.7.18.        天一神社鳥居が中腹に 間村参道 

ひまわりの郷 千種川本流が流れ下る西播磨佐用町旧南光町徳久・林崎地区では今年も河岸段丘一面を多い尽くすひまわりの花  

「今年も来たよ がんばろう」と思わず 声をかける。これが毎年の楽しみ。今年も元気なひまわりに出会えました。  

この千種川流域は古代のたたら跡が点々と残るたたらの郷  

ひまわり畑のすぐ近くに製鉄神「天目一筒神」を奉る「天一神社」があるのを初めて知りました。  

創建は定かでないのですが、地元では弥生時代の創建と伝えていて、古代の製鉄に繋がる何かがありそう。  

インターネットでやっと探し当てた神社の位置。千種川を見下ろす地形にも興味津々。  

全く準備なしですが、毎年のひまわり畑Walk とあわせて天一神社を訪ねました。 

  

              千種川本流が流れ下る西播磨佐用町旧南光町徳久・林崎地区のひまわり畑 

    

           風来坊風来坊風来坊風来坊    Country Walk  Country Walk  Country Walk  Country Walk      

    1.1.1.1.    千種川流域千種川流域千種川流域千種川流域にににに咲咲咲咲くひまわりくひまわりくひまわりくひまわり畑畑畑畑とととと製鉄神製鉄神製鉄神製鉄神「「「「天目一筒神天目一筒神天目一筒神天目一筒神」」」」をををを祭祭祭祭るるるる「「「「天一神社天一神社天一神社天一神社」」」」をををを訪訪訪訪ねるねるねるねる    

                                         ひまわりの夏2012  古代たたらの郷 佐用  西播磨佐用町（旧南光町）林崎     2012.7.18.2012.7.18.2012.7.18.2012.7.18.    

     2. 2. 2. 2.        須磨須磨須磨須磨    塩屋海岸塩屋海岸塩屋海岸塩屋海岸のののの洋館洋館洋館洋館 Walk Walk Walk Walk    ----    梅雨梅雨梅雨梅雨のののの晴晴晴晴れれれれ間間間間    高倉山高倉山高倉山高倉山----旗振山旗振山旗振山旗振山からからからから塩屋塩屋塩屋塩屋へへへへ下下下下るるるる    ----         2012.7.9. 2012.7.9. 2012.7.9. 2012.7.9.  

 

   須磨海岸 塩屋の山の中腹に建つ洋館  須磨海岸の美しい景色のひとつ  2012.7.9.  



須磨の山と海の狭い間を走りぬけ、電車がスピードを緩め、塩屋駅にかかる手前の山の中腹に 

赤や緑に縁取られた美しい洋館が幾つか建っていて、須磨海岸の美しい景色のひとつ。   

かつて神戸の外人たちが好んで住んだ住宅地で、電車からはよく見る景色  

高倉山から旗振山へのいつもの散歩コースから塩屋へ下って 塩屋の洋館を見に行って着ました。 

 

     3.  3.  3.  3. 丹波焼丹波焼丹波焼丹波焼のののの郷郷郷郷「「「「立杭立杭立杭立杭」」」」山野草愛好家山野草愛好家山野草愛好家山野草愛好家ではではではでは有名有名有名有名なななな「「「「伝市窯伝市窯伝市窯伝市窯」」」」WalkWalkWalkWalk    2012.7.10.2012.7.10.2012.7.10.2012.7.10.  

 

丹波焼の植木鉢を専門に焼く「伝市窯」が丹波焼の郷 篠山市立杭にあると聞いて久し振りに立杭へ。  

楽しいキャラクターの窯元市野伝市さんに出会えました。 

 

 

    4. 4. 4. 4. 祇園祭祇園祭祇園祭祇園祭2012201220122012    宵山宵山宵山宵山 &  &  &  & 巡行巡行巡行巡行のののの朝朝朝朝    鉾町鉾町鉾町鉾町をををを歩歩歩歩くくくく         2012.7.16. 2012.7.16. 2012.7.16. 2012.7.16.&7.17.&7.17.&7.17.&7.17.  

   

        1. 1. 1. 1.     2012201220122012 祇園祭祇園祭祇園祭祇園祭    宵山鉾町宵山鉾町宵山鉾町宵山鉾町 walkwalkwalkwalk                        2. 2. 2. 2.     2012201220122012 祇園祭祇園祭祇園祭祇園祭    巡行巡行巡行巡行のののの朝朝朝朝    鉾町鉾町鉾町鉾町をををを歩歩歩歩くくくく            

    

ことしも祇園祭に行ってきました。  

昨年は宵山と巡行を孫たちと一緒に出かけたので、今年はどうしょうか??と思っていたら、「祇園祭は巡行の朝 朝一番 

に起きて鉾町を巡るのが一番風情がある。祇園祭をゆっくり味わうにはいい。 お勧め」と聞く。   

. 宵山 巡行それぞれ 祇園祭のよさがあるのですが、巡行の朝 鉾町を巡ったことはなし。   



今回は是非とも巡行の早朝 鉾町を巡って 巡行の朝の山鉾をたっぷり見に行こう。そして 鉾町の人達の様子も・・・   

宵山の喧騒がうそのような祇園祭巡行の早朝 巡行のスタートに間に合うよう山鉾の衣替え。  

狭い通りで繰り広げられるこの作業に「こないなってたんや」「こんなものもあったんや」と鉾町の人達と並んで言葉も交わ

し ながら山鉾晴れの衣装替えがすぐそばで、たっぷりと見られました。  

こんな 祇園祭の楽しみ方もあるのだと・・・・。   

もう 祇園祭はみんな見たと思っていましたが、行くと又 新しい楽しみが・・・・・  

巡行の朝 晴れの装飾に纏い替えする山鉾の姿を整理。 

 

 祇園祭巡行の早朝 鉾町では巡行晴れの装飾に山鉾の装飾の纏替えが行われていました 2012.7.17.朝  

 

 

 

    from Kobe from Kobe from Kobe from Kobe     2012201220122012年年年年    8888月月月月            

    

From KobeFrom KobeFrom KobeFrom Kobe     2012. 8 2012. 8 2012. 8 2012. 8月月月月】】】】            ひまわりのひまわりのひまわりのひまわりの夏夏夏夏2012 “ Stay Young Day !! ” 2012 “ Stay Young Day !! ” 2012 “ Stay Young Day !! ” 2012 “ Stay Young Day !! ”      2012.8.1.  2012.8.1.  2012.8.1.  2012.8.1.     

        
或或或或るるるるアメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人    ジョージジョージジョージジョージ    カーリンカーリンカーリンカーリンののののメッセージメッセージメッセージメッセージ    「「「「老老老老いをいをいをいを楽楽楽楽しくしくしくしく生生生生きるためにきるためにきるためにきるために」」」」    

            

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 George Denis Patrick Carlin  

  1937 - 2008年  

反体制的な辛口ジョークで人気を博した伝説的

コメディアン  

多彩な分野で活躍し、ミュージシャンとして 22

枚の音楽アルバムをリリースし、4 つのグラミー

賞を獲得。  

著書も数冊あり、多数のテレビ番組や 映画にも

俳優として出演した。 



    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年 9 9 9 9 月月月月    ｢｢｢｢IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道｣｣｣｣    四季折四季折四季折四季折々々々々    2012..92012..92012..92012..9.5.5.5.5    

   

  近畿でいち早く先進鍛冶技術を持ち込んだ鉄のふるさと纏向 

 日本で都市が始めて出現した古代のロマンを秘めた里に広がる素晴らしい初秋の田園風景    

2012年9月 庭の草花もすっかり様がわりし、夜はすっかりすずしくなりました  

訪れた纏向の空には赤とんぼが舞い、一方 激しい雷雨に見舞われているのが遠望されました   

夏と秋が交差する時候ですが、きままなCountry Walkを楽しむには絶好の時節到来でです  

 

神戸の空もすっかり秋の空 秋はもうすぐそこです 

9 月 夏と秋が交差する時候ですが、夜はすっかりすずしくなり、神戸の空も秋の空 秋はもうすぐそこまで  

さしもの猛暑と雷鳴轟くゲリラ豪雨もやっと収まって 空には入道雲に代わって穏やかな雲が流れてゆきます       

庭の草花もすっかり、入れかわって いよいよ秋の到来。 

 

9 月のホームページに更新しました。  

あまりの暑さに 神戸で夏ごもりの今年の夏 いかがでしたでしょうか・・・・  

私の方は 気ままなサンデー毎日 気の向くまま 足の向くまま元気に暮らしています 声がかかるとせっせと街通いも 

あいも変わらぬこの夏の風来坊の記録  どこかで あたまのたいそうにでもなればと。  

まだまだ夏と秋が交差する時候ですが、水行末 雲来末 風来末   

きままなCountry Walkを楽しむには絶好の時節到来です 一人旅もよし  

朋あり遠方より来る、また楽しからずや 仲間とワイワイ騒ぐのもよし  

   

  お互い元気で 日一日が笑顔で   

          2012.9.5. 神戸で home page top の言葉に悩みながら  

                                Mutsu Nakanishi 

 

   

 

 

        88888888........        



【【【【2012201220122012年年年年    9999月月月月のののの便便便便りりりり】】】】    

            1.  9月 もう秋が・・・・ 

2. ラグビーシーズン開幕 

3. あやうい技術立国日本の見方  

4. 今月のhome page 更新記事 

 

     9 9 9 9 月月月月ふとふとふとふと見見見見るるるる満月満月満月満月にもにもにもにも    もうもうもうもう秋秋秋秋がががが  

 9 月昼間の暑さがうそのような夕 蝉の声もぴっ

たりやんで めっきり涼しく、駅からの夜道ふと眺

めた山には まんまるのお月様が昇っていました。  

  今年も青森三内丸山のお月見に参加できずで

したが、東北の空にも同じ月 すすまぬ道筋に気

をもみながら  被災地で暮らす人々に希望の灯

がともりますように。  

  

 9999月月月月をををを待待待待ちかねてちかねてちかねてちかねて    ラグビーシーズンラグビーシーズンラグビーシーズンラグビーシーズン開幕開幕開幕開幕  

 

 2012.9.1. 神戸グリーンスタジアムで  ステーラーズ／近鉄戦  

9 月ラグビーシーズンの開幕 開幕戦はすぐ近くのグリーンスタジアムでのナイター 開幕戦でどちらも動きがぎこちなくト

ライが奪えない。 試合終了寸前 コールラインぎわのラインアウトからやっとトライが生まれた。  

久しぶりのラグビーを心地良いナイターで満喫  やっぱりスカッとするラクビー観戦。ことしも通おうと。  

なんとか ゴールに飛び込んで体が水平に浮いた瞬間をデジカメで取ろうと 今回は邪道ですが、デジカメ動画でトライの瞬

間を  

    

                          試合終了寸前 トライの瞬間  



 あやういあやういあやういあやうい技術立国日本技術立国日本技術立国日本技術立国日本のののの見方見方見方見方    

技術日本が揺らいでいる。 技術日本を代表する勝ち組として飛ぶ鳥を落とす勢いだったシャープが 一瞬の様変わり。  

敗者の奈落の底に・・・・・・。 同じような例は過去に幾つも。エレクトロニクス・自動車・造船そして鉄鋼でも。  

アジアの新興国なんて・・・の日本のおごり  でも かつて日本がのし上がった過程だって 今の新興国と似たようなもの   

それを「技術立国日本」と持て囃して その財産を食いつぶしてしまった。  

そもそも「技術立国 世界を凌駕する技術」とは何だったのか・・・・・  

世界が真似ができない独自技術などどこにもない。  

金言実直にみんながみんな 今必要な物に取組む本物の姿が技術立国日本でなかったか  

現場・技術を知らぬにわか勉強の経営が言葉に踊らされた結果の末路   

虚業が必要ないとは言わないが、虚業にあまりにも踊らされた日本の姿が目につく。  

今の日本では 製品と商品の違いをはき違えている   新製品なんて 必要がなければなしで済むのである。  

しかもそれが商品になって 初めて競争の場へ そこで初めて価値が見えてくる。   

そんな今の日本の位置づけを韓国の大統領が明確に言い放つ  アジアに日本のかつての位置はないと。 

「それこそ おごり」との風潮があるが、そうかたづけて良いのだろうか・・  

口先で中小企業優遇 地方育成を唱えても 裏では中央集権的汚さが蔓延している。共存の姿勢が見られない。  

それなら アップルを見るがいい 何が世界を惹きつけたのか  不振に喘いだアップルが ジョブスの経営で世界の企業を払いの

け世界一になった理由を。  

 

あまりにも付け焼刃的な流れが蔓延する社会  政権が交代しニューフェースが登場しても  

その流れが 言葉遊びに終始する旧態の権力闘争ならば 日本はさらなるアジアのの孤児になるだろう  

来月 鉄鋼でも新日鉄と住金が生き残りをかけて合併し、新体制を引く。  

規模拡大と同時にジョブスが作り上げた商品イズムがほしい。  

人・社会とは言わず暮らしとの協業が生む新しい商品・ビジネス群が発信され、さらに大きくなった姿が見えることを期待する  

 

若者に期待するのは 機械・人に頼ることなく 実直までも 刹那でなく 裏にある第二 第三の姿を見ぬいて   

考え抜く力を養成してほしいもの。 それが 東京の思惑をはねのけ 新しいスタイルを生むだろうと  

政治の混乱 身内意識の強い新勢力の台頭にもっと違う政治家リーダーは現れないのかと。  

年寄り 何も言わずに ニコニコ暮らすのもつらい社会の情勢   

頭の中も行ったり来たりで まとまらない ブツブツです  

 

 2012.9.1. 暑い夏も過ぎて まん丸の月を眺めながら  

        頭のリフレッシュしたくて by Mutsu nakanishi   

 

〔〔〔〔今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事〕〕〕〕    

    



◎◎◎◎    原始製鉄原始製鉄原始製鉄原始製鉄のことのことのことのこと        

この夏 原始製鉄を研究しておられる先輩からメールと資料を送っていただいた。  

ベンガラや沼鉄などの褐鉄鉱を使った製鉄がたたら製鉄の前に行われていた とする立場からの研究で「日本で製鉄が始まる前  

精錬鍛冶と位置づけされ ている鍛冶滓の中にこの原始製鉄につながって出てくる鉄滓がある」とする 立場と理解。  

私も常々心情的にそう思うのですが、まだ原始製鉄の時代を製鉄 の歴史の中によう位置づけていません。  

ネックは褐鉄鉱の鉄分が少なく、いかに細かい粒子の集まりで 比較的低い温度で焼成可能と言えども品位を高めないと 

そのまま焼いても鉄の固まりに凝集してこない。  

後年よく行われる褐鉄鉱を前処理で焼けば、一部還元され、磁石を使えば選別ができるのですが・・・。   

また、焼いた後で砕いて浮遊選鉱（鉄穴流し）??  

 鉄器を大量に有する阿蘇谷のベンガラ工房で焼成跡に鉄の玉混っていないか??   

ああでもない こうでもない 私はココでストップしています。 

日本各地に関連伝承が残っている「原始製鉄」 謎が解ければ素晴らしい。  

お歳を召した諸先輩が元気に研究を続けられていることに敬意を表します。 

 

     

今年の夏も孫たちの声が響く夏  

どっちが遊ばれているのか・・・来てくれるのが楽しい夏でした。 

 

毎日元気に神戸で過ごしています。   神戸に来られたら 是非一度 お訪ねください  

気軽にお付き合いのほどを。 引き続き、色々お教えいただきたくお願いします。  

2012.9.5. by Mutsu nakanishi 

この夏孫が作った万華鏡です 

【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】        

        和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

    



    
    

           風来坊風来坊風来坊風来坊    Country Walk  Country Walk  Country Walk  Country Walk      

    

 



    

    
    

    from Kobe from Kobe from Kobe from Kobe     2012201220122012年年年年    9999月月月月            

    

【【【【From Kobe 9 From Kobe 9 From Kobe 9 From Kobe 9 月月月月】】】】    いじめがいじめがいじめがいじめが常態化常態化常態化常態化しているおしているおしているおしているお笑笑笑笑いいいい・・・・バラエティバラエティバラエティバラエティ番組番組番組番組のののの氾濫氾濫氾濫氾濫        2012.9.5.2012.9.5.2012.9.5.2012.9.5.         

                                                                                                             誰も指摘せぬいじめの温床 それはTVでないか 

                                                                                             

    



    ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年 10 10 10 10 月月月月    ｢｢｢｢IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道｣｣｣｣    四季折四季折四季折四季折々々々々    2012..102012..102012..102012..10....11115555    

  

高さ 634m・鋼材重量約3 万6000t             奥出雲のたたら製鉄・出雲を流れ下る斐伊川を象徴すると言われる 

この巨大構造物を支える新鋼材・新技術                                                             スサノウの記紀神話を元にした 

現代現代現代現代のののの鉄鉄鉄鉄ののののモニュメントモニュメントモニュメントモニュメント「「「「東京東京東京東京スカイツリースカイツリースカイツリースカイツリー」」」」                                                                    出雲神楽出雲神楽出雲神楽出雲神楽「「「「八岐大蛇八岐大蛇八岐大蛇八岐大蛇」」」」    

 

播磨平野東北端播磨平野東北端播磨平野東北端播磨平野東北端    加古川加古川加古川加古川のののの西岸西岸西岸西岸のののの山裾山裾山裾山裾    コスモスコスモスコスモスコスモスのののの里里里里「「「「加古川市志方加古川市志方加古川市志方加古川市志方」」」」ではではではではコスモスコスモスコスモスコスモスのののの花花花花がががが満開満開満開満開ですですですです    2012.10.12.  

 

深深深深まりゆくまりゆくまりゆくまりゆく秋秋秋秋をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ        秋秋秋秋まっただまっただまっただまっただ中中中中    おおおお気気気気にににに入入入入りのりのりのりの秋秋秋秋をををを    もうもうもうもう見見見見つけられましたかつけられましたかつけられましたかつけられましたか・・・・・・・・ 

稔の秋 スポーツの秋 そして小さい秋を 戸外に見つけに出かけるのも楽し 

 秋の夜長ゆっくりと音楽に耳を傾け、寄席にも また、運動会で孫の成長を見るのも嬉し 

「出ておいで」と声がかかると 気の置けない仲間との語らいにも 

厳しかった残暑が過ぎると、一気に涼しくなって、里は稔の秋 

遅れていた彼岸花も一気に咲着終わって 里の田は一面鮮やかな黄金色に 今年も豊作のようだ。 

そして、今 街角や田圃でコスモスの花が風に揺れている 

   

稔の秋を迎えた田園 西神戸小野市天神         鴨川 加茂大橋大橋より 比叡山と大文字山           稔の秋 

 

ほろ酔いで出かけたパルモア寄席 桂福丸さんのブロクに私の後ろ姿が写っている  

でも笑って楽しく聞いた話のオチが いまだに思い出せない 確実に老化が進んでいます  

毎日がサンデーの気楽さ《小さい秋をみつけに 今を楽しまねば》と  

情報やお誘いが入るとせっせと戸外へ飛び出しています。  

そんな初秋から秋へのCountry walkを記録しました。 

        99999999........        



 勝手なことを書いていますが、病床で戦っている仲間もいる。   

道端で一服している時など 、「どうしているかなぁ・・・」とふっと思い浮かべることがある。   .  

「どうか病気を克服して、仲間の会に元気に加わって欲しいなあ」と願っています。  

お互い元気で 日一日が笑顔で 今 元気で飛び回れることに感謝しつつです。    

2012.10.15. 神戸で 深まりつつある秋に流されつつ   Mutsu Nakanishi 

    

運動会             ラグビー         ジャズライブ         寄席 

 

【【【【2012201220122012年秋年秋年秋年秋    便便便便りりりり】】】】        

 

1.1.1.1. 深深深深まりゆくまりゆくまりゆくまりゆく秋秋秋秋  

2.2.2.2. 山中伸弥氏山中伸弥氏山中伸弥氏山中伸弥氏     

ノーベルノーベルノーベルノーベル賞受賞賞受賞賞受賞賞受賞    おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう  

3.3.3.3.    東京東京東京東京スカイツリスカイツリスカイツリスカイツリ----のことのことのことのこと  

4.4.4.4.    今年今年今年今年もももも盛盛盛盛んにんにんにんに特別展特別展特別展特別展・・・・講演会講演会講演会講演会  

            たたらたたらたたらたたら製鉄製鉄製鉄製鉄ののののルーツルーツルーツルーツをもとめてをもとめてをもとめてをもとめて  

5.5.5.5.    今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    

 深深深深まりゆくまりゆくまりゆくまりゆく秋秋秋秋  

彼岸花が黄金色の田の畦を飾ったと思うと、 

今はコスモスが満開。  

真っ青な空に子供たちの歓声が響く運動会  

ラグビーシーズンも始まった  

甲州から送ってもらったぶどうに舌鼓をうち  

梨・栗 今は黒豆の枝豆で一杯 まったけが 

無いのが ちょっとさびしいが 秋の味覚も 

うれしい  

真っ暗な空のお月さんを見上げるのもこの秋  

同窓会のお誘いにもOK  

深まりゆく秋を 今楽しまねば・・・の毎日  

「黄金色の稲穂」「彼岸花の景色」「ピンクに  稔りの田 小野市天神 播磨多可町 彼岸花の里  京都美山 かやぶきの里 

染まったコスモスの里」「蕎麦の花」 相変わらずの秋景色ですが、今年も伝えねば・・・・・・と。  

この秋も元気な風来坊 もう文をよう綴りませんが、スライド動画にして ホームページに掲載しました。  

 



    爽爽爽爽やかなやかなやかなやかな秋秋秋秋のそよのそよのそよのそよ風風風風にににに乗乗乗乗ってってってって        「「「「山中伸弥氏山中伸弥氏山中伸弥氏山中伸弥氏    ノーベルノーベルノーベルノーベル賞受賞賞受賞賞受賞賞受賞」」」」のののの報報報報    おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう    

60兆個を超える細胞から成り立つ私達の体 そのそれぞれの部位の細胞を iPS細胞ひとつから作り出せると聞く。  

再生医療・難病治療法の早期開発 そして 生命の神秘を解き明かすかもしれぬ  

以前から何度となく候補に挙がっておられ、また、iPS細胞の業績業績からすれば当然なのでしょうが・・・・・  

それでいて 山中さんのインタビューを聞いていると本当に清々しい。  

幾多の苦労を乗り越え ぶれることなく 誠実でまっすぐ「ただひたすら」  

こんな誠実一筋の研究者が医学の世界にもおられ、 それがみんなに伝わるのが、嬉しい。  

 

 高高高高ささささ634m634m634m634m・・・・材重量材重量材重量材重量    約約約約3333万万万万6000t6000t6000t6000t    東京東京東京東京スカイツリスカイツリスカイツリスカイツリ----のことのことのことのこと  

 毎週入るツアー折込広告に東京スカイツリー  縦に長い巨大鉄骨建造物は間違いなく現在の「鉄

のモニュメント」  

調べてみると 巨大地震に耐え、この重さ支えるための強度・靭性 ・変形能に長けた新しい鋼材が

開発されたという。  

 古古古古くてくてくてくて新新新新しいしいしいしい鉄鉄鉄鉄             鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼はははは剛柔剛柔剛柔剛柔にしてにしてにしてにして時時時時にににに応応応応じてそのじてそのじてそのじてその態態態態をををを変変変変えるえるえるえる  

新しい鉄を象徴する現代の「鉄のモニュメント」 一度東京スカイツリーを探訪し、その技術を整理

して まとめてみたいと思っています。  

            

    

    

    

 

 卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼のののの時代時代時代時代    今年今年今年今年もももも盛盛盛盛んにんにんにんに特特特特別展別展別展別展・・・・講演会講演会講演会講演会     たたらたたらたたらたたら製鉄製鉄製鉄製鉄ののののルーツルーツルーツルーツをもとめてをもとめてをもとめてをもとめて  

弥生時代の終末期 2 世紀 邪馬台国の時代の特別展・講演会が開かれている。 この時代を動かしたキーワードが「本当に鉄なの

か???」と それを知りたくてせっせと参加。 この弥生終末期の「鉄」が解き明かされれば たたら製鉄に先立つ精錬の開始が解ける。  

そして 邪馬台国論争も解けるかもしれないと。  

でも この時代の鉄の情報は少なく やっぱりよくわからないのが実情のようだ。 また、銅精錬のルーツも研究者によって

見解が異なり、この時代 銅原料もまた大陸 ・半島に頼っていたようだ。 

 

溶接熱影響部 

調べていて 久しぶりに見つけた 

溶接の熱で変質した鋼材の接合部  

の模式図 忘れていた言葉を思い出しました 

 特別展特別展特別展特別展・・・・講演会講演会講演会講演会でででで聞聞聞聞いたいたいたいた私私私私にとってはにとってはにとってはにとってはフレッシュフレッシュフレッシュフレッシュなななな話話話話    

    1. 邪馬台国・初期ヤマト王権の成立に近江が大きな役割を演じたと森岡秀人氏   

  弥生時代の終り大型で見る銅鐸が出土する近江で卑弥呼の王宮に通ずる 四角に囲われた大型建物が近江にも出土する。  

  これらと近江の土器の動きを考えると邪馬台国・初期ヤマト王権に大きな 寄与をしたのは近江ではないか・・・・  

  また、卑弥呼は近江が出生地では・・・・・  

  この森岡秀人氏の説には魅力がある  近江で大型建物が出土した栗東の伊勢遺跡には一度訪ねよう。  

2. この卑弥呼の時代を動かしたのは「鉄」よりも「銅」の入手と違ったか・・・  

  日本で鉄を作れるようになるのは5世紀以降 銅は融点が低いので、早くから鉱石から銅が取り出せたと思っていました 

が、実情は鉄と同じで 3・4世紀 銅もまた 大陸・半島に銅原料を頼っていた節がある。  

  伊都国ではこの時代大量の破鏡が墓から出土する。 また、纏向からも銅鐸を壊した破片が出土する。  

これらの話を総合すると私見ながらは 破鏡や銅鐸の破壊は銅再生利用の原料 採取の可能性があり、大陸・半島は鉄ば 

かりでなく銅入手の重要な通商路出会 った可能性がある。卑弥呼がもらった100枚の鏡も銅原料でなかったか・・・・  

  卑弥呼や初期ヤマトの祭の象徴「鏡」にばかりに眼を向けてはいけないかも 



[[[[今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事]]]]  

                     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 今月今月今月今月のののの和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道よりよりよりより    

◎◎◎◎    出雲神楽出雲神楽出雲神楽出雲神楽「「「「八岐大蛇八岐大蛇八岐大蛇八岐大蛇」」」」をををを鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞  

奥出雲のたたら製鉄を象徴すると言われるスサノオの大蛇退治  出雲や石見・芸北で舞われる神楽の代表的演目。  

舞台一杯を大蛇が暴れる勇壮な神楽で、一度は是非見たかった神楽。 現地の夜神楽に行かないと見られないと思って 

いましたが、本年の淡路島 伊弉諾神宮神楽祭で舞われると聞いて、楽しみで行って来ました。  

断片的にはビデオなど見たことがありましたが、伝承されてきたストーリー を忠実に再現する雄壮な舞にびっくり。  

奥出雲斐伊川の流れ・たたらの炎などをイメージしながら楽しみました。  

お神楽と言うと退屈なものとずっと思っていましたが、昨年からこの神楽 祭に参加して、面白さに目覚めています。 

★★★★    今月今月今月今月ののののCountry walkCountry walkCountry walkCountry walkよりよりよりより 

西神戸の田園地帯では秋の訪れとともに黄金色に稔った稲穂や真っ赤な彼 岸花やコスモスが咲き乱れ、 

最近は蕎麦の花も・・・・  今年はどうだろうか??と。 毎年深まりゆく秋の楽しみな景色  

ここ数年 コスモスは夏の厳しい暑さと雑草に負けてピンクのコスモス畑が 見られませんでしたが、 

今年は抜群の美しさ。 地元の人達も「今年はええやろ」とニコニコ顔で自慢する。  

「黄金色の稲穂」「彼岸花の里」「コスモスの里」「蕎麦の花」  

相変わらずの秋景色ですが、今年も伝えねばと 

また、一度越えてみたかった京都北山 佐々里峠で由良川の源流にも。  

近場ばかりですが この秋のCountry walkです。 

 

「どうも 同じようなことばかりで、ホームページ更新してもなぁ」と  

 10月トップにホームページの更新を遅らせていましたが、旅の話や鉄の話が、  

 話の種になったり、思いもかけなかった記事の照会があったりで、  

 やっぱり記録はせっせと残しておかねば・・・・と。  

毎日元気に神戸で過ごしています。    

神戸に来られたら 是非一度 お訪ねください  

気軽にお付き合いのほどを。  

引き続き、色々お教えいただきたくお願いします。  

            2012.10.15. by Mutsu nakanishi 

    

出雲神楽「八岐大蛇」 

 伊弉諾神宮神楽祭 2012.9.23. 



【【【【2012201220122012秋秋秋秋ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】        

        和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

 1.1.1.1.    出雲神楽出雲神楽出雲神楽出雲神楽「「「「八岐大蛇八岐大蛇八岐大蛇八岐大蛇」」」」をををを鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞        淡路島淡路島淡路島淡路島    伊弉諾神宮伊弉諾神宮伊弉諾神宮伊弉諾神宮    神楽祭神楽祭神楽祭神楽祭    2012.9.23.2012.9.23.2012.9.23.2012.9.23.    

           淡路島 伊弉諾神宮 神楽祭 スナップ写真集 

古事記・日本書紀に記されたスサノオノミコトのヤマタノオロチ退治の神話を素材 

 奥出雲で盛んだった古代たたらを象徴しているという 

      

           出雲神楽「八岐大蛇」 伊弉諾神宮神楽祭 2012.9.23.  

記・紀に記された出雲神話「スサノオの八岐の大蛇退治」 奥出雲の古代たたらを象徴すると言われる。 

この神話を素材として出雲・石見や芸北で舞い続けられてきた一番の神楽「八岐大蛇」 

 例年行われてきた淡路島伊弉諾神宮神楽祭の今年の演目にこの「八岐大蛇」が舞われるのを知って、9月23日夕 淡路島伊

弉諾神宮に行って、念願の出雲神楽「八岐大蛇」を 鑑賞してきました。 

たたら製鉄のルーツにもつながる神楽「スサノオの八岐の大蛇退治」  

その迫力が少しでも伝わればとデジカメで抜粋記録した動画を一つに 

まとめました。  

一番の見所は舞台いっぱいに繰り広げられる八岐の大蛇を象徴する4頭の 

大蛇とスサノウ との大格闘。口から火や煙を吹き抵抗する大蛇にスサノ 

ウが挑み、次々とその首をとっ てゆく。やっぱり すごい迫力でした。     奥出雲を流れ下る斐伊川 砂鉄が河原に 

 

2.2.2.2.【【【【情報情報情報情報】】】】東京東京東京東京スカイツリスカイツリスカイツリスカイツリ----にすごいにすごいにすごいにすごい鋼材鋼材鋼材鋼材がががが使使使使われたわれたわれたわれた!!!!!!!!        2012.9.23.2012.9.23.2012.9.23.2012.9.23.                              

                東京東京東京東京スカイツリスカイツリスカイツリスカイツリ----    高高高高ささささ634m634m634m634m・・・・鋼材重量約鋼材重量約鋼材重量約鋼材重量約3333万万万万6000t6000t6000t6000t    これをこれをこれをこれをオールオールオールオール現地溶接組立現地溶接組立現地溶接組立現地溶接組立3333本本本本のののの鋼管鋼管鋼管鋼管のののの足足足足でででで支支支支えるえるえるえる  

     

「東京スカイツリー」が3年8 ｹ月をかけて2月末に完成し、5月に開業。東京の新観光スポットとして人気を集めている。  

６３４メートルの高さは、自立式鉄塔としては世界一。  

五重の塔の伝統的工法と最新技術を融合させ、関東大震災級の大地震にも耐えられるという。  

 こんな巨大な縦長の鋼管鉄骨構造物 高さ634m・鋼材重量約3万6000t 中途半端でない。  

 また、巨大地震に対する対応もこの構造・材料に求められたと聞く。  



この巨大構造物を支えきる鋼材なんてなかったろう。 新らしい鋼材が開発されたに違いない。しかも、軽量化のため、オー

ル現地溶接で組み上げられたという。 これはすごい まさしく現代の鉄のモニュメントだ。  

インターネットの資料から その技術の概要を調べましたが、やっぱりすごい鋼材・溶接技術が開発して実用されていました。   

まだ、東京スカイツリーを見学に行っていませんが、是非 その技術を見にゆこうと思っています。  

 

 東京スカイツリーの構造概略  4本の巨体組柱で作られた3本の鼎トラスがスカイツリー全体重量をしっかり支えている。 

                  その最下部では外径2,300mm、厚さ100mmの新開発鋼材の鋼管が使われた 

    

           風来坊風来坊風来坊風来坊    Country Walk  Country Walk  Country Walk  Country Walk      

2012 2012 2012 2012 秋秋秋秋    西神戸西神戸西神戸西神戸・・・・播磨播磨播磨播磨にににに小小小小さいさいさいさい秋秋秋秋をををを探探探探してしてしてして【【【【1111】】】】  

1.1.1.1.【豊豊豊豊かなかなかなかな稔稔稔稔りをりをりをりを迎迎迎迎えたえたえたえた    初秋初秋初秋初秋のののの西神戸田園西神戸田園西神戸田園西神戸田園WalkWalkWalkWalk             2012.9.7. 2012.9.7. 2012.9.7. 2012.9.7.  

残暑と初秋の爽やかな風が交錯する9月上旬 美しい空に惹かれ、 秋を見つけに西神戸の田園Walk 

  

稔りの秋を迎えた西神戸 稲美の田園地帯  2012.9.7. 

 

2012 2012 2012 2012 秋秋秋秋    西神戸西神戸西神戸西神戸・・・・播磨播磨播磨播磨にににに小小小小さいさいさいさい秋秋秋秋をををを探探探探してしてしてして【【【【2222】】】】    

2.2.2.2.「「「「彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花のののの里播磨里播磨里播磨里播磨    多可町多可町多可町多可町」」」」今年今年今年今年もももも千千千千ヶヶヶヶ峰峰峰峰・・・・妙見山妙見山妙見山妙見山のののの麓麓麓麓にににに彼岸花彼岸花彼岸花彼岸花をををを訪訪訪訪ねましたねましたねましたねました  

   

播磨 妙見山・千ヶ峰の麓 彼岸花の里 多可町 2012.9.27.    

    



残暑で遅れていた彼岸花  いったいどうしたのかと気になっていましたが、 約2週間ほど遅れて彼岸花が満開になったとの

便りに 毎年出かける彼岸花の里西脇の奥の千ヶ峰・妙見山 

の麓多可町を訪れました。  

彼岸花は一旦 寒さを感じないと地表に芽を出さない。そし

て、一旦目を出すとその茎を約5cm/日と超スピードで成長し、

一週間ほどで真っ赤な花をつけ、数日で色が 褪せてしまう。 

本当に美しいのは数日という。  

 

今年は例年よりも、赤が濃く、写真に撮ってもハレーション

を起こしにくく 綺麗に写真にできました。  

また、石垣の棚田が美しい千ヶ峰のどんつきの山懐 岩座神

（いさりがみ）の集落にまで足を伸ばして、棚田の石垣を飾

る彼岸花にも出会いました。  毎年訪れるタイミングでちょ

っとづつ違う彼岸花  今年はどうでしょうか・・・・・・  

    

3.3.3.3. 京都北山京都北山京都北山京都北山ドライブドライブドライブドライブ    花脊峠花脊峠花脊峠花脊峠・・・・佐佐佐佐々々々々里峠里峠里峠里峠をををを越越越越えてえてえてえて由良川源流由良川源流由良川源流由良川源流へへへへ    2012.9.17. 2012.9.17. 2012.9.17. 2012.9.17.  

北山の森・大悲山 峰定寺・美山「かやぶきの里」を訪ねる 

 

    

由良川の源流域 美山町のかやぶきの里 蕎麦の花が満開でした  2012.9.17. 

1.花脊峠から 花背 大悲山峰定寺へ                     2. 佐々里峠 京都北山の最奥部 日本海側と瀬戸内側を分ける分水界 

3.由良川源流 美山町芦生から美山町北 かやぶきの里へ   4. 美山町北 美山かやぶきの里 

5.夕暮れ時 由良川沿いを西へ 和知ICから 舞鶴自動車道を神戸へ 

 

9月17日 京都八瀬へ墓参に行った帰りに京都北山の森を抜けて由良川の源流を美山町のかやぶきの里ヘ足を伸ばしました。 

 京都下鴨で昼食を済ませて、久しぶりに鞍馬街道を北へ 花背の峠を越えると京都北山の最奥部深い森の中のドライブ。  

緑の森に包まれた北山 巨樹にも出会えたし、大悲山の舞台に立てたのも久しぶり。  

そして 念願の分水嶺 佐々里峠越で由良川源流・美山かやぶきの里へ  

由良川の流れを前にした街道筋の北側にかやぶきの家が達ち並ぶ集落の姿は本当に美しい。  

こんな近くに深い森・そして由良の源流に古いかやぶきの街並・集落が残っていることにも感激。 



   

広河原を南に流れる桂川の源流          京都/丹波の分水嶺 佐々里峠       芦生出合橋を流れる由良川源流 

   

佐々里峠の道脇でみた芦生台杉??の巨樹 

 

    2012 2012 2012 2012 秋秋秋秋    西神戸西神戸西神戸西神戸・・・・播播播播磨磨磨磨にににに小小小小さいさいさいさい秋秋秋秋をををを探探探探してしてしてして【【【【3333】】】】        

4. 4. 4. 4. 播磨播磨播磨播磨ののののコスモスコスモスコスモスコスモスのののの里里里里    加古川市志方加古川市志方加古川市志方加古川市志方            2012.10.122012.10.122012.10.122012.10.12....    

今年も播磨のコスモスの里 《加古川市志方》へ行って来ましたここ数年不作でしたが、 

今年は抜群 素晴らしいコスモス畑に出会いました  

また、丘の上では すすきと一緒に コスモスが風に揺れて 秋がゆっくりと深まってゆく  

こんな小さい秋も みぃ～つけた 

 

 

 

    from Kobe from Kobe from Kobe from Kobe     2012201220122012年年年年    10101010月月月月            

    

【【【【    From Kobe 2012.10From Kobe 2012.10From Kobe 2012.10From Kobe 2012.10月月月月    】】】】    <<<<<<<<深深深深まりゆくまりゆくまりゆくまりゆく秋秋秋秋をををを楽楽楽楽しんでいますしんでいますしんでいますしんでいます>>>>>>>> 

1. 秋の夜長「 知らないところで パソコンが勝手に作業 ??? 」こんなこともあります 

       2. 東京スカイツリ-にすごい鋼材が使われた!!  東京スカイツリ- 高さ634m・鋼材重量約3万6000t 

 

 

 



２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年 12 12 12 12 月月月月    ｢｢｢｢IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD IRON ROAD 和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道｣｣｣｣    四季折四季折四季折四季折々々々々    2012..122012..122012..122012..12....11115555    

 

毎日毎日毎日毎日をををを大切大切大切大切にににに生生生生きてゆこうきてゆこうきてゆこうきてゆこう        支支支支ええええ合合合合うううう心心心心とととと明日明日明日明日へのへのへのへの希望希望希望希望をををを胸胸胸胸にににに    響響響響きわたれぼくたちのきわたれぼくたちのきわたれぼくたちのきわたれぼくたちの歌歌歌歌        

響響響響きわたれきわたれきわたれきわたれ    しあわせしあわせしあわせしあわせ運運運運べるようにべるようにべるようにべるように        

 

今年今年今年今年もももも数多数多数多数多くのくのくのくの笑顔笑顔笑顔笑顔にであえましたにであえましたにであえましたにであえました    

またまたまたまた、、、、噴水噴水噴水噴水をををを取取取取りりりり囲囲囲囲んでんでんでんで未来未来未来未来をををを描描描描いたいたいたいた東北東北東北東北のののの子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの希望希望希望希望のののの絵絵絵絵にににに    思思思思いはいはいはいは現実現実現実現実のののの厳厳厳厳しさにしさにしさにしさに引引引引きききき戻戻戻戻されてされてされてされて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        

「「「「忘忘忘忘れまいれまいれまいれまい    忘忘忘忘れないでれないでれないでれないで    暖暖暖暖かいかいかいかい希望希望希望希望のののの輪輪輪輪がつながっていることをがつながっていることをがつながっていることをがつながっていることを        応援応援応援応援しようしようしようしよう!!!!!!!!」」」」とととと            

                                                                                                                                                「「「「光光光光のののの絆絆絆絆」」」」2012201220122012    神戸神戸神戸神戸ルミナリエルミナリエルミナリエルミナリエ            2012.12.12.2012.12.12.2012.12.12.2012.12.12.    

    

    

    

<< << << << 本年本年本年本年もおもおもおもお付付付付きききき合合合合いくださっていくださっていくださっていくださって    ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます    来年来年来年来年もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします >> >> >> >>    

    

10月末から11月はじめに、四国別子銅山の「銅の道・別子山銅山越」 そして 九州 古代の炉門を秘めた阿蘇谷 

の赤土「阿蘇黄土」を訪ねました。  

だんだん遠出がおっくうになってきて、今しか もう行けないかも・・・との思いが強く、風邪気味を押して出かけ、  

ルンルンのうれしいCountry walkでしたが、帰ってきて 風邪をこじらせ、その後は散々。   

もう 無理が効かぬ年代になりました。   

でも この素晴らしい景色が伝えたくて やっと更新できました。  

文を書くのがだんだん億劫で、今回も映像資料のみですが、お許し下さい。  

いずれも、あまり圧縮せず掲載しましたので、オープンに時間がかかりますが、ご辛抱ください。  

やっと元気になってきました。 今年の風邪 長引くばかりか 高齢者には特に要注意と効いています。 

体調管理にご留意ください。  

                                   2012．12.15． kobe  Mutsu nakanishi 

 

1111111100000000........        



【【【【2012201220122012年年年年12121212月便月便月便月便りりりり】】】】        

  1.1.1.1.師走師走師走師走    ルミナリエルミナリエルミナリエルミナリエでででで  

    2.2.2.2.単身単身単身単身ででででスーダンスーダンスーダンスーダンのののの製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡をををを調査調査調査調査するするするする  

        若若若若きききき考古学者考古学者考古学者考古学者    関広関広関広関広さんさんさんさん  

    3.3.3.3.山口萩焼山口萩焼山口萩焼山口萩焼のののの田中講平田中講平田中講平田中講平さんのさんのさんのさんの  

                                陶芸作品集陶芸作品集陶芸作品集陶芸作品集のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介  

    4. 4. 4. 4. 今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事  

    5555．．．．今年一年今年一年今年一年今年一年    和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって 

 

師走師走師走師走    今年今年今年今年もももも神戸神戸神戸神戸ルミナリエルミナリエルミナリエルミナリエへへへへ        

    

12月 一気に寒波襲来 暖冬のここ数年とは違う

寒さにビックリですが、 いかがでしょうか  

 師走 あっという間の一年  ありがとうございました。  

巷では選挙が始まリましたが、わけのわからぬ末期的症状なのでしょうか・・

前回よりもっとひどくなるなぁ・・・と。  

「うそも 空手形も何でもあり  聞きかじり 鵜呑みの話」 マニュアル書い

てもらって、だから罪悪感も責任も何もなし。 

 ｢見抜けぬやつが悪い 怖かったら俺について来い」 これが強い政治家なので

しょうかね  こんな政治ってありなのか・・・  

さあ 選挙結果はどうなるでしょうか 

｢情報化=howto ｣の万能から脱して落ち着いた時代になってほしいですね。  

 

12月神戸ルミナリエが始まるとやっぱり あの光の環の中へ入って来ようと。  

声をかけ助け合い多くの人が触れ合い 人生観が変わったことを決して忘れ

まいと自然と足が向く  

閉塞感にさいなまれながらの一年 老齢者には ついてゆくのが精一杯    

みんながおだやかな笑顔で暮らす日々が早く訪れるよう願う毎日  いったい 何が変わったのか  

でも 振り返えるまい 健康でいることこそ 感謝して暮らさねばと。 

 

単身単身単身単身ででででスーダンスーダンスーダンスーダンのののの製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡製鉄遺跡をををを調査調査調査調査するするするする若若若若きききき女性考古学者女性考古学者女性考古学者女性考古学者    関広尚世関広尚世関広尚世関広尚世さんさんさんさん    

  
10月26日久し振りに愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センターのアジア歴史講演会に参加した。 



講演は以前紹介したスーダンの製鉄遺跡を研究している若き女性考古 学者関広尚世

さんの「アジアとアフリカの境界で鉄に出会う-メロエ文明の鉄器生産とスーダン共

和国の現状-」  

メロエは世界遺産にも登録されたナイル川中流東岸の砂漠の中に点在する古代遺跡  

まだ、国作りがこれからのスーダンに単身飛び込み、大臣や学者を動かし、メロエ の

製鉄遺跡の重要性を説き、一緒になって調査を進めるそのパワーにビックリ。  

以前「こんな黒い塊が砂漠にゴロゴロ 鉄滓なのですが・・・」と見せてもらったと

きには「ほんまかいな??」と思ったのですが、分析も済んで確認済み。  

ヒッタイトの鉄が世界に広がってゆく重要地点アフリカ・アジアの境界での古代大製鉄遺跡群。 また、講演で初めて知るス

ーダン。 独特のピラミットが建ち並ぶ世界遺産遺産にもビックリですが、危ない国となんとなく思っていましたが、「発展途

上であるが、治安もしっかりした近代国家だ」と関広さんはスーダンをPRする。  

ヒッタイトからたたらへの鉄の謎を解く鍵が見つかるかも知れぬ単身スーダンへ飛び込んでの研究。期待一杯です。  

といっても 何も出来ないのですが、関広尚世さんの今後の展開応援したい。  

【参考】 以前「和鉄の道」2012.1.5. で紹介した記事のサイトを添付  

        ナイル川中流域 古代スーダンの製鉄遺跡世界遺産 鉄の都メロエ遺跡   

       http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron01.pdf  

 

山口萩焼山口萩焼山口萩焼山口萩焼のののの田中講平田中講平田中講平田中講平さんのさんのさんのさんの陶芸作品集陶芸作品集陶芸作品集陶芸作品集のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

萩焼陶芸家の田中講平さん 山口の親しい友人としてつき合わせてもらっている。  

私は才がなく、陶芸をようしないのですが、陶土に含まれる鉄分の動きや窯がたたら炉と通じるところがあり、また、新しい

陶芸技法への取り組みの話など いつも興味深々で話を聞くのを楽しみで、田中さんのホームページ作りにも参画  

させてもらっている。  

この秋、田中さんの作品集や登り窯などをまとめたスライド動画の整理作成に携わらせてもらい、ホームページに 11 月掲載

された。 萩焼陶芸や登り窯などに興味がある方にも是非ご紹介させていただきます。  

◎ 萩焼窯元「陶房葉月」田中講平のホームページ  http://www.k2.dion.ne.jp/~hazuki/index.htm  

◎ 田中講平の作陶2012Now                       http://www.infokkkna.com/hazuki/tayori/2012hazukinow.htm  

 

11111111月月月月1111・・・・2222日日日日    九州九州九州九州    阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷のののの「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねましたねましたねましたねました  

   

かつて湖・葦原だった阿蘇谷には 卑弥呼の時代からベンガラ原料の赤土（渇鉄鉱）「阿蘇黄土」が眠っている 20120.11.1.& 11.2  

第三の製鉄原料原料???として日本での製鉄開始にかかわったのでは・・・とのロマンを秘め、一度直接見たかった「阿蘇黄土」です 

また、日本で一番美しいという豊後竹田荻町の｢白水の溜池堰堤｣にも。 掛け値なしに美しいダムでした 

      

阿蘇谷の阿蘇黄土（渇鉄鉱）焼くと簡単に真っ赤なベンガラに       .豊後竹田萩町の山奥 日本一の白水溜池堰堤 



 

今年一年今年一年今年一年今年一年    和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって    

あっというまの一年。 今年一年 独りよがりの記事、何を掲載してきたのか見直してみました。  

◎◎◎◎「「「「和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道」」」」11111111件件件件     

たたら製鉄遺跡を訪ねるというより、「鉄」をキーワードに、鉄の役割を 垣間見る記事がほとんど。 たたら製鉄の謎に

は迫れなかったなぁと。 今 日本で産業の主役からの交代を余儀なくされていると見える鉄が今後どんな新しい役割を

生み出していくのか そっちの方にも興味新進です。  

現地に立って、鉄関連遺跡・遺産の今を記録しておけば、何かの役に立つと思ってきましたが、情報化社会の急速な進歩

で その役割も変わってきたと感じてい ます。   

自分の興味と楽しみが終わることはないのですがあ どうしようか・・・と。  

◎◎◎◎『『『『風来坊風来坊風来坊風来坊』』』』23232323件件件件    From Kobe 11From Kobe 11From Kobe 11From Kobe 11件件件件        

だんだん行動半径が狭まって 同じ場所の掲載が多くなっていますが、私のその年の季節季節の便り  

ここ数年デジカメで精密画像を大量に記録したり、精密動画記録が出来るようになって、文章よりも映像記録の方が面白

くなって、スライド動画での記録が多くなっています。 

◎◎◎◎    From KobeFrom KobeFrom KobeFrom Kobe    

同じことを繰り返し書いていて 成長がないなぁとは自覚しているのですが、害がなければいいかと。 お許しください。  

あっというまの一年 齢を取るのが早くなると感じています。 でも 孫たちが、すくすく育ってゆくのもうれしい限り。  

みんな元気に 明るい声で家に飛び込んでくるのがうれしい今日この頃です  

どれだけ更新が出来るか、判りませんが、今後ともよろしくお願いします。  

12月になると「喪中の挨拶状」をもらうことが多く、老齢になるにつれ、友人の訃報に接することが多くなった。  

今年もがんばっていた仲間が先に逝ってしまった。 道端で一服している時など病床で戦っている仲間をふと思い出し、  

「どうしているかなぁ・・・」と思い浮かべることがある。 

病気克服にあんなににがんばっていたのに・・・ もう一度会いたかったなあ という思いと今はただ 安らかにと祈るのみ  

神の召すまま、先に逝った仲間の分まで 精一杯いきねば・・・・・と。 

  

また、今 病気や困難に立ち向かっている仲間へ  

「仲間がいる。 どうか病気・困難を克服して、 仲間の会に元気に加わって欲しいなあ     」と願っています。  

 

何をするにも、今しかないとの思いも強いこの頃。 お互い元気で 日一日が笑顔で   

今 元気で飛び回れることに感謝しつつ  

    2012.12.15. 神戸で ホームページ12月ま便りを書きながら  

                         Mutsu Nakanishi 

 

◆◆◆◆    約約約約 100100100100 年近年近年近年近くにくにくにくに及及及及ぶぶぶぶ植林植林植林植林でででで禿山禿山禿山禿山からからからから緑緑緑緑をををを取取取取りりりり戻戻戻戻しししし、、、、紅葉紅葉紅葉紅葉したしたしたした四国別子山銅山越四国別子山銅山越四国別子山銅山越四国別子山銅山越をををを    銅山遺構銅山遺構銅山遺構銅山遺構（（（（集落集落集落集落・・・・産業遺産産業遺産産業遺産産業遺産））））        2012201220122012.10.27..10.27..10.27..10.27.    

四国脊梁を東西に横たわる赤石山系の別子山の山中には今もかつての別子銅山の産業遺産がうずまり  

 この別子山の銅を南側の山腹から山稜を越えて 北側の谷を下り、新居浜の港へ運ぶ「銅の道・銅山越 泉屋道」 

  



.◆ 九州九州九州九州    阿蘇阿蘇阿蘇阿蘇とととと祖母祖母祖母祖母・・・・傾山傾山傾山傾山にににに挟挟挟挟まれまれまれまれたたたた豊後竹田萩町豊後竹田萩町豊後竹田萩町豊後竹田萩町のののの奥奥奥奥ににににこんなこんなこんなこんな美美美美しいしいしいしいダムダムダムダム    白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤白水溜池堰堤がねむっていましたがねむっていましたがねむっていましたがねむっていました        2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.2012.11.2.  

  

豊後竹田萩町の奥にこんな美しいダム 白水溜池堰堤 

◆◆◆◆    晩秋晩秋晩秋晩秋のののの京都京都京都京都    喧騒喧騒喧騒喧騒のののの紅葉紅葉紅葉紅葉のののの名所名所名所名所からからからから    ちょっとちょっとちょっとちょっと外外外外れるとれるとれるとれると        西本願寺西本願寺西本願寺西本願寺・・・・東寺東寺東寺東寺・・・・島原島原島原島原・・・・梅小路公園梅小路公園梅小路公園梅小路公園    2012.11.21.2012.11.21.2012.11.21.2012.11.21.    

    

梅小路公園                  龍谷大学の銀杏                 島原の街並               梅小路公園 

   

西本願寺 御影堂の前に佇んでいる樹齢400 年の大銀杏   2012.11.21.  

銀杏にも枝垂があるんだとビックリですが、 有名な天然記念物の銀杏  根っこを天に広げたような枝振りから「逆さ銀杏」と呼ばれる 

   

東寺の五重塔と紅葉のイメージで立寄ったら、21 日で弘法さん   

境内は人並みでうずまっていました東寺 弘法さん   2012.11.21. 

 

 



    [[[[今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事]]]]    

  

特にトピックスはないのですが、旅の話や鉄の話が話の種になったり、思いもかけなかった記事の照会があったりで、  

やっぱり記録はせっせと残しておかねば・・・・と。  

毎日元気に神戸で過ごしています。   神戸に来られたら 是非一度 お訪ねください  

気軽にお付き合いのほどを。 引き続き、色々お教えいただきたくお願いします。  

                              2012.12.15. by Mutsu nakanishi 

 

 

【【【【今月今月今月今月ののののhome page home page home page home page 更新記事更新記事更新記事更新記事    概要概要概要概要】】】】        

        和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道    製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪製鉄遺跡探訪            

    旧別子銅山跡の産業遺産が眠る別子山  

1.1.1.1.    紅葉紅葉紅葉紅葉にににに彩彩彩彩られたられたられたられた念願念願念願念願のののの「「「「別子山銅別子山銅別子山銅別子山銅のののの道道道道・・・・銅山越銅山越銅山越銅山越」」」」WalkWalkWalkWalk        2012.10.27.2012.10.27.2012.10.27.2012.10.27.  

 

鉄ではありませんが銅を採取した先人

の道「別子山銅の道・銅山越」を歩き

ました。  

江戸時代別子山山頂部で銅の露頭が

発見され、日本の近代化を支えた住友

の別子銅山。 この別子銅山が近代化

される前 別子山の南北両側の銅山を

つなぎ、最短距離で新居浜の港までを結び、  銅山の隆盛を支えた銅の道「銅山越・泉屋道」が銅山を経営する泉屋（住友）によって

建設された。  

今別子の山は紅葉に彩られた緑の森に包まれ、この自然の中に静かに旧別子銅山跡の産業遺産が眠っている。  

2005 年の秋 一度 別子銅山を見学した時から、是非トライしたかった銅山越の銅の道をスライド動画にまとめました。

   

南側 旧別子の遺構が点在する小足谷        別子山稜線銅山越         北側 東洋のマチュピチュ「東平」 

 

〔〔〔〔今月今月今月今月のののの和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道・・・・Country walkCountry walkCountry walkCountry walk    よりよりよりより〕〕〕〕    



明治30年頃 別子銅山開発と煙害で丸裸になった別子山を眺めた住友の伊庭貞剛は 山を緑豊かな自然の山に戻すため、  

１００万本の植林運動を推進し、約100年を経た別子山は緑の森に包まれている。  

今 別子の山は紅葉に彩られた素晴らしい秋景色。この自然の中に静かに旧別子銅山跡の産業遺産が眠っている。 

 厳しい山谷を越えて銅を港へ運んだ銅の道が、この山谷の中 別子銅山の諸施設・集落を結び、数多くの人がこの山中

で暮らしていたとは とても思えない。また、かつての禿山が植林でこんな豊かな緑の山に戻れるのか・・・と。  

なお、別子銅山の主銅鉱脈は山頂部露頭からほぼ垂直に山体奥深くに伸びており、両側の山腹から水平洞を掘って鉱脈にいた

って採掘され、約1200m 超の高さから-600mの深さまで、幾本もの水平洞を掘りつつ、頂上部から下部へ下部へと掘り進めら

れた。 このため、山を貫く通洞が完成するまで 銅山越の道は銅山の主要道。  

また、銅山華やかな頃には 南側別子山村の役場がこの山中旧別子にあったという。  

こんな急峻な山奥に村があったのか・・・・  

   

別子山の奥深い山中の谷筋に眠る別子銅山の産業遺産  2012.10.27. 

 

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷ににににベンガラベンガラベンガラベンガラのののの原料原料原料原料・・・・「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねましたねましたねましたねました    またまたまたまた、、、、日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム豊後竹田白水豊後竹田白水豊後竹田白水豊後竹田白水ダムダムダムダムへもへもへもへも  

2. 2. 2. 2. 私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねるねるねるねる    古代古代古代古代のののの製鉄原料製鉄原料製鉄原料製鉄原料????????????         2012.11.1.& 11.2. 2012.11.1.& 11.2. 2012.11.1.& 11.2. 2012.11.1.& 11.2.  

 

かつて湖・葦原だった阿蘇谷には 卑弥呼の時代からベンガラ原料の赤土（渇鉄鉱「阿蘇黄土」が眠っている 

かつて、湖・葦原だった阿蘇谷に大量埋蔵される渇鉄鉱「阿蘇黄土」    

ベンガラ原料として、卑弥呼の時代から珍重され、第三の製鉄原料原料???として日本での製鉄開始にかかわったのでは・・・との  

ロマンを秘め、是非 阿蘇谷に行って「阿蘇黄土」に出会いたかった「阿蘇黄土」です  

また、高速道路地図の PR 写真の美しさに、帰りに立寄った豊後竹田荻町の「白水溜池堰堤」の美しさも掛け値なしでした。  

 

阿蘇谷の北西部 阿蘇黄土が眠る狩尾地区        阿蘇黄土を焼くと簡単に真っ赤なベンガラに ビックリ    

    



    

           風来坊風来坊風来坊風来坊    Country Walk Country Walk Country Walk Country Walk     <<<<    今月今月今月今月のののの「「「「和鉄和鉄和鉄和鉄のののの道道道道」」」」よりよりよりより、、、、転載転載転載転載    >>>>            

    

旧別子銅山跡旧別子銅山跡旧別子銅山跡旧別子銅山跡のののの産業遺産産業遺産産業遺産産業遺産がががが眠眠眠眠るるるる別子山別子山別子山別子山  

1.1.1.1.    紅葉紅葉紅葉紅葉にににに彩彩彩彩られたられたられたられた念願念願念願念願のののの「「「「別子山銅別子山銅別子山銅別子山銅のののの道道道道・・・・銅山越銅山越銅山越銅山越」」」」WalkWalkWalkWalk        2012.10.272012.10.272012.10.272012.10.27....    

鉄ではありませんが銅を採取した先人の道「別子山銅の道・銅山越」を歩きました。  

江戸時代別子山山頂部で銅の露頭が発見され、日本の近代化を支えた住友の別子銅山。  

今別子の山は紅葉に彩られた緑の森に包まれ、この自然の中に静かに旧別子銅山跡の産業遺産が眠っている。  

2005年の秋 一度 別子銅山を見学した時から、是非トライしたかった銅山越の銅の道をまとめました 

   

南側 旧別子の遺構が点在する小足谷        別子山稜線銅山越         北側 東洋のマチュピチュ「東平」 

   

別子山の奥深い山中の谷筋に眠る別子銅山の産業遺産  2012.10.27. 

    

2.2.2.2.....    私私私私のののの阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねるねるねるねる    古代古代古代古代のののの製鉄原料製鉄原料製鉄原料製鉄原料????????????         2012.11.1.& 11. 2012.11.1.& 11. 2012.11.1.& 11. 2012.11.1.& 11.2222    

阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷阿蘇谷にににに「「「「阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土阿蘇黄土」」」」をををを訪訪訪訪ねねねね、、、、帰帰帰帰りにりにりにりに日本一美日本一美日本一美日本一美しいしいしいしいダムダムダムダム    豊後竹田白水豊後竹田白水豊後竹田白水豊後竹田白水ダムダムダムダムへへへへ    

かつて、湖・葦原だった阿蘇谷に大量埋蔵される渇鉄鉱「阿蘇黄土」を訪ね、阿蘇山の噴火口・草千里にも  

また、高速道路地図の PR 写真の美しさに見せられて、帰りに立寄った豊後竹田荻町の「白水溜池堰堤」の美しさも掛

け値なしでした。 熊本菊池渓谷から、阿蘇・豊後と中九州横断のたびのスライドアルバムです。 

 

 

阿 蘇 山 

2012.11.1. 

白水ダム 

2012.11.2

. 
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【【【【From Kobe 12From Kobe 12From Kobe 12From Kobe 12月月月月】】】】        またぶつぶつまたぶつぶつまたぶつぶつまたぶつぶつ    日本日本日本日本のののの現状現状現状現状にににに考考考考えさせられることがえさせられることがえさせられることがえさせられることが多多多多いいいい  

 2012.11.25.  朝日新聞に掲載された２つの記事を読んで  

 

この2つの記事は 日本人社会の奥底に根強く

ある気質 誰もが奥底に持つこの日本人気質を

よく語っていると思う。  

この中身を熟知したものが、「ほんね」と「たて

まえ」を使い分けつつ、先導まい進する姿が、

最近のリーダーたちに重なって見える。内容を

少しご紹介 

 

  情報化社会の中 満ち溢れる情報 その中

で、日本人は本当に勉強しなくなった。   

真偽を見抜く力が本当になくなってしまった時

代にみえる。   

  かつてテレビが出たとき 或る評論家は「一億総白痴化」と警鐘したが、現実はそのとおりになったのではと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




