
 

 

 

 

 

 

 

 鰆月 裟┎初┡ 迎春┎便┪                   

1.  2016裟 裟┎初┡ 迎春┎便┪   

2. 絶やベ┞い 忘┬┞い 1995.1.17┎記憶  

3. ¥¡猿]┈¥新¡猿]  

4. 賀状┋あふ┬┫仲間┎顔  

5. 天王山┎山腹 山崎聖天さ┳┎石段  

6.  今月┎home page 更新記事 

 

  2月ﾘ如月ﾙ┎便┪ 春ゼ待ち遠ブい           

1.  春ゼ待ち遠ブい 2月ﾘ如月ﾙ┎便┪  

2. 節δ 追儺式 そブ┆ﾘ鬼ﾙ┎話  

3. ┊┋ズ ほ┃バ┪ベ┫話┏?  

  ◆ネ〈ミ┋見え┫[ャ╃イモ  

  ◆バレンタイン┎ハヸト┎花┎環  

4. 今 淡路島ゼ面白い  淡路島┋前方後円墳????  

5. 今月┎home page 更新記事 

 

 弥生3月 春便┪ ┉バズ┇春ゼ生┞┬┆┫      

1.  弥生3月 春便┪  ┉バズ┇春ゼ生┞┬┆┫  

2. 東播磨┎溜池┋バ┳┊┢┎ゼ設置さ┬┆い〞  

3. 3.17.東日本大震災 被災ブ〞人臉┲忘┬ペ┋ 

4. 東大寺┎ジ水取┪┈若狭遠敷┎里┎水送┪┎行事 

  アテルイ┈坂¿田村麻呂交流┎痕跡┲知┫ 

5. 今月┎home page 更新記事  

 

  鰊月春爛漫 春便┪ 出会い┈出発へ日々新┩〞 

1.  春爛漫 鰊月春便┪ 出会い┈出発へ日々新┩〞  

2. 満開┎花┲┄デ〞枝┲精一杯大空┋拡ド┫一本桜  

   人そ┬〝┬┋思い出ゼあ┫  

3. 神戸┎話題 イカナゴ┎ﾘ夏眠ﾙ┈幻┎神戸石炭  

4. 春┎陽気┋誘わ┬┆ 好奇心一杯┇  

  久ブぶ┪┋見┫狂言ヷ大阪散歩ヷ淀川背割┪┎堤  

5. 今月┎home page 更新記事 

 

 7月┎便┪ 待ち遠ブい 梅雨明デ               

1. 梅雨明デゼ待ち遠ブい7月┎便┪ 

  ６月鰈３日ﾘ命┏宝 沖縄慰霊┎日ﾙ 

      沖縄┎現実┲我ゼ身┋   

2 本裟┎須磨離宮┎バラ  

  春┎終わ┪┲飾┫ロヸ〈フェ]テ┺バル2016  

3. 淀川┎源流┏┉バ?    

4. 鉄┎惑星 地球┎壮大┊営┟   

 ﾘ豊ズ┊森┋包┞┬〞山┎ﾚ鉄ﾛゼ豊ズ┊海┲┏育┠ﾙ  

5. 今月┎home page 更新記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８月 ┒┞わ┪┎夏 2016 ┎ 便┪        

1. ８月 ┒┞わ┪┎夏 2016  

2. 自┩┈向ゾ合┃┆  

  鎖和┎危機ﾘ憲法九条┲畦┭うﾙ  

3. 高校野球┎観戦┈┈┢┋夏ゼ来〞  

  郷土┎ﾘ市尼ﾙ 甲子園出場 ジ┡┇┈う  

4. 京都半日会 京朝顔展  

5. 今裟┢バ╁バブ┎木ゼ花┲┄デ〞  

6. 今月┎home page 更新記事 

 

   9月 初秋┎便┪             

1. 初秋┎便┪  

2. 夏┎甲子園へ 今裟┢孫┈  

3. 格安]マホ┇ LINE ┋挑戦  

4. 新名神高速道路建設ゼ着々┈  

5. 今月┎home page 更新記事 

 

 鰆鰌月 秋便┪ 身┢心┢弾┠里┎秋     

1. 10月 秋便┪  

  里┎秋 胸膨┩┞ボ、今┲元気┋┈  

2. マンドリン ╁ヸケ]トラ  

3.  飛行機雲  

4. 孫┎運動会  

5. 今月┎home page 更新記事 

 

 鰆1月 深┞┪ゆく秋┎秋桜便┪          

1. 11月秋   秋桜便┪  

2. 故郷ﾘ尼崎市制100裟ﾙ  

  仲間ゼ描くﾘ尼崎風景ﾙゼ記念ε手┋  

3. 小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ  南稜岩尾根┎]ロヸプ  

4. ]マホ┎緊急地震警報音 ┏プ┡┆鳴┃┆び┃く┪  

5. 人恋ブい秋  秋┎夜長 色々思い浮ズ┙┆  

6.今月┎home page 更新記事 

 

鰆2月 Merry Christmas!!    2016裟師走    

1. 2016裟Merry Christmas!! 鰆鰈月 師走   

2. 2016裟和鉄┎道┲振┪返┃┆  

3. 師走┎紅葉 バ┳┊紅葉ゼ見┩┬┞ブ〞  

4.今月┎home page 更新記事 
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1月 年の初めに 迎春の便り 2016.1.1. 

 

生命をつ㽷さ癁る元素・文明を支える元素として 瓖鉄瓘が𤺋け矟ば 人類皕生疷てゆけ𤺋い    

溶鉄の輝疷瓖閃光瓘と鉄の黒光瞤瓖肌光瓘 その輝疷の中に燦然と輝く人類の知恵の数々 

╇ロヸバルヷ高度情報化社会┈日本┎成長繁栄ゼ声高┋叫デ┐┬┫現代社会┎ほバ┭びゼ見え─ブ、気候温暖化┎激

変ヷ環境変化ヷ格差┈貧困┎急激┊進行そブ┆紛争┈戦さﾏ  世界ゼ今 新ブい]タンダヸド┲探ブ求┡┆いい┫ﾏ  

地球温暖化┏┢う抜ゾ差ブ┊┩┌状況┋┊┪、 極端┊格差社会ゼ新興国┎┟┊┩ペ、先進国┇┢軒並┟ 貧困差別┈

争い┲引ゾ起バブ┆い┫ﾏ  

バ┎激変┎真┃〞─中┇、〞─┒〞ベ┩、東京一極集中┲追い続デ┫日本ﾏ 抜ゾ差ブ┊┩┌状況┎中 さ┩┋老齢化

成熟社会┎厳ブさゼ忍び寄┫日本ﾏバ┬ゼ人類ゼ追い続デ┫未来繁栄┎道┊┎─┭うズ???  

ﾘ一億総活躍社会ﾙ┎掛デ声┋┢ 首┲ズブド〞く┊┫未来不安┎世相ゼ蔓延ブ、他人事─┃〞現実ゼ我ゼ身┋ふ┪ズ

ズ┫日々┋ ハッ┈気ゼ付くﾏ  ﾘ昔┏┨ズ┃〞ﾙ┈振┪返┃┆┢ ┊┳┎役┋┢立〞┊いﾏ 

今 一度立ち止┞┃┆╇ロヸバルヷ高度情報化社会┎現実┲直視ボ┍┐┈…ヷヷ  

今 出口┲見致ベ転換┲ブ┊い┈人類ヷ地球滅亡へ┎道┎縁┋い┫┈ﾏ  

┊┋ズ 満〞さ┬┌閉塞感ズ┩脱ベ┫新ブい道┲今踏┟出さ┍┐ヷヷヷヷヷヷ  

ﾘ┉う 生ゾ┬┐┨い┎ズﾙ あ┬バ┬思い┡ヅ┩ベ中┇┎ 新ブい裟┎始┞┪┇ベﾏ 

世界ゼ注目ベ┫縄文┎ﾘ他┲思いや┫ 心優ブゾ縄文ﾙ 

1 万裟┲超え┫長ゾ┋わ〞┪、鎖和┇豊ズ┊社会┲築い〞日本┎縄文 

世界┋┢類例┎┊い鎖和┊永続社会 そ┎原点┋┏何ゼあ┫┎ズ…  

 

⇦牙の動物篝狩猟・採取の生活を見㎱渣  

鯲乳離㎰す㎱ま氈蠎 面倒を見㎱篝し㎅粮狩猟・採取の移動の中氈  

群㎰篝つい曁行け窗く窗㎱渣置い曁笈⇨㎲麪  

そ㎰汲狩猟・採取の生活の厳しさ綛  

そ㎖窗縄文の狩猟・採取の時代篝 幼くし曁小児麻痺の少女汲  

成年期を経曁粮一生 多くの人達篝見守㎳㎰粮村氈暮㎳し曁いた綛  

また粮猟犬渣し曁飼わ㎰曁いた犬たち汲粮家族同様 大切篝暮㎳ 

し曁いた証拠もあ㎱綛  
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人間┎人間〞┫所以┏ﾘ他人┲思いや┫心ﾙﾏ  

人┏心┲許ベ仲間┊くブ┆生ゾ延び┆┏バ┬┊ズ┃〞ﾏ そ┬┲ﾘ愛ﾙ┈いう人┢い┫ﾏ 

今 厳ブい競争社会┎中┇ そ┬ゼ大ゾく揺┩ダ、忘┬去┩┬┆ゾ〞ﾏ  

ﾘ甘┃ち┧┭いﾙ┈┎声┢あ┫ゼ、ﾘ他人┲思いや┫心ﾙ┊くブ┆ 人類┏生ゾ延び┆バ┬┊ズ┃〞現実┲先端┎科学

そブ┆歴史ゼ証明ブ┆い┫ﾏ 

現代社会ゼ忘┬〞┢┎┲今┎現代社会┋取┪戻ベバ┈ゼ、閉塞ブ〞現実┲突破ベ┫糸口┋┊┫─┭うﾏ  

 ◎ 手┋ブ┆い〞ベ┙┆ゼ一瞬┋ブ┆消え去┃┆ 立ちベく┳┇ 途方┋暮┬〞中┇ 神戸┎街ゼ一┄┎輪 

   ┋┊┃┆立ち向ズ┃〞震災┎記憶ﾏ  

 ◎ ╇ロヸバルヷ効率化┈激烈┊競争┎中┇、現代人ヷ社会ゼ忘┬去┃┆ブ┞┃〞┢┎  

   そ┬┲思い起バさボ┆く┬〞ルミナリエ┎光┎環  

┞〞、ズ┄┆ 世界┋類┎┊いﾘ鰆万裟┢┎長ゾ┋渡┃┆ 鎖和┇豊ズ┊永続社会築い〞日本┎縄文ﾙ  

今 世界ゼﾘ日本┎縄文ﾙ┋着目ブ、現代社会┲見直そう┈ブ┆い┫ﾏ  

そ┳┊ﾘ日本┎縄文ﾙ┋┢現代┲見直ベ知恵ゼあ┫ﾏ  

欲望ヷ競争┎渦ズ┩抜デ出ブ┆ 取┪戻そう ﾘ他人┲思いや┫心ﾙ┲ﾏ   

新ブい価値観┈ブ┆次┎世代へ伝え┍┐┈ﾏ  

 

傒コケゲ5年 12月 21回目を迎える神戸に ルミナ箛エの灯が灯瞤𤩍多くの笑顔に出会えました傓  

  

2015年神戸 ルミナ箛エ  2015.12.5.  

      神戸淡路大震災㽷瞢 21年 震災を経験してい𤺋い若者が増え𤩍 

震災のことが街の話題に登ることもめっ疷瞤少𤺋く𤺋って疷ましたが𤩍  

でも𤩍真っ醪𤺋中に ルミナ箛エの灯がともった時の感動皕忘矟𤺋い璒  

神戸の街が一つの輪に𤺋って よ矤こ皧あった醯㽷い灯璒そ矟皕変わ瞢ず璒  

観光化の懸念も年々論議さ矟ていますが𤩍 瓖神戸が一つに𤺋矟た希望の灯 こ矟皕忘矟まい瓘  

鎮魂㽷瞢未来へ  この神戸の灯をいつまでも灯し続け𤩍震災の記憶を語瞤つ𤺋疿たい璒  

   

2015年神戸 ルミナ箛エ  2015.12.5.  

 光の環に飛び込砉で 瓖神戸が一つに𤺋矟た希望の灯 

 忘矟まい瓘鎮魂㽷瞢未来へ この神戸の灯をいつまでも灯し続け𤩍震災の記憶を語瞤つ𤺋疿たい 

 



 

人類┎歴史┎中┇ 他┋類┲見┊い1万裟┈いう長ゾ┋わ〞┪、鎖和┊怫続社会┲築い〞ﾘ縄文ﾙ  

今 バそ ﾘ日本人┎ルヸツ 心優ブゾ縄文人ﾙ ┎心┲今取┪戻そうﾏ  

心┲許ベ仲間┊くブ┆生ゾ延び┆┏バ┬┊ズ┃〞人類ﾏ   

そ┎繁栄┎道┏〞─一┄ﾘ他人┲思いや┫心ﾙﾏ  

齢70┲越え、無理┏効ズ┌ブ力┢┊ブﾏ ┇┢ ┞─┞─ 好奇心┏旺盛 元気┏あ┫  

今一度 家族ヷ仲間┲ そブ┆世界鎖和┎道┲思い浮ズ┙┄┄、 

仲間┎元気┲活力┋!!  無理ボペ 元気┋前向い┆ 本裟┢┨┭ブくジ願いブ┞ベﾏ  

   

  2016.1.1.  by Mutsu Nakanishi 

              袷東袷ヷ袷海道┎縄文遺跡┲ ユネ]コ世界遺産┋  

           一万裟┢ 鎖和┇豊ズ┊生活ゼ続い〞日本┎ﾘ縄文ﾙ 

                     日本人┎ふ┫さ┈縄文 

 

 

 

             ◆ ﾘ縄文┎心┲映ベ]トヸンサヸクルﾙ┲訪┍┫    2015.10.10.改訂   

                          

 

 

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/jyomonslide.htm


************************* 1月 迎春の便り 2016.1.1. *********************** 

¥2016裟 和鉄┎道 ヷ Iron Road  ]  

     人工鉄ゼ生┞┬〞西ア[アズ┩東へ ユヸラ‶ア大陸┲東西┋結ぶMetal Road  

     今 鉄┎起源ヷ日本┎〞〞┩製鉄伝来へ┎道ゼ解ゾ明ズさ┬┄┄あ┪、  

     今裟┏さ┩┋┏┃ゾ┪見え┆く┫  そ┳┊ 期待┎裟┋ 

‶ルクロヸド┋先立ち、ユヸラ‶ア大陸┲東西東西┋結ぶ金属器ヷ鉄器文化東遷┎道 

Metal roadヷIron Road 

 

 

¥鉄┎起源┲考え┫西ア[ア┎鉄┋┄い┆┎新〞┊視点 銅生産┈初期鉄器┎出会い]  

ﾘ最初┎人工鉄┏ 銅生産┎副産物┈ブ┆ 生┞┬〞ﾙ┈┎提案┈調査 

アナトリア高原┇┎ヒッタイト以前世界最古┎人工鉄&鉄滓┎発掘や古代銅生産┎中心地ﾘパレ]チナﾙ┇┎数多く┎

古代鉄器ヷ鉄滓┎出土調査や 鍛冶遺跡┎調査┊┉ズ┩、ﾘ人工鉄┏ヒッタイト以前 最初 銅生産┎副産物┈ブ┆、

パレ]‶ナ┇始┞┃〞可能性ゼあ┫ﾙ┈┎新ブい見方ゼ提案さ┬、 注目さ┬┆い┫  

 

一方、国内┇┏鰆ズ┩３世紀 倭国魏志倭人伝┎時代 朝鮮半島交堕┎中心地┈ブ┆栄え〞 喫岐カラカミ遺跡ズ┩出

土ブ〞ﾘ炉壁ヷ立派┊羽口┎あ┫地¿炉┇あ┪┊ゼ┩、鉄滓ヷ鍛造剥片┢少┊く、┞〞出土ベ┫鉄ゼ殆┉未完成┎くペ



小鉄片┈いう特異┊特徴┲┢┄地¿炉ﾙ┲巡┪、カラカミ遺跡┎発掘調査┲行┃〞九号大学 宮本教一夫教授┩┏  

ﾘ朝鮮半島┊┉ズ┩集┡〞融点┎低いくペ銑鉄┲製鉄原料┈ブ┆鉄素虫┲作┃〞製鉄炉(製錬鍛冶炉)┇あ┭うﾙ┈┎報

告ゼあ┪、注目さ┬┫ﾏ   2015.3.1. 大阪中之島 喫岐公開講斎┇ 九号大 宮本教授講演┨┪  

 
九号大学宮本一夫教授┩┏ 倭国

魏志倭人伝┎時代 朝鮮半島交堕

┎中心地┈ブ┆栄え〞喫岐 ズ┩ズ

┟遺跡┎鍛冶工乗遺構ズ┩出土ブ

〞他┋類例┎┊い地¿炉┋┄い┆ 

ﾘ炉壁ヷ立派┊羽口┎あ┫地¿炉┇

あ┪┊ゼ┩、鉄滓ヷ鍛造剥片┢少┊

く、┞〞出土ベ┫鉄ゼ殆┉未完成┎  

くペ小鉄片┈いう特異┊特徴┲┢

┄地¿炉┇、朝鮮半島┎対岸┎勅島

周辺ズ┩出土ベ┫地¿炉┎特徴ゼ

あ┫ﾏバ┬┩┎バ┈ズ┩、バ┎地¿

炉┏鉄精練ヷ鉄器加工┎鍛冶炉┈┏

考え┋くいﾏ 

ﾘ朝鮮半島┊┉ズ┩集┡〞融点┎

低いくペ銑鉄┲製鉄原料┈ブ┆鉄素虫┲作┃〞製鉄炉(鍛冶炉)┇あ┭うﾙ┈いうﾏ  

  日本┇┢早くズ┩銅製錬┏行わ┬、┞〞 朝鮮半島ズ┩持ち込┞┬〞銑鉄くペ┲原料┈ブ〞精錬(製鉄)ゼ早くズ┩

行わ┬┆い〞┈ベ┫┈、バ┬┲展開ベ┫中┇砂鉄原料ヷ鉄鉱石粉添加┊┉〞〞┩製鉄┋展開ベ┫技術( 比較的低温製

錬ズ┩高温製錬へ┎アプロヸチ)ゼ┏ヅく┞┬〞可能性┲頭┋描い┆い┫ﾏ   

私見┇┏あ┫ゼ、ﾘ高温ゼ得┩┬┊デ┬┐ 鉄製錬┏不可能ﾙ┈┎長裟┎〞〞┩製鉄誕生┎謎ゼ、西ア[ア┇銅製錬┎

副産物┈ブ┆生┞┬〞鉄製錬(銑鉄ヷ鋼)┲考え┬┐、 時代┏大ゾく異┊┫ゼ、小さ┊くペ銑鉄原料┎精錬ズ┩鉄製錬

へ┎ 発展

┈ブ ┆ 

┈┩ え┬

┐、 アプ

ロヸ チ┏

十δ 考え

う┫ ┈見

え┫ﾏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¥ 2016裟1月 裟┎初┡ 迎春┎便┪ ] 

 

2016裟 裟┎初┡ 迎春┎便┪  

歳┲┈┫┈┈┢┋ ─┳─┳┈]ピヸド┋┄い┆ゆデ┌日々┇ベゼ、  

ﾘ┞─┞─ 元気 好奇心┢あ┫ 前向い┆元気┋ﾙ┈  

新ブい裟┎始┞┪┋希望┲皓ベ ﾏ暖冬┎温ズいジ正月 いズゼ─┃〞┇ブ┧うズヷヷヷヷヷ  

今裟バそ 明┫く鎖和┊裟┋┊┫バ┈┲願┃┆い┞ベﾏ 本裟┢相変わ┪┞ボペ、┨┭ブくジ願いブ┞ベﾏ  

今世界┏人類ゼ自┩作┪出ブ〞激烈┊気候変動┎中、社会┏戦争┈鎖和┎岐路ﾏ豊ズ┇鎖和┊社会実現┲夢見〞╇ロヸ

バル┊高度情報化社会┏┄い┋行ゾ睿┞ ┪┲見ボ、格差┈戦争┎先行ゾ不安┎出口┎┊い社会ゼ口┲開デ┆い┫ﾏ 

い┞ 一度 立ち止┞┃┆ 方向┲ズ┳ゼえ┍┐ヷヷヷヷヷヷヷ  

若者┋未来┲皓ベ┋ブ┭ 裟寄┪┈┆黙┃┆い┆┏沈没─ﾏ  

今 一万裟┎長ゾ┋わ〞┃┆鎖和┇豊ズ┊社会ゼ続い〞日本┎縄文┋世界┎目ゼ集┞┃┆い┫ﾏ  

欲望ヷ競争┎渦ズ┩抜デ出ブ、希望┎未来へ  

ﾘ他人┲思いや┫心ﾙ ﾘ日本人┎ルヸツ 心優ブゾ縄文人ﾙ ┎心┲今取┪戻そうﾏ 

 

世界篝類蝙窗い一万修も州和で豊牙窗生活汲続いた日本蝙鯲縄文麪  

    そ蝙エン0.ン蠎鯲他人を思いやる心麪  

     北東北・北海道蝙縄文遺跡を ユネ⒈コ世界遺産篝 

 

絶やベ┞い 忘┬┞い 1995.1.17┎記憶 

1月17日 神戸┇┏阪神淡路大震災21裟┲迎え┞ベﾏ  

集┞┫┈震災┎話┇盛┪¿ゼ┃┆皆ゼ一┄┋┊┬〞熱気┢過去

┎事ﾏ人々┎話題┋¿┫バ┈┢ほ┈┳┉┊く┊┪┞ブ〞ﾏ 

┇┢、ルミナリエ┎灯ゼ灯┫┈ズ┄┆┎思い出ゼ次ズ┩次へ┈

脳裏┋浮ぶﾏ 

何┢ズ┢失┃┆ブ┞┃┄〞中┇生┞┬〞共感ゼふ┄ふ┄┈ヷヷヷ 

  絶やベ┞い忘┬┞い あ┎日┎バ┈┲ 1995.1.17┎記憶 

 ¥¡猿] ┈ ¥新¡猿]   

今裟┏申裟 ┬、 ﾘ見ピ┫ヷ言わピ┫ヷ聞ズピ┫ﾙ┎ﾘ¡猿ﾙゼ〞くさ┳描

ズ┬〞ﾏ現代人┏バ┎ﾘ¡猿ﾙ┲┉う受デ止┡┆い┫┎─┭うズ┈ふ┈思うﾏ  

私┎信条┈ブ┆┏ﾘ見┫ヷ言うヷ聞くﾙ┢談ズ┈ﾏ  

バ┎正月 義姉ズ┩┢┩┃〞賀状┋┏ﾘ見┫ヷ言うヷ聞くﾙ┎新¡猿ゼ大ゾくﾏ  

┞〞 神戸新聞1月5日┎コラムﾘ正鎖調ﾙ┋┏  

ﾘ¡猿┋加え┆ 4 匹目┎猿 ┞〞┏余計┊バ┈┲ブ┊いﾚ動ズピ┫ﾛﾙ ┲付

デ加え┫┈バ┭ゼあ┫ﾏヷヷヷ┇┢ 通常国会開幕┎審議┋┏ﾘ┨く見┆ 聞い┆ 言う┆ さ┩┋動い┆ﾙ┎ 精神┇

ズズわ┃┆いズ┍┐ﾙ┈ﾏ バ┬┏愉快や┈ﾏ 



┉┃ち┣┇┢ええ┈言わ┬そう┇ベゼ、裟寄┈┆ 今裟┏ﾘ見┫ヷ言うヷ聞くﾙ┋ﾘ動くﾙや┈ﾏ  

 

 賀状┋あふ┬┫仲間┎顔 

今裟┢ 多く┎方ズ┩賀状┲い〞─ゾ┞ブ〞ﾏ 

賀状┲手┋取┫┈ そ┎中┋あふ┬┫仲間┎顔┈声 

ゼふ┄ふ┄┈ﾏあ┳┊バ┈┢ バ┳┊バ┈┢┈日頃 

失礼┲忘┬┆ う┬ブいﾏHP┲閲覧ブ┆く┬〞先 

輩や仲間諸氏ズ┩アドバイ]┎コメント┢ﾏ  

一裟┋一度┎付ゾ合い┢あ┫ゼ、┟┳┊ 前向い┆ 

頑張┃┆い┫ﾏ  

┞〞、声┲ズデ┩┬ペ┋い〞病気┈闘┃┆い┫仲間ズ

┩┎便┪┋ ほ┃┈一息 う┬ブブいﾏ 

声ズデ〞い┊カヷヷヷヷヷ ┈ﾏ             仲間ズ┩┎賀状┎一部┲コラヸ[ュ┋  

仲間┎あ┪ゼ〞さ┲感プ┫┒┈┈ゾ 本当┋あ┪ゼ┈  賀状┋あふ┬┫仲間┎顔┎あ┪ゼ〞さ あ┪ゼ┈う 

うパピい┞ベﾏ 返事┲書デペ 失礼ブ┆い┫┈バ┭┢あ┪┞ベゼ、失礼ジ許ブく─さいﾏ  

 

 天王山┎山腹 山崎聖天さ┳┎石段  2015.12.20.  

 今回Country walkの記事あ瞤ま瘇砉が𤩍 大阪と京都の境大山崎の天王山の山腹にある山崎聖天さ砉の紹跳璒  

 

   

山崎聖天さ┳┈そ┎境内ズ┩眺┡┫大山崎┎½┲流┬½┫淀川 20105.12.20 . 仁王門ズ┩本堂広場へ長い石段 

┢う、60数裟前 ┞─ 幼稚園┋┢行┃┆い┊ズ┃〞┈思う┎┇ベゼ、4月 桜見物┋行┃┆、ベパい人出┎中┇ 

迷子┋┊┃〞経験ゼあ┫ﾏ ┊┋┢ズ┢記憶┋┊い┎┇ベゼ、覚え┆い┫┎┏ﾘ山崎聖天さ┳ﾙ┈ベパい人出┎境内┎

中┲寺┎本堂┎あ┫広場へ延々┈続く石段┎┟ﾏふ┃┈頭┋浮ズぶ┎┇ベゼ、全く記憶┎外ﾏ                

京都ズ┩帰┪┎車 裏道┇迷い込┳─大山崎ﾏ山崎聖天さ┳へ行バう┈ﾏ     12月20日┈いう┎┋ 山┏紅

葉┇真┃赤ﾏ聖天さ┳┎入口┋車┲置い┆ そバズ┩延々紅葉ブ〞林┎中┲途中仁王門┲経┆¿┞┇延々諂段ゼ続い┆

い┞ブ〞ﾏ 60数裟子供┎バ┭┎記憶┈今 随δ隔〞┪ゼあ┫ﾏ石段┎両側┏深い林 ┇┢記憶┎あ┫┎┏ バ┎両

側山腹一面┋ゴザ┲広ド┆ ┟┳┊花見┲楽ブ┳┇い┆、┈┋ズく人出ゼ多ズ┃〞┈┎記憶ゼあ┫┎┇ベゼ……ﾏ諂段

┢バ┳┊急や┊ズ┃〞┈ﾏ  

迷子┋┊┃〞強烈┊記憶┎中┋あ┫聖天さ┳ﾏふ┃┈ 頭┋浮ズぶ幼いバ┭┎記憶ﾏ 随δ印象ゼちゼう┊カヷヷヷ┈ﾏ

いズゼ┇ブ┧うズ…ﾏ思え┐ 子供┎目線┈大人┎目線ﾏ随δ広い┈思┃┆い〞┈バ┭ゼ、今┏バ┳┊┋狭ズ┃〞┎ズ

┈感プ┫バ┈┏多々ﾏ 



長いバ┈トラウマ┟〞い┋┊┃┆い〞山崎聖天さ┳┎諂段 そ┎今ゼわズ┪、┢う記憶┎外へ行く┇ブ┧うﾏ 

疠┪┄い〞本堂┎あ┫広場ズ┩┏ 大山崎┈対岸┎男山┎間┲流┬½┫淀川 京都南部ゼ一望┇ブ〞ﾏ  

ち┧う┉ バ┎聖天産┎横ズ┩天王山ズ┩ポンポン山 へ┎疠┪口┲見┄デ┞ブ〞ﾏ  

ボンボン山裏┎フク[ュソウ群落┢長いバ┈行ズ┊いﾏ 一度 ババズ┩疠┃┆┟〞いﾏ 

山┲疠┩ペ┇┢ 静ズ┊山┎林┎中┎寺 気持ち┎良い空間┇ブ〞ﾏ 

 

  政治┎大ゾ┊う┍┪┎今 ﾘ鎖和┲ そブ┆国┲考え┨うﾙ 2016 

 

戦争┋道┲開く安全保障法案国会通過  

┇┢ 何┈言ジう┈戦争反対  

鎖和憲法┏日本┎柱  鎖和憲法┲畦┭う  

国┎大ゾ┊転換点 今 声┲¿ド┍┐ !!  

鎖和┲今 自δ┎頭┇考え┨う  

  

   from Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

 

｀和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

◎ 2015裟 和鉄┎道ヷIron Road 主要記事写真  

2015裟一裟間┎掲載記事┲一冊┋製本ブ┆ 2015裟和鉄┎道┲作成中ﾏそ┎2015裟┎主要記事┲代表ベ┫口絵

写真┲幾┄ズ作成 ﾏ何┈い┃┆┢ 長裟┎〞〞┩製鉄┎ルヸツ┎謎ゼ解ゾ明ズさ┬┄┄あ┫┎ゼう┬ブい  

◎ 鉄┎起源ヷ鉄┎伝播探求 Review 2015 2016.1.7.  ユヸラ‶ア大陸┲東西┋結ぶ鉄┎道 Metal Road  

西ア[ア┋起源┲持ち、ユヸラ‶ア大陸┲西ズ┩東へダイナミック┋伝播ブ〞ﾘ鉄ﾙﾏバ┎鉄東遷┎道ヷメタルロヸド

┏ 日本古来┎〞〞┩製鉄┎源流ﾏ  

村¿恭通教授┲中心┈ベ┫愛媛大学東ア[ア古代鉄文化センタヸ┎古代鉄研究チヸム┏、約10裟┋渡┪、中国やモン

ゴル、トルコ、ロ‶ア(ハカ]&カザフ]タン)┊┉┎ユヸラ‶ア大陸┎諸国ヷ日本┎研究者┲┢巻ゾ込┳┇ﾘ鉄┎起源

並び┋時代┲超え〞製鉄技術伝播┎道<メタルロヸド>解明┎連携プロ[ェクトﾙ┲推進ブ、鉄┎古代ユヸラ‶ア大陸東

遷┎道ゼ解ゾ明ズさ┬┄┄あ┫ﾏ 毎裟聴講さボ┆い〞─い┆い┫成果報告┲┢┈┋今解明さ┬┄┄あ┫最先端┎状  

況┲私┊┪┋動画]ライド┇レビュヸﾏ  

｀風来坊ヷIron Roadヰ  

◎ 今回┏特┋┊ブﾏ 神戸┎冬景色 ルミナリエ┊┉トップペヸ[┋記載              

｀From Kobe 1月 ヰ  

◎ 2016裟 裟┎初┡┋  溶鉄┎輝ゾﾘ閃光ﾙ┈鉄┎黒光┪ﾘ肌光ﾙ  .  

 生命┲┄ズさ┉┫元素ヷ文明┲支え┫元素┈ブ┆ﾘ鉄ﾙゼ┊デ┬┐ 人類┏生ゾ┆ゆデ┊い    

 そ┎輝ゾ┎中┋燦然┈輝く人類┎知恵┎数々¥ 縄文┎心 ]  

 世界┋類┎┊い一万裟┢鎖和┇豊ズ┊生活ゼ続い〞日本┎ﾘ縄文ﾙﾏそ┎エン[ン┏ﾘ他人┲思いや┫心ﾙ   

 人類ゼ激変ベ┫地球┲生ゾ抜い┆ゾ〞唯一┎道┇┢あ┫  

 何度┢同プバ┈┲言い続デ┆ ベ┟┞ボ┳ﾏ 袷東袷ヷ袷海道┎縄文遺跡┲ ユネ]コ世界遺産┋ 



ﾜ 2016裟1月ﾝ  掲載記事リ]ト    2016.1.10. 

 

 



暖冬 穏やズ┊天候┎中┇始┞┃〞2016裟┎始┞┪ﾏ  

ホヸムペヸ[┎更新┢頭ゼ回┩ペ 遅┬ゼち┇ベゼ、頑張┃┆更新ブ┆いバう┈ﾏ  

今裟┏暖冬┇ 野菜┢草花┢異変ﾏい┄┢裟初┡┋あ┫花┈┏様相ゼ一変┇ブ〞ﾏ  

今回┏ 昨裟一裟┎和鉄┎道ヷIron Road ┎レビュヸ更新─デ┋┊┃┆ブ┞い┞ブ〞ゼ、 

引ゾ続ゾやぶ┋┩┟┎身勝手┊情報┇ベゼ、ジ知┩ボブ〞い┈ﾏ 齢70┲越え、無理┏効ズ┌ブ力┢┊ブﾏ  

激動┎世┎中 裟寄┪┏何┲ベ┬┐┨い┎ズ 頭┏行┃〞┪来〞┪┇ベゼ、  

┞─┞─ 好奇心┏旺盛 元気┏あ┫ バ┎厳ブい時代┲前向い┆┈ﾏ  

地球環境┢社会変化┢┢う他人事┇┏┊い 我ゼ身┋直接降┪ズズ┫時代┇ベゼ、 

 

   仲間┎元気┲活力┋!!  ジ互い無理ボペ元気┋   

   パ意見や感想┊┉ 引ゾ続ゾジ知┩ボく─さい  

   体調管理┋パ留意く─さい  

   今┇ゾ┫バ┈┲精一杯 ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┲出ブ┆┈ 

 

       2016.1.10.  from  Kobe   Mutsu Nakanishi  

 

 

 

 

  

   困難┎中┋居┩┬┫方々┋エヸル┲!!   

   い┄┢ 思い┲┏ボ┆い┞ベﾏ 

  ﾘ忘┬┞い 忘┬┊い┇ 仲間ゼい┫ 

       暖ズい希望┎輪ゼ┄┊ゼ┃┆い┫バ┈┲ﾙ  

   神 共┋居┞ブ┆ 

   得┩┬┫┢┎┲ 変え┫麈勇気麋  

   変え┩┬┊い┢┎┲ 受デ容┬┫麈心┎静デさ麋  

   両者┲見δデ┫麈叡智麋┲  

         ニヸバヸ┎祈┪ ┨┪  

   日々新〞 今┇ゾ┫バ┈┲ 精一杯 無理ボペゆ┃く┪┈  

  ﾘ┞あええズ 元気─ブ┆行バうﾙ┈心┏行┃〞┪来〞┪┇ベゼ  

   好奇心さえあ┬┐ヷヷヷ┈前向い┆  ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┇乗┪ε┃┆行ゾ┞ブ┧う 

 

 

^  

 

 

 

 

  [ョヸ[ヷカヸリン┎メッセヸ[ 

 ◎ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

ﾘ老い┲嘆くバ┈┏┊いﾏ鰆鰌鰌才┋┊┃〞

┩赤ち┣┳┋戻┬┫┳─ズ┩ヷヷヷヷﾙ 

そブ┆、忘┬┆┏いデ┊いﾏ 

人生┈┏自δゼ息┲吸う数┇┏┊く、 

悦く瞬間┇測定ベ┫┢┎┇ベﾏ 

充実ブ〞毎日┲生ゾ┞ブ┧う!! 

  ◆ WMV動画 

   “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" 

http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv


     春ゼ待ち遠ブい 2月ﾘ如月ﾙ┎便┪┎便┪  2016.2.5. 

 

寒さゼ和┩い─日┋┏ 春┎足跡┢ 待ち遠ブい春┇ベ 須磨┇ 2016.1.26.  

¥ 暖冬┈┏いえ 寒さ┋震え┫2月┇ベゼ 元気出ブ┆ ] 

 

神戸押部谷 高和性海寺┎集落┋残┫新春┎追儺式ヷ鬼踊┪  2016.1.11. 成人┎日 

正月ズ┩ 2 月節δヷ立春┋ズデ┆ 各地┇¥春迎え┎行事] 

ゼ行わ┬┫ﾏ私┋┏  ﾘ鬼ﾙ┏祀┭わ┌存在 災危や疫病┊┉

┲運┳┇く┫ﾘ悪霊┎鬼ﾙ┈ブ┆肭治ベ┙ゾ存在┈ブ┆ 肭治ブ

┆新春┲迎え┨う┈追儺式ヷ鬼や┩いや節δ豆┞ゾ ┊┉ゼ各

地┇行わ┬┫ﾏ  

┇┢ 現在鬼┏ﾘ良鬼ﾙ 仏┎従者┈ブ┆災い┲祓う存在┈ブ

┆、行わ┬┫追儺式┢多くあ┪、 私┎住┠西神戸ズ┩播号┋ズ

デ┆┎集落┋┏ 新春 そ┳┊ﾘ良鬼ﾙ┋┨┫災厄払い┎追儺

式ゼ数多く残┃┆い┫ﾏ  

ﾘ祀┭わ┌集団┈ブ┆鬼┋さ┬〞 〞〞┩集団ﾙ┎伝承┋┏ 

鉄┋携わ┃┆ゾ〞私┋┈┃┆┏ 愛着┎あ┫ﾘ良鬼ﾙ〞ちﾏ毎裟 

新春┲迎え┫┈ﾘ鬼ﾙ┎バ┈ゼ気┋┊┃┆、鬼┎出┆く┫行事

┲訪┍〞く┊┫ﾏ  

今裟┏ 私┎住┠ベヅ近く 西神戸 押部谷高和┎集落┋あ┫ 

鎖安時代ズ┩┄┅゛古刹 性海寺┇受デ怫ゼ┬┆ゾ〞 新春┎天 

½泰鎖ヷ五穀豊穣┲願う 厄除デ祈願┎ﾘ追儺式ヷ鬼踊┪ﾙ┲ 

見学ブ┆ゾ┞ブ〞ﾏ  

ﾘ福┏内ヷ鬼┢内ﾙ 今裟┢ 家内ヷ仲間┈┢┉┢  

 健康┇穏やズ┊暮┩ブ┇あ┪┞ベ┨う┋┈ﾏ 

バレンタインデヸ(2月14日)┋ち┊┳─ 

須磨離宮公園温室┎春┎花┈ハヸトバレンタイン展   

ババ┏ ┢う一歩早く 華やズ┊春┇ブ〞  2016.1.26 
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********ﾜ春ゼ待ち遠ブい 2月ﾘ如月ﾙ┎便┪┎便┪ﾝ 2016.2.5. ******** 

 

     春ゼ待ち遠ブい 2月ﾘ如月ﾙ┎便┪ 

2月ﾘ如月ﾙ 寒さゼぶ┪返ベ月 寒さ┋震え┫2月┇ベゼ元気出ブ┆ヷヷヷヷヷ  

暖冬┈いい┊ゼ┩、襲┃┆ゾ〞寒さ┏酷寒┎寒さ そ┳┊寒さゼ┞〞 振┪返ベ┎┇ブ┧うズヷヷヷヷ  

パ用心く─さいﾏ  

1月ゼ天候┎急変┋┨┫大風┈厳ブい寒さ┋震えあゼ┪┞ブ〞ゼ、 地球温暖化┎影響ズ 総プ┆暖冬ﾏ  

巨大大根┋ブロッコリヸ┢ 庭┇┏蝋梅ゼ満開ヷ梅┢咲ゾ始┡、 庭┎サクラソウ┢┢う花┲┄デ┆い┞ベﾏ  

バ┳┊異変ゼそバズブバﾏ ┇┢ 急変ベ┫天候┈寒波襲来┋┏パ用心  

ボ┡┆ ホヸムペヸ[┋┏春┲探ブ┆ 暖ズいペヸ[┋┈ヷヷヷヷ  

歳┲┈┫┈┈┢┋ ─┳─┳┈]ピヸド┋┄い┆ゆデ┌日々┇ベゼ、 

┞─┞─ 元気 好奇心┢あ┫  前向い┆元気┋ﾙ┈  

   節δヷ追儺式 そブ┆ﾘ鬼ﾙ┎話  

2月┎ペヸ[┋┏ﾘ鬼ﾙゼ出┆バ┊デ┬┐┈ﾏ 

 今裟┏近く┎西神戸┎田舎 押部谷 高和性海

寺┎新春新春厄除デ祈願┎追儺式ヷ鬼踊┪見学

┋行┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ  

丘陵地┎山甼┋広ゼ┫小さ┊集落┎素朴┊本裟

┎厄除デ祈願┎鬼踊┪┇ブ〞ﾏ 

 節δ豆┞ゾや追儺式本来┎鬼┏ﾘ悪霊┲┢〞┩

ベ悪い鬼ﾙ┇追払わ┬┫大将ﾏ  

┇┢ 西神戸周辺┎追儺式┎鬼┏ﾘ神仏┎使者 

神仏┋変わ┃┆悪霊┲祓う良鬼ﾙ  

い┄ズ┩ 追儺式┎鬼┋バ┳┊変質ゼ起バ┃〞

┎ズ┏┨く知┪┞ボ┳ゼ、昨裟紹＞ブ〞役┎行          2016.1.11. 西神戸押部谷 高和性海寺  

者┎従者前鬼ヷ後鬼伝承や、〞〞┩衆や蝦夷              新春厄除デ祈願┎追儺式ヷ鬼踊┪ 

┊┞┏ド等 ﾘ々鬼┋さ┬〞祀┭わ┌者ﾙへ共感ベ┫民間伝承ゼ、追儺式┎名┏そ┎┞┞┋中身ゼ変質ブ〞┎ズ┢ブ┬┌ﾏ 

現代情報化社会┎中┇ 今一番忘┬┩┬┆い┫バ┈ズ┢ブ┬┌ﾘ福┏内 鬼┢内ﾙ  

今裟┢鬼┋思い┲寄ボ┫2月┇ベﾏ 

  作にか ほっこりす傘話は? 

    毎回ジ┊プ┨う┊話┇ぶ┄ぶ┄言┃┆┢┊カ何ズほ┃バ┪ベ┫話┏┊いズ┊カ?  

 ◆ネ〈ミ┋見え┫[ャ╃イモ  

  24日朝 伊川谷┎農家┎朝市┋行┃┆い〞 家内ゼう┬ブそう┋  

  [ャ╃イモ┲手┋ ﾘバ┎イモ┎写真潜┃┆ﾙ┈ﾏ 

   何┋見え┞ベ┇ブ┧うズヷヷヷヷヷ  

 ﾘネ〈ミや┊カ い┢食┙さボ┨うﾙ┈ﾏ2人┇┒┍く┪回ブ┆、 

  バ┳┊写真┋ﾏ 農家┎朝市┋ゆく┈バ┳┊掘┪出ブ物┢ﾏ  

  ┇┢ バ┎イモ┢調理ブ┆そ┎日┎食卓┋ 

 



  ◆ バレンタインのハートの花の環  

2月14日┏バレンタインデヸﾏ今裟┢色々┊催ブゼ計画さ┬┆い┫ﾏ  

神戸┇┏ チョコレヸト┋始┞┪、 今裟┏ 酒蔵┈チョコレヸトメヸカ

ヸゼコラボ┇灘┎酒入┪チョコレヸトゼ発売  

さ┬┫┈ﾏ 剣菱┎酒米ﾘ愛山ﾙ┲使┃〞清酒入┪ チョコレヸト┢ﾏ  

今裟┏ バ┬┲自δ┇買ジうズ ヷヷヷヷ 

┇┢  バレンタインデヸ┢遠い記憶┎向う┇ベﾏ 

 

 今 淡路島ゼ面白い 淡路島┋前方後円墳???? 

  

先日メヸル┇ﾘ淡路島┋前方後円墳ゼあ┫┈思い┞ベズﾙ┈┎質

問┲うデ〞ﾏ ﾘ南淡路市┎街中┋あ┫淳仁天皇稜┎周辺┲空ズ┩

眺┡┫┈前方後円墳ゼ 浮ズび¿ゼ┃┆く┫ﾙ┈ﾏ ほ┳┞ズい┊┈google earth┲┟┫┈ そう思え┫節┢あ┫ﾏ  

若狭┎田園┎中┋埋没ブ┆い┫前方後円墳群 脇袋古墳群┲思い出ブ┞ブ〞ﾏ  

淡路島┎対岸 徳島ヷ香川ヷ播号┋┏古い前方後円墳ゼいく┄┢あ┫┎┋┊ポ 淡路┋┏┊い┎ズ 国生┟神話┎島ヷ

瀬戸内海┎東┎玄関口┊┎┋ﾏ 弥生┎大鍛冶工乗村┎出土 そブ┆ 松帆銅鐸┎出土┇一機┋盛┪¿ゼ┃┆い┫┈ﾏ 

┞〞、古くズ┩開デ〞淡路島┎丘陵部┎発掘調査┏バ┬ズ┩ﾏ┇┢弥生┎竹期┋┏数々┎ 生産工乗ゼあ┃〞┈┢ﾏ  

淡路┏畿内┎重要地┇あ┫ﾏ┇┢ ┊ポズ 淡路┈大和┎交流┎話┏聞ズ┊いブ、西ズ┩広ゼ┃┆ゾ〞実用鉄器┎伝播

フロント┏明石海峡ヷ鳴門海峡┇停滞ブ、畿内┎普及┏遅┬┫┈聞くﾏ  

そういえ┐ 淡路┏ペ┃┈四国阿波┎国┎支配½┋┊┃〞ブ、古代┎流刑地┇あ┫ﾏ  

古代 明石海峡ヷ鳴門海峡┎荒波ゼ 淡路へ行く┎┲阻┳─┎ズ 古代日本黎明期┎淡路ゼ今ベヸル┲脱ダ始┡┆い┫ﾏ 

淡路島┋前方後円墳┏何┈┢言え┊いゼ、 ┉┃ち┋┊┃┆┢  

今┞┇┎大和ヷ古代史┲┒┃く┪返ベ発見ゼ淡路┇あ┫ズ┢ヷヷヷヷヷヷヷ  

｀和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

◎ 神戸  竹中大工道具館 

 ﾘ近代建築 ┢┎┅く┪┎挑戦ﾙ展┲見┫   

ﾘ近代建築 ┢┎┅く┪┎挑戦ﾙ展ﾏ 明治┎近代建築┎歴史

や近代建築へ┎ﾘ鉄┎役割┢見┩┬┫ﾙ┈期待一杯ﾏ  明治近代化┎象徴 和洋折衷┎レン╃造┪┎洋館ズ┩、鉄骨ヷ

鉄筋構造へ ┎構造変遷等日本┎近代化┲支え〞新ブい素虫ﾘ鉄ﾙゼ見┩┬┞ブ〞ﾏ  

◎ ﾜ2016裟 新春┎鬼ﾝ  西神戸 押部谷 高和 性海寺 新春┎修正会 追儺式ヷ鬼ジ┉┪   

2月┋┊┫┈毎度気┋┊┫ﾘ鬼ﾙﾏ 今裟┏西神戸 押部谷┎小集落ゼ畦┪続デ┆ゾ〞素朴┊新春┎鬼踊┪┲紹＞ﾏ  

子鬼┋扮ブ〞わ┳┑く坊主〞ちゼ自甥奔阻┇久ブぶ┪┇ そ┃ち┢楽ブズ┃〞┇ベﾏ  

    



｀風来坊ヷIron Roadヰ  

◎  ¥春┲探ブ┆須磨]ケッチ]                

1月竹 酷寒┎寒さ┢和┩い┇ 春┎足音┲探ブ┆ 須磨┎海┲眺┡┊ゼ┩、 須磨海岸梅┎名所 網敷天満宮 そブ┆

須磨離宮公園┲歩ゾ┞ブ〞ﾏ 一足早い春┎足跡┇ベﾏ 

 ｀From Kobe 2月 ヰ  

◎ ﾜFrom Kobe  2016裟2月如月 春ゼ待ち遠ブい ﾝ  

1995.1.17. 阪神淡路大震災 21裟目┎記念日  

  今裟┎記念日┋┏ﾘ風化ﾙﾘ風化ﾙ┈声高┋多く┎人ズ┩聞い〞ﾏ  

┇┢ﾘ風化さボ┆┏いデ┊い記憶┈┏┊┳┊┎─┭うズ?ﾙ 

行事┇┏┊い┈思う┎┇ベゼ、そ┬┋触┬┫人┏ほ┈┳┉い┊いﾏ  

 

 

 

  ◎ 政治┎大ゾ┊う┍┪┎今 ﾘ鎖和┲ そブ┆国┲考え┨うﾙ 2016 

 

戦争┋道┲開く安全保障法案国会通過  

┇┢ 何┈言ジう┈戦争反対  

鎖和憲法┏日本┎柱  鎖和憲法┲畦┭う  

国┎大ゾ┊転換点 今 声┲¿ド┍┐ !!  

鎖和┲今 自δ┎頭┇考え┨う  

  

   from Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

 

 

         待ち遠ブい春  神戸新聞掲載┎季節写真┨┪ 

暖冬┈言わ┬┊ゼ┩、1月┏袷風吹ゾベさぶ荒┬〞酷寒┋ﾏバ┬┢地球温暖化┎影響ズ┈ﾏ2月┏穏やズ┊天候┋戻┃

┆ほブい┢┎ﾏ 庭┇┏満開┎蝋梅ヷ水仙┋サクラソウ┢咲ゾ─ブ┆、┢う春┏そバ┞┇┈いわ┊あズ┳┎ズヷヷヷ┈ﾏ  

┇┢ 春┏┞─┞─ﾏ 2月春迎え┎行事┢ バ┬ズ┩ﾏ 天候┎急変┋┏気┲┄デ┍┐ヷヷヷヷヷヷ┈ﾏ  

2月┏い┄┢ﾘ鬼ﾙ┈春迎え┎記事ﾏ  

毎度┎代わ┪映えボ┌内容┇ベゼ、 そ┳┊動画┎BGM┲聞ゾ┊ゼ┩、PC┋向ズ┃┆い┞ベﾏ  

い┞─┋昨裟┎記事┲┞┈┡〞製本版電子book┋┇ゾペジ許ブ┲ﾏ  

激動┎世┎中 裟寄┪┏何┲ベ┬┐┨い┎ズ 頭┏行┃〞┪来〞┪┇ベゼ、 ┞─┞─ 好奇心┏旺盛 元気┏あ┫ 

バ┎厳ブい時代┲前向い┆┈ﾏ  



3月┏プ┡┋楽ブ┟┋ブ┆い┫裟┋一度┎同窓会ゼあ┫ﾏ そ┳┊仲間┎メヸリン╇リ]ト┋ ﾘ裟竹 胃┎摘出手術ﾏ 

肭院ブ┆今┏回復┋勤┡┆い┫ﾙ┈┎メヸルﾏあ┳┊┋元気┇ﾘ3月┋┏行く〝ﾙ┈いう┆〞┎┋┈び┃く┪ﾏ  

メヸリン╇リ]ト┋┏、仲間ズ┩┎ジ見舞い┈励┞ブ┎メヸルゼ続々送┩┬┆く┫ﾏ  

そ┬┢闘病経験┲┢┈┋ブ〞励┞ブゼ幾┄┢あ┫ﾏ   

日頃┏全く知┩┊ズ┃〞ゼ、バ┳┊┋多く┎仲間ゼ病気┈闘い、病気克服┋挑┳┇い┫┎ズヷヷヷヷﾏ 

┞〞、周囲┋┏バ┳┊┋大勢┎仲間ゼい┫┎ズ┈ﾏ  

ﾘ仲間ゼい┫ﾙ う┬ブい実感ﾏ3月┋┏ ┞〞元気┇会い〞いﾏ  

地球環境┢社会変化┢┢う他人事┇┏┊い 我ゼ身┋直接降┪ズズ┫時代┇ベゼ、 仲間┎元気┲活力┋!!  ジ互い無

理ボペ元気┋ パ意見や感想┊┉ 引ゾ続ゾジ知┩ボく─さいﾏ  

 

 仲間┎元気┲活力┋!!  ジ互い無理ボペ元気┋  

 パ意見や感想┊┉ 引ゾ続ゾジ知┩ボく─さい  

 体調管理┋パ留意く─さい  

 今┇ゾ┫バ┈┲精一杯 ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┲出ブ┆┈ 

 

       2016.2.5.  from  Kobe   Mutsu Nakanishi  

 

 

 

世界に類蝙窗い一万年も州和で豊牙窗生活汲続いた日本蝙鯲縄文麪  

    そ蝙エン0.ン蠎鯲他人を思いやる心麪  

     北東北・北海道蝙縄文遺跡を ユネ⒈コ世界遺産に 

 

 

 

  困難┎中┋居┩┬┫方々┋エヸル┲!!   

   い┄┢ 思い┲┏ボ┆い┞ベﾏ 

  ﾘ忘┬┞い 忘┬┊い┇ 仲間ゼい┫ 

       暖ズい希望┎輪ゼ┄┊ゼ┃┆い┫バ┈┲ﾙ  

   神 共┋居┞ブ┆ 

   得┩┬┫┢┎┲ 変え┫麈勇気麋  

   変え┩┬┊い┢┎┲ 受デ容┬┫麈心┎静デさ麋  

   両者┲見δデ┫麈叡智麋┲  

         ニヸバヸ┎祈┪ ┨┪  

   日々新〞 今┇ゾ┫バ┈┲ 精一杯 無理ボペゆ┃く┪┈  

  ﾘ┞あええズ 元気─ブ┆行バうﾙ┈心┏行┃〞┪来〞┪┇ベゼ  

   好奇心さえあ┬┐ヷヷヷ┈前向い┆  ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┇乗┪ε┃┆行ゾ┞ブ┧う 

 

 

 

   

 

  [ョヸ[ヷカヸリン┎メッセヸ[ 

 ◎ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

ﾘ老い┲嘆くバ┈┏┊いﾏ鰆鰌鰌才┋┊┃〞

┩赤ち┣┳┋戻┬┫┳─ズ┩ヷヷヷヷﾙ 

そブ┆、忘┬┆┏いデ┊いﾏ 

人生┈┏自δゼ息┲吸う数┇┏┊く、 

悦く瞬間┇測定ベ┫┢┎┇ベﾏ 

充実ブ〞毎日┲生ゾ┞ブ┧う!! 

  ◆ WMV動画 

   “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" 

http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv


      ﾜ206裟 2月ﾝ  掲載記事 概要   2016.2.5 

   

***************   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road 2016裟2月  *********** 

1. 神戸 竹中大工道具館ﾘ近代建築 ┢┎┅く┪┎挑戦ﾙ展┲見┫  2015.12.18.  

                         

新ブい産業┋連動ブ〞日本近代化┎┢┎┅く┪ヷ国┅く┪┲ 明治日本近代化┎象徴┇あ┫新ブい建物群┎変遷┲ 

½記┎３┄┎時代┋区部ブ┆眺┡┫ﾏ 

 

 

 

ﾘ明治日本┎産業革命遺産 製鉄ヷ製

鋼、造船、石炭産業ﾙゼ世界遺産 ┋疠

録さ┬〞ﾏ 

バ┬┩新ブい産業┋連動ブ〞┢┎┅く

┪ヷ国┅く┪┲ 明治┎日本近代化┎象

徴 新ブい建物群┎変遷┋見┫  



  2.ﾜ2016裟 新春┎鬼ﾝ  

  西神戸 押部谷 高和 性海寺 新春┎修正会 追儺式ヷ鬼ジ┉┪    2016.1.11. 

 

 

 

 

 

 



***************   今月┎風来坊 Country Walk2016裟2月  *********** 

  1.  ¥春┲探ブ┆  須磨]ケッチ]  1月竹 酷寒┎寒さ┢和┩い┇ 春┎足音┲探ベ 2016.1.26.  

         須磨網敷天満宮ヷ離宮公園 春┎花┈ハヸトバレンタイン展 

 

    **********  from Kobe  2016裟2月     ******************************** 

 ﾜFrom Kobe   2月 如月 春ゼ待ち遠ブい ﾝ   

   1.17. 阪神淡路大震災 21裟目┎記念日  

   そ┎翌日 神戸┎街┎空┋虹ゼ架ズ┃〞  

  ﾘ風化さボ┆┏いデ┊い記憶┈┏┊┳┊┎─┭うズ?ﾙ    

    今裟┎記念日┋┏ﾘ風化ﾙﾘ風化ﾙ┈声高┋多く┎人ズ┩聞い〞ﾏ  

   ┇┢ﾘ風化さボ┆┏いデ┊い記憶┈┏┊┳┊┎─┭うズ?ﾙ 

   行事┇┏┊い┈思う┎┇ベゼ、そ┬┋触┬┫人┏ほ┈┳┉い┊いﾏ  

   

       ﾜ 2016裟  2月ﾝ  掲載 記事リ]ト    2016.2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ¥       弥生3月 春便┪ 春┎足音 ┉バズ┇春ゼ生┞┬┆┫ 2016.3.5. 

 
   弥生¡月 暖冬┇い┄┢┨┪早い春┈言わ┬┊ゼ┩┢ 猛烈┊風雪ゼ日本列島┲吹ゾ荒┬┆厳ブい寒さ┋┢ﾏ  

気候変化┎激ブい昨今┇ベゼ、 各地ズ┩┎梅便┪ゼ届く中 西神戸┋┢着々┈春┎足音  

神戸┎春┎風物詩 イカナゴ解禁日ゼ遅┬┆、神戸┎街┇┏やゾ┢ゾﾏ   

や┃┈解禁日ゼ3月7日┈決┞┃┆ 西神戸┢春┎訪┬┋活気┅く事┇ブ┧うﾏ  

いズゼ┇ブ┧うズヷヷヷヷ  

弥生3月 春ゼ生┞┬┆┫  ┉バズ┇春┲┟┄デ┞ブ〞ズヷヷヷヷヷヷ 

 

 

寒さゼ和┩い─日┋┏ 春┎足跡┢着実┋  待ち遠ブい春 
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******  弥生3月春便┪ 春┎足音 ┉バズ┇春ゼ生┞┬┆┫ 2016.3.5. ****** 

 

 

  弥生3月 春便┪  ┉バズ┇春ゼ生┞┬┆┫ 

   神戸┎春┎風物詩ﾘイカナゴ漁ﾙ┎解禁日ゼ遅┬┆、 

   西神戸┎街┇┏ ヤ╄モ╄ﾏ  

  や┃┈3月7日解禁┈決┞┃┆ﾘさあ 出番!!ﾙ 

  神戸┎街┢活気┅い┆ ]ピヸド┲¿ド┆春モヸドへ    

  例裟┎パタヸン┇ベゼ、例裟┎確定申告┲済┞ボ┆、 

  神戸┎春迎え┎ 便┪作┪へ  

┢う裟金生活者 確定申告┎必要┢┊い┎┇ベゼ、今裟┢申告書造┪ﾏ 手慣┬〞┢┎┇、書類┲作┪終わ┃┆ パソ

コン┎╄ヸ┲ポン通ベ┈ 還付金┏ほ┳┎わペズﾏ労力多ブ┇ベゼ、毎裟春迎え┎頭┎体操ﾏ 署類┲提出ﾏ 

い┄┢┎コヸ] 須磨┎海ズ┩網敷天満宮┋参┃┆ 須磨┎春┎足音┲聞ゾ、3月┎便┪┎ホヸムペヸ[作┪┎対応┋ﾏ  

 

3月┎テヸマ┏テ弥生3月 ┉バズ┇春ゼ生┞┬┆┫ﾙ  

毎裟┎パタヸン┇ベゼ、西神戸┎田園┋春┲探ブ┋行┃┆ HP┎今月┎ペヸ[┋ﾏ  

今裟┢西神戸┎田園地帯 神出┎雌岡山周辺┇出会┃〞早春┎景色┲潜┬┞ブ〞┎┇、皆様┋┢ジ知┩ボﾏ  

┞〞、整理ゼ遅┬┆い〞昨裟掲載記事┎電子ブック化┢ﾏ 一裟┲振┪返え┪┊ゼ┩ﾘ2015和鉄┎道ヷ2015風来坊ヷ

2015四季折々 ヷfrom Kobeﾙ┎3冊┋合本整理┇ゾ┞ブ〞ﾏ  

例裟┇ベ┈イカナゴ漁┎様子┲ジ伝えベ┫┎┇ベゼ、本裟┏清楚┊梅┎花┎蜜┲┄┄く野鳥┋ パッ┈明┫い菜┎花畑   

静ズ┋咲く雪割草┊┉早春┎花┎春景色┲花言葉┲添え┆ジ知┩ボﾏ知┪┞ボ┳┇ブ〞ゼ、フ╄ノトウ┋┢花言葉ゼあ

┫┎┇ベ┍ﾏ  

春到来┲前┋バ┃ち┢奮い立┃┆ 元気出さ┍┐┈思う┎┇ベゼ、 

歳┲┈┫┈┈┢┋ ─┳─┳┈]ピヸド┋┄い┆ゆデ┌日々 ┇┢ 老デ込┳┇家┋バ┢┫歳┇┢┊ブﾏ  

┇┢ﾘ┞─┞─元気 好奇心┏あ┫ 前向い┆ﾙ┈張┪ε┩┍┐┈ﾏ  

┞─┞─ 厳ブい寒さ┎日┢あ┪、一向┋衰え┌インフルエンザ  

そブ┆ 春┎花粉症┋PM2.5襲来┎季節┋ﾏ ┉うズ 無理ボペ 体調管理┋パ留意く─さいﾏ  



 東播磨の溜池に こ砉𤺋ものが設置さ矟始めました  2015.2.25. 

先日雌岡山ズ┩眺┡〞神出┎溜池群┎中

┋ バ┳┊┢┎ゼ浮ズ┳┇い┫┎┲見┄

デ┞ブ〞ﾏ バ┬┏何┊┎┇ブ┧うズ 

現在工事中┩ブく、バ┎白い筏┎¿┇作業

ブ┆い┫人ゼ見え┆い┞ブ〞ﾏ  

早速バ┎溜池┎縁┋行┃┆確ズ┡┞ブ〞ﾏ  

ほズ┋┢あ┫┋違い┊い┈ google earth

┇ 東播磨┎溜池群┲眺┡┫┈バ┎西神

戸┎西┎加東市┎溜池┋┢、び┃ブ┪水面

┎¿┋敷ゾ睿┡┩┬〞光景ゼ見┩┬┞ブ〞ﾏ 雌岡山ズ┩南┎眺望  溜池┋白い架台┲┄┊ド〞大ゾ┊筏 

泣陽電池パネル┲ダ┃ブ┪敷ゾ睿┡〞メ╃ソヸラヸ┎発電所┇ブ〞ﾏ  

先端┲行くメ╃ソヸラヸゼ西神戸┎田舎┋┢ﾏ 時代ゼ大ゾく動い┆い┫象徴ズ┢ブ┬┞ボ┳ﾏ  

 

 3.17. 東日本大震災ヷ福島原発事故┲忘┬ペ┋  

   復興┏┞─ 道半┐  

  被災地┎人臉┲応援ブ┨う  

  ┞〞、原発┏┉うあ┫┙ゾ┊┎─┭うズ   

  ┟┳┊┎日本┎暮┩ブ┲考え┨う  

  困難┎中┋居┩┬┫方々┋エヸル┲!!   

    

  い┄┢ 思い┲┏ボ┆い┞ベﾏ  

 ﾘ忘┬┞い 忘┬┊い┇ 仲間ゼい┫  

  暖ズい希望┎輪ゼ┄┊ゼ┃┆い┫バ┈┲ ﾙ  

 

 

 若狭小浜┎古刹 明通寺┈東袷蝦夷┎雄ﾘアテルイﾙ┎┄┊ゼ┪  

  春到来を告げる奈良東大寺坤水取り墾の水送りの行事の若狭小浜遠敷(おにゅう)の里  

関西┇┏ジ水取┪┎行事ゼ終わ┫┈春ゼ来┫┈昔ズ┩言わ┬┫居良東大寺┎ ジ水取┪ﾏバ┎ジ水取┪┎行事┋┏若狭

小浜 遠敷(ジ┋┥う)┎里ゼ深いズズわ┪┲持┃┆い┫ﾏ 古くズ┩┎伝承┋基┅ゾ、毎裟 ３月鰆鰈日┎‖月堂若狭

井┇┎ﾘジ水取┪ﾙ┋ 先立┃┆３月鰈日遠敷┎里┎神宮寺並び┋遠敷川 鵜┎瀬┇今裟┢水送┪ゼ 行わ┬〞┈いうﾏ  

遠敷川ヷ鵜瀬┊┉遠敷┎里┏以前紹＞ブ〞古代若狭ズ┩大和へ┎ 根来ヷ針畑 越┎道┇あ┪、古代大和┋┈┃┆ バ┎

遠敷┎里ゼ大陸ヷ朝鮮半島 並び┋日本 海交流┎重要┊港┇あ┃〞バ┈┲示ベ伝承┇あ┫ﾏ  

   ◆ 東大寺┎ジ水取┪ ﾘジ〞い┞┄ﾙ  2008裟3月8日夕  

   ◆ 若狭┈大和┎深い関係┲示ベ 若狭 遠敷川┎鵜┎瀬┎水送リ   

そ┳┊若狭小浜遠敷┎里┲紹＞ベ┫TV番組┲見┆い〞┩、同プ遠敷┎里┎古刹明通寺┏蝦夷討伐┎征夷大将軍坂¿田

村麻呂ゼ蝦夷┎鎖和┲願┃┆投降ブ〞蝦夷┎雄 アテルイやモレさ┩┋討伐さ┬〞蝦夷┎霊┲慰┡┫〞┡、建立ブ〞寺  

─┈紹＞さ┬┫┎┲見┞ブ〞ﾏ京都清水寺┋アテルイ┈モレ┎碑ゼあ┫┎┏┨く知┃┆い┞ブ〞ゼ、若狭┋┢坂¿田村

麻呂┈アテルイヷモレ┎交流┎跡ゼあ┫┎┲初┡┆知┪┞ブ〞ﾏ  

若狭遠敷┎里ゼ古代日本海交流┎拠点┇あ┪、坂¿田村麻呂┈アテルイゼ互い┲尊重ブあ┃┆い〞証ブゼババ┋┢残┃

┆い┫┈初┡┆知┪┞ブ〞ﾏ 敵対ブ〞坂¿田村麻呂┈蝦夷┎雄 鬼┋さ┬┆ブ┞┃〞アテルイゼ相互┋そ┎実力┈度

萪┲認┡合┃┆い〞バ┈ 中央┎資料─デ┇┏見え┆バ┊いﾏ  

ﾘあ┎高嶺 鬼住┠誇┪ﾙ┈東袷人ゼう〞うアテルイ┈坂¿田村麻呂交流┎痕跡  

ゼ若狭小浜┎古刹明通寺┋┢あ┫バ┈┲知┪┞ブ〞ﾏ  

 ◆ 蝦夷┎雄 アテルイ     和鉄┎道ヷIronroad 2006  蝦夷┎雄ﾘアテルイﾙ┎痕跡ﾘ清水寺ヷ将軍塚┨┪ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2008htm/walk5/0803nara00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2011htm/iron7/1110unose03.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf


  

  

｀和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

◎ 今月特┋掲載記事あ┪┞ボ┳ゼ、3.17.東日本大震災┎記念日ゼや┃┆く┫ﾏ  

  蝦夷┎鉄や縄文┎世界┊┉┇訪┍〞東袷ﾏ被災さ┬〞東袷┎人〞ち┋思い┲寄ボ┆い┞ベﾏ  

｀風来坊ヷIron Roadヰ  

◎  ¥早春┎雌岡山山麓 Walk]                

 毎裟┎西神戸雌岡山周辺┎早春Walk┇ベﾏ今裟┢梅┲┏プ┡田園┋咲く早春┎草花┋出会え┞ブ〞ﾏ  

｀From Kobe 3月 ヰ  

◎ ﾜFrom Kobe  2016裟弥生 3月ﾝ  

  ◆ 弥生３月 雌岡山ヷ神出┎里┎田園地┇見┄デ〞春   

  ◆ 原発再稼働トラブル┋見┫日本人気質  

   ◆ 播磨地域┋広ゼ┫溜池群┲利用ブ〞メ╃ソヸラヸ発電所┎建設  

◎ 和鉄┎道ヷIron Road  2015  PDF電子book  

ﾘ和鉄┎道2015ﾙヷﾘ四季折々2015ﾙヷﾘ風来坊2015ﾙ   

昨裟HP┋掲載ブ〞記事┲読┟返ブ┊ゼ┩ そ┬〝┬鰆冊 ３冊┎pdf電子ブック┋整理ブ┞ブ〞ﾏ  

毎度独┪┨ゼ┪ 同プ事┎繰┪返ブ┇ベゼ、冷静┋鰆裟┲ふ┪ズえ┫虫料ﾏ ┞〞、そ┬〝┬鰆冊ペ┄増え┞ブ〞ﾏ  

 

 

  ◎ 政治┎大ゾ┊う┍┪┎今 ﾘ鎖和┲ そブ┆国┲考え┨うﾙ 2016 

 

戦争┋道┲開く安全保障法案国会通過  

┇┢ 何┈言ジう┈戦争反対  

鎖和憲法┏日本┎柱  鎖和憲法┲畦┭う  

国┎大ゾ┊転換点 今 声┲¿ド┍┐ !!  

鎖和┲今 自δ┎頭┇考え┨う  

  

   from Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

 

 ﾘ和鉄┎道ヷIron Roadﾙ電子ブック  

ﾘ和鉄┎道2015ﾙヷﾘ四季折々2015ﾙヷﾘ風来坊2015ﾙ 

 独┪┨ゼ┪┎記事┐ズ┪┇ブ〞ゼ、2015裟┎ 

 記事一裟δ┲3冊┋整理ブ┞ブ〞ﾏ 

 

 懇 2015 年和鉄の道 製本版電子 Book 昏 

毎度 同プ事┎繰┪返ブ┇ベゼ、冷静┋鰆裟┲ふ┪

ズえ┫虫料ﾏ ┞〞、そ┬〝┬鰆冊ペ┄増え┞ブ〞ﾏ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/yearbooklist.htm


３月┋┊┃┆┢ 一向┋イカナゴ┎話題ゼ出┆バ┊いﾏ本当┋び┃く┪ﾏ や┃┈７日┋操業開始ゼ決┞┃〞┨う┇、

街┢活気┅くバ┈┇ブ┧うﾏ 暖冬┇大阪湾┎水温ゼ¿ゼ┪、産卵ゼ遅┬〞精〞┈いい┞ベゼ、今裟┢イカナゴ┏不良

ズ┢ブ┬┞ボ┳ﾏ  

イカナゴ┢そう┇ベゼ、暖冬┈言わ┬┊ゼ┩┢、厳ブい気象変化┋見舞わ┬〞早春ﾏ本当┋何┢ズ┢ゼ、今┞┇┎経験

値┇判断ブ〞┩失敗ブ┆ブ┞いそうﾏ 元気┋前向い┆┈ 気持ち┲奮い立〞ボ┫毎日┇ベﾏ  

 

毎裟 ３月┏イカナゴ漁┎話題┇構成ブ┆い┞ブ〞ゼ、今回┏ﾘ┉バズ┇春ゼ生┞┬┆┫ 春┲探ブ┋ヷヷﾙﾏ   

そ┳┊眼┇出ズデ┫┈結構新鮮┊景色┋出会え┆、び┃く┪┇ブ〞ﾏ  

３月┏┞〞 東日本大震災ヷ原初事故┎３月鰆７日ゼ巡┃┆く┫ﾏ 被災さ┬〞人〞ち┈┋┢思い┲┏ボ┍┐ヷヷヷ┈ﾏ  

┞〞、病気や臻難┋立ち向ズ┃┆い┫仲間ゼ数多くい┫ﾏ 見舞い┋┏┨う行ズペ┋い┫ゼ、い┄┢頭┋ﾏ  

寺や神社ヷ教会┎尖塔┲見┫┈早く元気┋┊┃┆出会え┫┨う┋┈ 自δ┎健康┋感謝ブ┄┄頭┲½ド┆い┫ﾏ  

３月 暖ズく┊┃〞┈┏いえ 寒暖┎激ブい気象変化┋花粉症 PM2.5┢飛┳┇く┫ﾏ  

仲間┎元気┲活力┋!!    

ジ互い無理ボペ元気┋ 体調管理┋留意ブ┆過パブ〞い┈  

パ意見や感想┊┉ 引ゾ続ゾジ知┩ボく─さいﾏ  

 

   仲間┎元気┲活力┋!!  ジ互い無理ボペ元気┋  

   パ意見や感想┊┉ 引ゾ続ゾジ知┩ボく─さい  

   体調管理┋パ留意く─さい  

   今┇ゾ┫バ┈┲精一杯 ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┲出ブ┆┈ 

 

       2016.3.5.  from  Kobe   Mutsu Nakanishi  

 

 

世界に類蝙窗い一万年も州和で豊牙窗生活汲続いた日本蝙鯲縄文麪  

    そ蝙エン0.ン蠎鯲他人を思いやる心麪  

     北東北・北海道蝙縄文遺跡を ユネ⒈コ世界遺産に 

 

   

  困難┎中┋居┩┬┫方々┋エヸル┲!!   

   い┄┢ 思い┲┏ボ┆い┞ベﾏ 

  ﾘ忘┬┞い 忘┬┊い┇ 仲間ゼい┫ 

       暖ズい希望┎輪ゼ┄┊ゼ┃┆い┫バ┈┲ﾙ  

   神 共┋居┞ブ┆ 

   得┩┬┫┢┎┲ 変え┫麈勇気麋  

   変え┩┬┊い┢┎┲ 受デ容┬┫麈心┎静デさ麋  

   両者┲見δデ┫麈叡智麋┲  

         ニヸバヸ┎祈┪ ┨┪  

   日々新〞 今┇ゾ┫バ┈┲ 精一杯 無理ボペゆ┃く┪┈  

  ﾘ┞あええズ 元気─ブ┆行バうﾙ┈心┏行┃〞┪来〞┪┇ベゼ  

   好奇心さえあ┬┐ヷヷヷ┈前向い┆  ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┇乗┪ε┃┆行ゾ┞ブ┧う 

 

  [ョヸ[ヷカヸリン┎メッセヸ[ 

 ◎ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

ﾘ老い┲嘆くバ┈┏┊いﾏ鰆鰌鰌才┋┊┃〞

┩赤ち┣┳┋戻┬┫┳─ズ┩ヷヷヷヷﾙ 

そブ┆、忘┬┆┏いデ┊いﾏ 

人生┈┏自δゼ息┲吸う数┇┏┊く、 

悦く瞬間┇測定ベ┫┢┎┇ベﾏ 

充実ブ〞毎日┲生ゾ┞ブ┧う!! 

  ◆ WMV動画 

   “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" 

http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv


    ﾜ206裟 3月ﾝ  掲載記事 概要   2016.3.5 

 
*********   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road 2016裟3月  ******* 

 1.ﾘ和鉄┎道ヷIron Roadﾙ電子ブック ﾘ和鉄┎道2015ﾙヷﾘ四季折々2015ﾙヷﾘ風来坊2015ﾙ   

 独┪┨ゼ┪┎記事┐ズ┪┇ブ〞ゼ、2015裟┎記事一裟δ┲┎3冊┋整理ブ┞ブ〞ﾏ 

 

ﾜ 2015裟和鉄┎道 製本版電子Book ﾝ  

 

***************   今月┎風来坊 Country Walk2016裟3月  *********** 

1.≪て早春のアルバムと 西神戸 神出の里 早春の雌岡山山麓 Walk  2016.2.25.  

             弥生三月 春が生ま★てる 春－もうそこま》  

 

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/yearbooklist.htm


 

 

*****************  from Kobe  2016裟3月 **************** 

  ﾜFrom  Kobe  弥生 3月 ┉バズ┇春ゼ生┞┬┆┫ ﾝ  

       ◎ 弥生３月 雌岡山ヷ神出┎里┎田園地┇見┄デ〞春   

       ◎ 原発再稼働トラブル┋見┫日本人気質  

       ◎ 播磨地域┋広ゼ┫溜池群┲利用ブ〞メ╃ソヸラヸ発電所┎建設 

      ◆ 原発再稼働トラブル┋見┫日本人気質 2016.3.5  

 

           ﾜ 2016裟 3月ﾝ  掲載 記事リ]ト    2016.3.5. 

 

 



       春爛漫 鰊月 春便┪   新ブい出会い┈出発へ 日々あ┩〞 

   

神戸┎市街地 再度山山甼┎高台 水┎科学館(奥鎖野貯水池)   

樹齢約７鰌裟┎大ゾ┊一本桜ﾘ舞桜ﾙゼ、今裟┢満開┎花┲┄デ┞ブ〞 2016.4.4.  

春爛漫 満開┎花┲┄デ〞枝┲精一杯 大空┋拡ド┫一本桜 人そ┬〝┬┋思い出ゼあ┫ 

 

満開┎花┲┄デ 精一杯 手┲拡ド┫桜┋┏ 人そ┬〝┬┎┊┄ズブい思い出ゼあ┫  

┞〞、私┋┏ 人一倍愛着┲┨ボ┫春┎花ゼ┢う一┄ﾏ 

里┎雑木林┎中 ┞─ 冷〞い風┋┞┃ベヅ顔┲向デ、身┲震わボ┆立ち向ズう春┎妖精ﾘカタクリ┎花ﾙ 

早春ズ┩春爛漫┋ 目┞ヅ┫ブく移┪変わ┫春景色  野山┢里┢草木萌え 生命観あふ┬┫う┬ブい季節┎訪┬  

毎裟┎春迎え 戸外┋飛び出ブ┆ 元気い┃┑い  春┲楽ブ┠   

┞〞、バ┎時期┏新ブい出会い┈出発┎時 街┋┏新ブい門出┎若者〞ち┎華やい─声ゼ響く  

思わペﾘ力一杯飛び出ボ!! ﾙ┈エヸル┲送┪、 熟痴┫┨┪ 元気┋自然┎中へ ┞〞街中へ  

ﾘ老い┆┏い┩┬┌ 前向い┆ 一歩┲ﾙ┈気┲引ゾ締┡┫   

 そ┳┊鰊月┎春便┪┇ベ    
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******  春爛漫 4月 春便┪ 新ブい出会い┈出発へ 日々あ┩〞  ******** 

愚痴るよ瞤 元気に自然の中へ また街中へ 

    

 春爛漫 ４月春便瞤 新しい出会いと出発へ 日々新た  

 早春ズ┩春爛漫┋ 目┞ヅ┫ブく移┪変わ┫春景色  野山┢里┢草木萌え   

 生命観あふ┬┫う┬ブい季節  戸外┋飛び出ブ┆ 春┲楽ブ┠  

 好奇心┢┞─旺盛 Stay  Yang Day!!  

 春爛漫┎鰊月 新ブい出会い┈出発ゼババズブバ  

 街┋┏新ブい門出┎若者〞ち┎華やい─声ゼ響く 

若者〞ち┋ﾘ力一杯飛び出ボ!! ﾙ┈エヸル┲送┫  

 

３月鰈７日 イヸ]タヸヷ復活日  

ﾘ神┈┢┋ い┞ブ┆ﾙ┎思い┢日々新〞  

 闘病や幾多┎困難┎中┋あ┫人臉┋思い┲┏ボ┄┄、 

 わゼ身┎今┲感謝ブ、世界鎖和┲祈┫ﾏ 



  満開の花をつけた枝を 精一杯大空篝拡煽㎱一本桜   人そ㎰喩㎰篝思い出汲あ㎱  

      

大空┋向ズ┃┆ 精一杯手┲拡ド┫満開┎一本桜ﾏ 神戸┇┢市街地 再度山山甼┎高台 水┎科学館(奥鎖野貯水池)┋

あ┫樹齢約７鰌裟┎大ゾ┊一本桜ﾘ舞桜ﾙゼ、今裟┢満開┎花┲┄デ、┞〞 千種川ゼ流┬½┫西播磨〞〞┩┎里佐用 

漆野┎一本桜 光福寺┎ﾘ大糸桜ﾙ┋┢出会え┞ブ〞ﾏ  

桜┋ズデ┫思い┏人そ┬〝┬ﾏ 少ブ離┬┆腰┲½┭ブ┆、├┳や┪┈桜┲見¿ド┫┎ゼ私流ﾏ  

ふい┃┈ズ┄┆┎TVドラマ主題歌 ﾘ記念樹ﾙ┎歌ゼ口┲突い┆出┆く┫ﾏ  

桜┲眺┡┫┈い┄┢出┆く┫ 懐ズブい私┎応援歌┇ベﾏ  

 ﾜ参考 風来坊  2014.5月 by Mutsu Nakanishi  ﾝ   

    << SOUND  ズ┄┆訪┬〞バ┈ゼあ┫日本各地┎一本桜 ┈私┎応援歌ﾘ記念樹ﾙ >>  

 

 神戸 寝耳┋水┎話題鰈┄  イカナゴ┎ﾘ夏眠ﾙ┈幻┎神戸石炭  

 ◆ 砂ズ┩顔─デ出ブ┆夏眠 ユヸモラ]┊イカナゴ姿 ┇┢バ┬┢ベパい知恵   

  神戸┎春┏何┈い┃┆┢ ﾘイカナゴ漁ﾙ┎話題ズ┩ﾏ 

┇┢ 今裟┏暖冬ゼ〞〞┃┆ 大阪湾┎水温ゼ高く、 

大阪湾┋回遊ベ┫イカナゴ┎稚魚 ゼ極端┋少┊く不漁ﾏ  

毎裟神戸┇┏イカナゴ┎釘煮┎話題┇盛┪¿ゼ┫┎┇ベゼ、 

高値┲呼┳┇ 今裟┏不発ﾏ   

┇┢、店先┋┏例裟ほ┉┇┏あ┪┞ボ┳ゼ、 

釘煮┋ベ┫イカナゴ┲求┡┫行列ゼ┇ゾ┆い ┞ブ〞ﾏ  

┈バ┭┇ 新聞┋バ┳┊ユヸモラ]┊イカナゴ┎姿ゼ掲載ﾏ  

水温ゼ高く┊┫6～7月頃 海底┎砂┎中┋潜┃┆活動┲ 

停止ﾏ イカナゴ┏そ┬以後 餌┢食┙ペ、12月┞┇ 

砂┎ 中┇プ┃┈ブ┆い┫┈いうﾏ                            海峡┎底┎砂地┇ 夏眠ベ┫イカナゴ┎稚魚臉    

バ┎習性┏、彼┩ゼ袷┎海ズ┩南へδ甑┲広ド┫〞┡┋身┋┄デ〞、暑い夏┲乗┪ε┫素晴┩ブい戦略ﾏ 

12月頃┋┊┃┆水温ゼ½ゼ┃┆く┫┈、イカナゴ┏砂┎中ズ┩出┆ゾ┆、産卵┲ジバ┊い、満1才┇親┋┊┫┈いうﾏ  

高山植物やカタクリ┊┉┎植物┎生ゾ残┪戦略┎話┏┨く聞ゾい┆ 知┃┆い┞ブ〞ゼ、  

魚┋┢ バ┳┊生ゾ残┪戦略ゼあ┫ﾏ ﾘイカナゴ生ゾ残┪┎ベパい戦略ﾙい┞さ┩┊ゼ┩び┃く┪ﾏ   

 ◆ 幻┎神戸石炭  わゼ甪周辺┎谷ゼ幕竹開国┎一時期石炭┎重要┊産出地 

周辺ゼ植物化石┎宝庫┇ 道端┋目┲凝┩ベ┈小さ┊化石ゼ今┢見┄ズ┪┞ベゼ、  

石炭ゼ出┫┊┉寝耳┋水ﾏ 今┏谷や谷筋┎丘┋マン‶ョンゼ立ち並び、谷┲山陽

新幹線ヷ高速道路ゼ渡┃┆ゆくﾏ  

整炭地┈さ┬┫パチンコ屋周辺や谷筋┲石炭┎ズデ┩┲探ブ┆〞┉┪┞ブ〞ゼ、  

見┄デ┩┬┞ボ┳┇ブ〞ﾏ  

六甲連山ゼ明石海峡┋落ち┫摂津/播磨┎国境 い┭┳┊話┎残┫面白い場所┇ベﾏ 

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/walk11/1405fkobe01.htm


 春┎陽気┋誘わ┬┆ 好奇心一杯┇  久ブぶ┪┋見┫狂言ヷ大阪散歩ヷ淀川背割┪┎堤  

静┞┪返┃〞空間┲ε┪裂く笛┈ﾘ┨ザ～?ﾙ ┈┎大ゾ┊掛デ声┈┈┢┋ポン┈鼓┎音 久ブぶ┪┋聞く狂言┎始┞

┪ ┊┳┈┢心地┨いﾏ バ┎一瞬─デ┇┢狂言鑑賞┎価値ゼあ┫┈思うﾏ  

演目┏ﾘ¡番叟ﾙ┈ﾘﾘ‖人袴ﾙ 久ブぶ┪┎狂言鑑賞  

ベギ～┈気δ爽快┋  

天気┏┝ズ┝ズ┎春陽気 前後ベ┫時間 家内┈‖人 大阪散歩   

新ブく建┆替わ┃〞阪急ビル┋初┡┆行ゾ、目┲丸くブ┆あゾ┬┩┬〞┪、         

┞〞、大槻能楽堂┎ベヅそ┐ 大阪 法円坂ヷ難波宮跡┎広い空間┲家内

┏知┩┌ ┈いうﾏ  

┉┃ち┢┉┃ち、ジ┎├┪さ┳┇大阪┲久ブぶ┪┋歩ゾ┞ブ〞ﾏ 

  

┞〞、 男山┈天王山┋挟┞┬〞八幡┇ 淀川へ注ダ込┠桂川ヷ渓治川ヷ木

津川┎ 合流点┎中号┋作┩┬〞長さ1.4km┎背割┪┎堤┋┢ﾏ  

ウ╇イ]ゼ春┎鳴ゾ声┎練習ﾏ 

一度歩ゾ〞ズ┃〞場所 桜┋┏ち┧┃┈早ズ┃〞┆┎ゼ残念ﾏ  

phot┲、早春ズ┩春爛漫┋ 神戸┎春┲駆デ┫  ┋一悋┋掲載ブ┆い┞ベﾏ   

 

 

 

 

 

 扈From Kobe 4働 釁  

◎≪。From Kobe  2016年  春爛漫の 4働 春便㎲‾  

 ◆ ４月新しい出会いと出発へ 日々あ瞢た  元気に今を 

   ◎ ぶつぶつ from Kobe この春神戸の話題  

   ◆ 毎春┎恵┟ イカナゴ漁┈牡蛎┎水脆ド &  幻┎神戸石炭 

   ◆ TVニュヸ]番組┎芸能番組化急速┋ ┞〞異常─┃〞朝日新聞┎紙面構成ゼ、大ゾく修正さ┬┆い┫ 

 

扈和鉄の道・Iron Road釁  

◎雑誌鯲岳人麪の 2働号篝 昨年世界遺産篝坿録さ㎰

た近代製鉄坡祥の地 釜石の鯲橋觀高炉跡麪の訪問記

をベース篝した畠山覿篤氏鯲鉄の誘い麪汲掲載綛  

世界遺産坿録さ㎰た鯲明治日本の産業革命遺産 製

鉄・製鋼粮造船粮石炭産業麪の中の鯲日本近代製鉄麪の

黎明渣坡祥期 東海氈の近代製鉄の坡祥汲もた㎳し

た日本の近代械篝つい曁 実篝簡潔篝ま渣♢㎳㎰曁

い㎱綛  また 東日本大震災氈未曽動の災害を受け

た三陸沿岸の山篝存在す㎱鉄汲三陸の豊牙窗海を

育♡粮支え曁い㎱穿渣篝も触㎰㎳㎰曁い㎱綛う㎰しく

窗廐曁粮穿の一文を転記し曁 箭紹介綛 また粮穿の同

叛時代篝自宅周辺の谷筋汲石炭の採炭地渣し曁粮日

本開国・神戸開港を支えた渣の新聞記事汲掲載綛 合

わせ曁鯲幻の神戸石炭麪を箭紹介綛  

扈風来坊・Iron Road釁  

◎ て早春牙㎳春爛漫篝神戸の春を駆け㎱と 

‖‐〜６年神戸の春をスライド動画渣 Photoアルバム氈

紹介しました綛  

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1604kobeharu00.htm


  ◎ 政治┎大ゾ┊う┍┪┎今 ﾘ鎖和┲ そブ┆国┲考え┨うﾙ 2016 

 

戦争┋道┲開く安全保障法案国会通過  

┇┢ 何┈言ジう┈戦争反対  

鎖和憲法┏日本┎柱  鎖和憲法┲畦┭う  

国┎大ゾ┊転換点 今 声┲¿ド┍┐ !!  

鎖和┲今 自δ┎頭┇考え┨う  

  

   from Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

 

    3.17. 東日本大震災ヷ福島原発事故┲忘┬ペ┋   復興┏┞─ 道半┐ 被災地┎人臉┲応援ブ┨う  

     東袷讃歌  私┎好ゾ┊東袷  東日本大震災┋┟┞わ┬〞人臉┲忘┬┌〞┡┋   

        

       ﾘあ┎高嶺 鬼ベ┠誇┪  そ┎瀬音 久遠┎賛歌    

              バ┎大地 燃え〞┄い┎ち  ババ┏ (東袷) ﾙ   

                            - 袷¿市市民憲章┨┪ -  

    ◆   和鉄┎道ヷIron Road 2014  ﾘ東袷ヷ¡陸沿岸┎ Iron Roadﾙ┲訪┍┫ 総集   

 

  困難┎中┋居┩┬┫方々┋エヸル┲!!   

   い┄┢ 思い┲┏ボ┆い┞ベﾏ 

  ﾘ忘┬┞い 忘┬┊い┇ 仲間ゼい┫ 

       暖ズい希望┎輪ゼ┄┊ゼ┃┆い┫バ┈┲ﾙ  

   神 共┋居┞ブ┆ 

   得┩┬┫┢┎┲ 変え┫麈勇気麋  

   変え┩┬┊い┢┎┲ 受デ容┬┫麈心┎静デさ麋  

   両者┲見δデ┫麈叡智麋┲  

         ニヸバヸ┎祈┪ ┨┪  

   日々新〞 今┇ゾ┫バ┈┲ 精一杯  

   無理ボペゆ┃く┪┈  

  ﾘ┞あええズ 元気─ブ┆行バうﾙ┈心┏行┃〞┪来〞┪┇ベゼ  

   好奇心さえあ┬┐ヷヷヷ┈前向い┆  ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┇乗┪ε┃┆行ゾ┞ブ┧う 

 

 

世界に類蝙窗い一万年も州和で豊牙窗生活汲続いた日本蝙鯲縄文麪  

    そ蝙エン0.ン蠎鯲他人を思いやる心麪  

     北東北・北海道蝙縄文遺跡を ユネ⒈コ世界遺産に 

  [ョヸ[ヷカヸリン┎メッセヸ[ 

 ◎ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

ﾘ老い┲嘆くバ┈┏┊いﾏ鰆鰌鰌才┋┊┃〞┩ 

 赤ち┣┳┋戻┬┫┳─ズ┩ヷヷヷヷﾙ 

 そブ┆、忘┬┆┏いデ┊いﾏ 

 人生┈┏自δゼ息┲吸う数┇┏┊く、 

 悦く瞬間┇測定ベ┫┢┎┇ベﾏ 

 充実ブ〞毎日┲生ゾ┞ブ┧う!! 

  ◆ WMV動画 

   “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1407sanriku00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv


各地ズ┩届く花─┨┪ゼ届く中 厳ブい気象変化┋┈戸惑┃〞神戸┇ブ〞ゼ、孫〞ち┎行事や同窓会ヷ仲間┎会 高校

野球┢今裟┏行ズ┍┐┈ﾏ ババ数裟い┄┢盛┪¿ゼ┫ラ╇ビヸ観戦┢┊く、感ゼく┫┃┆ブ┞┃〞┎ズ 何やズや ヅ

ペヅペブ┆い┫間┋、桜満開┋ﾏ そや 早く カタクリ┋┢出会い┋行ズ┍┐┈ﾏ 

  

春爛漫 う┬ブい季節┋┊┪、 一番後回ブ┋┊┃〞 

ホヸムペヸ[更新┇ベゼ、や┃┈┇ゾ┞ブ〞ﾏ  

遅く┊┃〞ジズド┇、春爛漫 例裟┎土筆整┪ズ┩菜┎花 

そブ┆ 桜 カタクリ┞┇春景色┲満載┇ゾ〞┈一人喜┳

┇い┞ベﾏ  

毎度┎繰┪返ブ┇ベゼ、何度見┆┢飽ゾ┊い満開┎桜┋風

┋身┲震わベカタクリ┎花 ジ暇┊┈ゾ┋┇┢パ覧く─さ

いﾏ ┞〞、ペ┃┈闘病┊┉┇仲間┎会ズ┩離┬┆い〞仲間

ゼ今裟何裟ぶ┪┇ブ┧うズ 幾人┢顔┲見ボ┆く┬┞ブ〞ﾏ 

┢う う┬ブい び┃く┪ﾏ 

 医学┎進歩┎ベパさ┲知┫┈┈┢┋ 病気┲克服ブ┆語

┫仲間┎笑顔┋本当┋ う┬ブい春┇ベﾏ  

何ズ┈世話ゼやデ、色々気┋ズデ┆┢┩┃〞家族ヷ孫〞ち┢ ┟┳┊┋世話┋┊┪┊ゼ┩┢、元気┋春┲迎え┫バ┈ゼ

┇ゾ┞ブ〞ﾏ 孫┈甲子園┎応援席┋い┫┊┳┆ヷヷヷ┈う┬ブく┢あ┪、ほ┃┈ブ〞春┇ベﾏ  

頭回┩ペ┇、更新┢┞┞┊┩ペ┇ベゼ、ジ許ブ½さいﾏ  

元気┋前向い┆┈ 気持ち┲奮い立〞ボ┫毎日┇ベゼ、 好奇心┢┞─┞─ﾏ 仲間┎元気┲活力┋!!    

ジ互い無理ボペ元気┋ 体調管理┋留意ブ┆過パブ〞い┈  

パ意見や感想┊┉ 引ゾ続ゾジ知┩ボく─さいﾏ  

気候┢良く┊┪、山┏┢う 新緑┎中┋ミツバツツ[  街┇┏数々┎春┎イベント 戸外┇楽ブ┠絶好┎季節  

┉うズ 無理ボペ 体調管理┋パ留意く─さい  

         2016.4.10.  from  Kobe   Mutsu Nakanishi   

        今┇ゾ┫バ┈┲精一杯    ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┲出ブ┆  

        仲間ゼ頼┪┇ベゼ、┞─┞─元気 好奇心┏あ┫  

 

        2016裟4月 home page 更新記事 概要.   

 
*******   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road 2016裟3月  ******* 

 1.  幕竹神戸┎街┋炭鉱 !!  神戸開港┈密接┋関係ブ〞ﾘ幻┎神戸石炭ﾙ 2016.3月12日  

    高取山袷麓 車ヷ妙法寺┎石炭 幕竹神戸開港┋一役 !! 寄港ベ┫外国蒸気船┎石炭供給基地  神戸新聞┨┪       

 



自宅周辺┎谷筋ゼ石炭┎整炭地┈ブ┆、日本開国ヷ神戸開港┲支え〞┈

┎新聞記事ゼ神戸新聞┋掲載ﾏ  

周辺┇┏、植物化石┎宝庫┇ 道端┋目┲凝┩ベ┈小さ┊化石ゼ今┢見

┄ズ┪┞ベゼ、石炭ゼ出┫┊┉寝耳┋水ﾏ  

長く住┳┇い┞ベゼ、全く知┩ペﾏ今┏谷や谷筋┎丘┋マン‶ョンゼ立

ち並び、谷┲山陽新幹線ヷ高速道路ゼ渡┃┆ゆくﾏ 

整炭地┈さ┬┫パチンコ屋周辺や谷筋┲石炭┎ズデ┩┲探ブ┆〞┉┪

┞ブ〞ゼ、見┄デ┩┬┞ボ┳┇ブ〞ﾏ 

  2.  参考 雑誌ﾘ岳人ﾙ2016裟2月号掲載 畠山重篤氏ﾘ鉄┎誘いﾙ┎転記紹＞    2016.4.1. 

.     畠山重篤 山┈海┎出胼い -┄┊ゼ┪┈恵┟┲巡┫旅 - 第18回ﾘ鉄┎誘いﾙ ┨┪ 

   ﾜ参考 和鉄┎道ヷIron Road ﾝ 震災後初┡┆ 東袷 ¡陸沿岸┎ Iron Road ┲再訪  2014.6.7-6.9. 

雑誌ﾘ岳人ﾙ┎2月号┋ 昨裟世界遺産┋疠録さ┬〞近代製鉄

発祥┎地 釜石┎ﾘ橋野高炉跡ﾙ┎訪問記┲ベヸ]┋ブ〞 

畠山重篤氏ﾘ鉄┎誘いﾙゼ掲載さ┬〞ﾏ  

世界遺産┋疠録さ┬〞ﾘ明治日本┎産業革命遺産 製鉄ヷ製鋼、

造船、石炭産業ﾙ┎中┎ﾘ日本近代製鉄ﾙ┎黎明┈発祥期 東

袷┇┎近代製鉄┎発祥ゼ┢〞┩ブ〞 日本┎近代化┋┄い┆ 

実┋簡潔┋┞┈┡┩┬┆い┫ﾏ  

┞〞 東日本大震災┇未曽談┎災害┲受デ〞¡陸沿岸┎山┋

存在ベ┫鉄ゼ¡陸 ┎豊ズ┊海┲育┟、支え┆い┫バ┈┋┢触┬┩┬┆い┫ﾏ  

う┬ブく┊┃┆、バ┎一文┲転記ブ┆ パ紹＞ﾏ 

 

**************   今月┎風来坊 Country Walk2016裟4月  *********** 

1. ¥2016神戸┎春アルバム] 早春ズ┩春爛漫┋ 神戸┎春┲駆デ┫   

 

     

http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1407sanriku00.htm


 3月ズ┩4月初┡┋ズデ┆早春ズ┩春爛漫┋ 野山┢里┢草木萌え 目┞ヅ┫ブく移┪変わ┫ 

 春景色 生命観あふ┬┫自然┎中┋飛び込┳┇、春┲楽ブ┠  

 神戸近郊┎春景色walking 私┎毎裟┎春迎え 戸外┋飛び出ブ┆ 元気い┃┑い う┬ブい季節┋┊┪┞ブ〞  

 

**********  from Kobe  2016裟4月 

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

 瓺From Kobe  2016年  春爛漫の 4月 春便瞤  𤭯    

◆ ４月新しい出会いと出発へ 日々あ瞢た  元気に今を 

    ◎ ぶつぶつ from Kobe この春神戸の話題       

◆ 毎春┎恵┟ イカナゴ漁┈牡蛎┎水脆ド &  幻┎神戸石炭 

    ◆ TVニュヸ]番組┎芸能番組化急速┋  

     ┞〞異常─┃〞朝日新聞┎紙面構成ゼ、大ゾく修正さ┬┆い┫ 

 

ﾜ2016裟 4月ﾝ  掲載 記事リ]ト    2016.4.10. 

 



         五月晴┬ 新緑┎5月┎便┪  2016.5.10. 

 

新緑┎5月  五月晴┬┎空 野┢山┢里┢草木燃え 輝ゾ┎一瞬  

野山┲楽ブ┠┎┢┨ブ、]ポヸツや街歩ゾ┢┞〞楽ブ 

 

 

 
久ブぶ┪┎[ャ〈┎音┋気δ爽快 缶ビヸル片手┋トリヸト[ャ〈┎┏ブパﾏ  

気持ち┢晴┬やズ 大空┎空気┲胸い┃┑い吸い込┳┇、ゆ┃〞┪┈ 
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春┎行事┋活気┅く街  気持ち┢晴┬やズ   

大空┎空気┲胸い┃┑い吸い込┳┇、戸外へ出┆ ゆ┃〞┪┈   

5.8.┏新開地[ャ〈]トリヸト & 5.15.┏神戸┞┄┪ ┈ 

春┎行事ゼ続ゾ、神戸┎街┋心地┨い]トリヸト[ャ〈┎音ゼ響ゾ、 

多く┎人ゼ街┋出┆楽ブ┠ﾏ う┬ブい春┇ベ   

久ブぶ┪┎[ャ〈┎音┋気δ爽快ﾏ 

缶ビヸル片手┋トリヸト┲┏ブパ┫ﾏ  

真┃青┊空┋手┲広ド 自然┲胸い┃┑い吸い込┳┇今┲元気┋┈ﾏ  

┇┢ 忘┬┆┏い┊い熊本┎大地震ﾏ  

次々┈起バ┫自然災害┎怖さゼ┞ピ┞ピ┈ﾏ  

┞─余震ゼ続く中┇┎生活┎厳ブさ┲察ブ┊ゼ┩ 早く余震ゼ収┞┪  

一日┢早く 生活再建へ┎道ゼ開デ┫バ┈┲祈┃┆い┞ベﾏ  

     

    2016.5.10.  Mutsu Nakanishi  from Kobe 

   

我汲家蝙角先蝙草花も春爛漫に(5.5.更新) 

 

         ¥   五月晴┬ 新緑┎5月┎便┪ ] 

 
野┢山┢里┢草木燃え 野山┲楽ブ┠┎┢┨ブ、]ポヸツや街歩ゾ┢┞〞楽ブ 

 

     熊本┎大地震ﾏ 次々┈起バ┫自然災害┎怖さゼ┞ピ┞ピ┈ﾏ  

     ┞─余震ゼ続く中┇┎生活┎厳ブさ┲察ブ┊ゼ┩  

     被災さ┬〞皆様┋┏ 一日┢早く 生活再建へ┎道ゼ 

     開デ┫ バ┈┲ジ祈┪ブ┆い┞ベﾏ 



 新緑の 5月便瞤   

   神戸┎街┋┏ 心地┨い[ャ〈ゼ流┬、多く┎人ゼ街┋出┆、何┈┏┊ブ┋華やヅう┬ブい春   

   野┢山┢里┢草木燃え 野山┲楽ブ┠┎┢┨ブ、 ]ポヸツや街歩ゾ┢┞〞楽ブﾏ  

   老い├┬┆┏い┩┬┊い 外┋出┆元気┋┈  

 ◎ ┞〞 思い┢┨┩┌大地震ゼ熊本ヷ阿蘇地方┲襲う  震度7┎大地震ゼ2度┞┇┢ﾏ  

      私┋┈┃┆┏何度┢訪┬〞バ┈ゼあ┫熊本ヷ阿蘇地方ﾏ次々┈起バ┫自然災害┎怖さゼ┞ピ┞ピ┈ﾏ  

   一番最近┏2012.11月 阿蘇カルデラ内┋広ゼ┫ﾘ阿蘇黄土ﾙや古い製鉄関連遺跡ヷ阿蘇神社┊┉┲ 

   訪┍〞旅ﾏ 多く┎人┋世話┋┊┪、そ┎時┲思い浮ズ┙、HP┋掲載ブ〞阿蘇┎記事┲見返ブ┊ゼ┩、 

   心配ブ┆い┞ベﾏ  ◆ 私┎阿蘇谷 ﾘ阿蘇黄土ﾙ┲訪┍┫ 2012.11.. 

    ┞─余震ゼ続く中┇┎生活┎厳ブさ┲察ブ┊ゼ┩   

   被災さ┬〞皆様┋┏ 一日┢早く 生活再建へ┎道ゼ開デ jベ┨う┋ﾏ 

 

 新緑の一本桜 養父市大屋町樽見の瓖仙桜瓘  

  新緑の枝を大空一杯に拡げ𤩍里を見守る一本桜    

  花皕散っても その堂々としたパワフル𤺋姿がまぶしい 

但馬┎山懐 芽吹ゾ┎山┎山腹┇、枝 一杯┋若葉┲┄デ、

堂々┈里┲見畦┫一本桜┲見┆ゾ┞ブ〞ﾏ  

堂々┈ブ〞姿┏花満開┎姿┈変わ┩ペﾏ 

そ┎姿┋唖然┈見¿ド┫ﾏ 

バ┬ゼ一本桜┎魅力─┈ﾏ  

 

新緑┎一本桜┲目的┋訪┍〞┎┏初┡┆┇ブ〞ゼ、 

堂々┈ブ〞姿┋圧倒さ┬〞ﾏ  

ﾘ老いゆく┐ズ┪┇┏い┩┬┊いﾏ元気┋今┲頑張┭うﾙ  

皆さ┳┋┏┉う映┫┇ブ┧うズ                               

                                  養父市大屋甪樽見┎一本桜ﾘ仙桜ﾙ  2016.4.20. 

 水芭蕉┎南西限 但馬┋自生ベ┫水芭蕉  

  水芭蕉 今裟 何┈┏┊ブ┋う┬ブく、元気┲┢┩う春┎花┋┊┪┞ブ〞 

   

 氷ノ山┎自然環境┋恵┞┬、隔絶さ┬〞地┇ 1万裟以¿┎長ゾ┋わ〞┪、 命┲┄┊い┇ゾ〞水芭蕉ゼ、 

 兵庫県┎但馬┋咲い┆い┫ﾏ 氷河期┎生ゾ残┪ﾏ水芭蕉ゼ南西限┎地 兵庫┋自生ブ┆い┫ﾏ   

 尾瀬や他┎自生地┎水芭蕉┋比┙、そ┎大ゾさゼ極┡┆小さいバ┈や、色┄や┊┉┋厳ブい環境┋耐え┫姿ゼ 

 垣間見え、 同プ兵庫┋暮┩ベ┢┎┈ブ┆ 思わペ 頑張┬┨┈声┲ズデ〞く┊┃〞ﾏ   

 水芭蕉 何┈┏┊ブ┋う┬ブく、元気┲┢┩う春┎花┋┊┪┞ブ〞  

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/iron8/1212asodani00.htm


   大阪弥生文化博物館特別展 4月 23日～6月 19日  

   ﾘ鉄┎弥生時代 鉄器┏社会┲変え〞┎ズ?ﾙ  

   

今┞┇┎弥生時代┎常識┲変え┫時代感ﾏ 

大阪弥生文化博物館(JR阪和線信泣山駅近く)┇

ﾘ鉄┎弥生時代ﾙ┎特別展ゼ開催中ﾏ 

ジベベ┡┇ベﾏ 

ﾘ弥生時代┎始┞┪┏500裟臠┬┫ﾙ┈┎発表

ズ┩、そ┎後┎数々┎弥生時代┎発掘調査研究や

C14裟代計測法┎発展┋┨┫実裟代┎絶対比較

評価ゼ可能┋┊┫┊┉ブ┆、今┞┇┎弥生時代┎

常識ゼ大ゾく見直さ┬┨う┈ブ┆い┞ベﾏ、  

 

ﾘ弥生時代┏鉄器時代┎┏プ┞┪ﾙ┈言わ┬〞鉄器┎役割┢見直ブゼ始┞┃┆い┫ﾏ  

 古代史ブヸム┎邪馬台国論┢弥生時代┎解明┊くブ┆┏わズ┩┊いﾏ 

  先日関連セミナヸ参加┋合わボ┆特別展┲見┆ゾ┞ブ〞ﾏ小さ┊展示┇ベゼ、弥生時代┎疑問┲]トレヸト┋ 

 示ブ┆、新ブい成果┲取┪込┳─弥生┎時代感┲地域┇比較ブ┊ゼ┩、実┋わズ┪やベく展示レビュヸさ┬┆い 

 ┞ブ〞ﾏ TVや小説┎脚色┋惑わさ┬ペ、 縄文ヷ弥生時代┈┢┋日本┲知┫┨い機会ジベベ┡┇ベﾏ  

   ⒈ト㉛ート ㉚イブ  久しぶりにブ⒜ーグ㉚⒈を笈いて   

    
 5月8日新開地音楽祭[ャ〈]トリヸトﾏ 地½鉄┎出口ズ┩神戸┎街┋┇┫┈心地┨い[ャ〈┎音ゼ聞バえ┆く┫ﾏ  

 久ブぶ┪┋ ブルヸ╇ラ]┎軽快┊リ〈ム┲奏┇┫バン[ョヸやマンドリン┋ ╅タヸベヸ]┢細身┋┊┃┆ 

 テンポ┲┈┫ﾏ人パ┟┲ズゾδデ┆街┎ライブ ]テヸ[へﾏ 久ブぶ┪┋聞く音┈リ〈ム┋気δ爽快ﾏ  

 ブ┃ズ┪ブルヸ╇ラ]┎フ┸ン┋┋┊┃┆ブ┞┃〞┊カﾏ ┞〞、デ╄‶ヸ┢ええ┊カ と璒 

  缶ビヸル片手┋ ]トリヸトライブ┎┏ブパﾏ ]カヸッ┈ブ┞ブ〞ﾏ  

 友人┋連┬┆行┃┆┢┩┃┆い┫うち┋ ┏┞┃┆い┞ベゼ、ふ┩┃┈┒┈┪ 気┞┞┋耳┲傾デ┩┬┫┎ゼ、 

 心地┨いﾏ  ◆新開地0.ャ⒉⒈ト㉛ート 2016.5.8. ◆  。 Sound 7min 8MB  ・ MP4動画 11min 74MB ‾   

 

戦争┋道┲開く安全保障法案国会通過 

┇┢ 何┈言ジう┈戦争反対  

鎖和憲法┏日本┎柱 鎖和憲法┲畦┭う  

国┎大ゾ┊転換点 今 声┲¿ド┍┐ !! 

鎖和┲今 自δ┎頭┇考え┨う  

 

 from Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

 

http://www.infokkkna.com/video/1605sinkaichi.mp3
http://www.infokkkna.com/video/1605sinkaichi.mp4


三内丸山縄文の藤川直迪先生を悼む   

 ¡内丸山縄文┎会ﾘ縄文フ┸イルﾙゼ送┩┬┆ゾ┆、藤川直迪会長┎パ逝去┲ 知┫ﾏ 

 諸氏済々┎¡内丸山縄文┎会┲┞┈┡、¡内丸山遺跡┲┨┋┒┭┡、┞〞世界遺産疠録運動┎先頭┋立┃┆バ┩┬〞 

 諸先輩┎ジ一人┇あ┫ﾏ  

 ┢う 20裟近く┋┊┫ゼ、¡内丸山遺跡┎ジ月見┎会┋誘わ┬┇ズデ〞¡内丸山遺跡┇、多く┎人┈┲荀┟交わブ 

 集う中┇、ﾘ¡内丸山縄文発信┎会┋ジ┏い┪┨ﾙ┈誘┃┆い〞─い〞┎ゼ始┞┪┇、そ┎後 ¡内丸山縄文┲通プ 

 ┆┎ジ付ゾ合い┲さボ┆┢┩┃┆ゾ〞ﾏ  

 ¡内丸山遺跡┎魅力┏遺跡ヷ出土品┎┟┊┩ペ、 

ﾘそバ┋集┞┃┆く┫┒┈〞ち 学者┢市民┢学生┢偉い人┢ 誰┢ゼ┟┳┊ 自甥┋教え┲請い、 

 自甥┋意見┲ぶ┄デ合い、縄文┲語┪合え┫┎ゼ、┉素人┎私┋┈┃┆┎一番┎魅力ﾙ  

 ほズ┎多く┎人ズ┩┢同プ話┲┨く聞ゾ┞ブ〞ﾏ  

 そ┳┊¡内丸山┎伝統ゼ先生〞ち諸先輩┋┨┃┆築ズ┬、そ┬ゼ縄文┲世界┋発信ベ┫大ゾ┊広ゼ┪┎原動力┋ 

 ┊┃┆い┫┈ ジ─やズ┋語┩┬┫藤川先生┎語┪口┏ﾘ心優ブゾ縄文人ﾙそ┎┢┎ﾏ  

 最近┏裟賀状┈縄文フ┸イル┇知┫─デ┋┊┃┆い┞ブ〞ゼ、 天国┇安┩ズ┋憩わ┬┞ベ┨うジ祈┪ベ┫┈┈┢┋、  

 ¡内丸山縄文┎世界遺産疠録┎目的ゼ臉成さ┬┫バ┈┲願┃┆い┞ベﾏ  

                              2016.5.11. from    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

◎ﾘユヸラ‶ア大陸┋ジデ┫鉄┎発展史┈弥生時代┎鉄ﾙ聴講メモ  

西ア[ア┇生┞┬〞鉄ゼユヸラ‶ア大陸┎西端ズ┩約2000談余裟ズデ┆メタルロヸド┲東進ブ┆、日本┋伝来ブ〞ﾏ   

此┎間 ユヸラ‶ア大陸┇発展ヷ伝播ブ┆い┃〞鉄┎探求┲約10裟関係諸国┈┎共同発掘調査研究┲続デ┆ゾ〞愛媛

大学村¿教授┎講演]ライド┲整理ブ┆そ┎発展史┲┈┪┞┈┡レビュヸ┲整録ブ┞ブ〞ﾏ  

古代鉄┎第一人者愛媛大村¿恭通教授┎鉄┎ユヸラ‶ア大陸伝播史講義 ┎整理┞┈┡┇ベﾏ  

 ◆ ズ┄┆何度ズ訪┬〞バ┈┎あ┫南ウラル┎╁レンブル╇ﾔロ‶アﾕ  

  ユヸラ‶ア大陸┲横断ブ┆朝鮮半島ヷ日本へ伝来ブ〞鉄ﾏ   

  そ┎鉄ゼ長い東遷┎旅┋出┫そ┎出発点ゼ、黒海ヷカ]ピ海袷岸地帯┈村¿先生┋教え┆┢┩い┞ブ〞ゼ、 

  ]ライド集┲見┆、ウラル地方┎名ゼあ┫┎┋び┃く┪ﾏ若い┈ゾ┋仕事┇何度ズ訪┬〞当時┏ソ連┎╁レ 

  ンブル╇ゼそ┎中 心地┎┒┈┄ﾏ 村¿先生ゼ示さ┬〞┎┏┢う少ブ南ズ┢ブ┬┞ボ┳ゼヷヷヷﾏ  

  ア[ア┈ヨヸロッパ┎境┎境┎ウラル山脈┎南ウラル地方ﾏ  

  日本┇┏誰┢知┩ペ、仕事ゼ終わ┃〞時┋┏、荒涼┈ブ〞草原ゼ続くバ┎地┲ 見聞ゾ┫バ┈┏、┢う┊い─ 

  ┭う┊カヷヷヷヷ┈┈ﾏ そ┳┊記憶ゼふ┄ふ┄┈ﾏ  

  バ┎南ウラル┎地域ゼ日本へ┎鉄伝来┋大ゾ┊役割┲果〞ブ〞地┈知┪、┞〞、ち┧┃┈袷┇ベゼ、ジ連ブル╇ 

  ┎地┏今┢ ヨヸロッパ┈ア[ア┲結ぶ石油ヷ天然╃]┎パイプライン┎重要地点┎┏ペ─┈ﾏ   

  昔┲思い出ブ┄┄、不思議┊鉄┎縁┲感プ┆い┞ベﾏ  

｀風来坊ヷIron Roadヰ  

◎ 野山ゼ芽吹ゾ 新緑┲迎え〞 鰈鰌鰆６裟神戸┎春┲ ½記2件┎]ライド動画┈Photoアルバム┇ 

  紹＞ブ┞ブ〞ﾏ 

  ◆新緑┎但馬路 大屋加保坂ヷハチ袷┎高層湿原┋ 氷河期┎生ゾ残┪┎水芭蕉┲訪┍┫ 2016.4.20.  

  ◆新緑┎六甲┋石楠花ヷ春┎高山植物┲訪┍┫ 2016.5.2. 

  ├┳や┪┈┏聞い〞バ┈ゼあ┃〞┎┇ベゼ、但馬┎┎水芭蕉ﾏ 南西限┎隔絶さ┬〞地氷ノ山山麓┇  

 厳ブい環境┋適応ブ┊ゼ┩、1万裟┋わ〞┃┆命┲┄┊い┇自生ベ┫但馬┎水芭蕉ﾏ  

  尾瀬┎水芭蕉┈┏┞〞 違┃〞感動┇ベﾏ                  

｀From Kobe 5月 ヰ  

 ◎ ﾜFrom Kobe  2016裟 新緑 5月┎便┪ﾝ  

   ◆野┢山┢里┢草木燃え 輝ゾ┎一瞬  戸外へ出┆ 元気┋  

   ◆ぶ┄ぶ┄ from Kobe 

    ◎ 緑色┋┏┉┬ほ┉種類ゼあ┫┎─┭うズ  知┩┊ズ┃〞緑色┋び┃く┪  

       新緑ヷ芽吹ゾ 毎日 t0l8h 山┎緑┎╇ラデヸ‶ョン  バ┎新緑┎ﾘ緑色ﾙ┲┉う呼ぶ┎─┭うズ?  

     ◎ 神戸¡宮ヷ元甪ﾘ高架½ﾙ商店街  高架┎耐震補強┇存続┎危機┋!!  

        ┞〞┒┈┄普段着┎街 昭和┎匂いゼベ┫商店街ゼ消えそうﾏ ┊┳┈┢寂ブいﾏ 

 

3.17.東日本大震災・福島原発事故を忘矟ずに  復興皕ま瘛 暑半ば 被災地の人署を応援しよう 

      東袷讃歌  私┎好ゾ┊東袷  東日本大震災┋┟┞わ┬〞人臉┲忘┬┌〞┡┋ 

 

      ﾘあ┎高嶺 鬼ベ┠誇┪  そ┎瀬音 久遠┎賛歌    

              バ┎大地  燃え〞┄い┎ち  ババ┏ (東袷) ﾙ   

                            - 袷¿市市民憲章┨┪ - 

 ◆   和鉄┎道ヷIron Road 2014  ﾘ東袷ヷ¡陸沿岸┎ Iron Roadﾙ┲訪┍┫ 総集 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1407sanriku00.htm


桜┎花ゼ散┃〞5月  野山┏芽吹ゾヷ新緑 行事┢多く 街┢華やヅう┬ブい春ﾏ 

刻々┈変化ブ┆ゆくバ┎春┲ 家ズ┩┈び─ブ┆、自然┎中┋身┲置く┎┢┨ブ、街歩ゾ┢┨ブ┈ﾏ  

ゴヸルデンウイヸク いズゼジ過パブ─┃〞┇ブ┧うズ  

毎日ゼサンデヸ┎私┋┏ 特┋意識┏ブ┞ボ┳┇ブ〞ゼ、毎裟┎春暦 神戸┎街歩ゾヷ展覧会 そブ┆芽吹ゾ┎野山┋

花┲〞ペ┍、 や┃┆ゾ┆┏ 笑顔┇家中┲走┪回┫孫〞ち   

┟┳┊健康┇あ┬┐バそ┈ﾏ 

┊┳やズやバタバタブ┆い┫間┋ 5 月┢半┐、 ホヸムペヸ[更新ゼ今月┢遅┬┆ブ┞┃┆ﾏ次┏ 6 月┲パ]ブ┆ 

7月┋┈思┃┆い┞ベﾏ  

街┋あふ┬┫外国┎人臉┎ズジ自信┋満ち〞顔ヷ顔ヷ顔ﾏ  今┎日本人ズ┩┏消え┆ブ┞┃〞顔ﾏ   

┢う富┳─国┊┉幻想┋┊┃┆ブ┞┃〞┈┎認識┢┒ブ┒ブ┈ﾏ  

政治ヷ一握┪┎マ]コミヷメデ┺ア┋踊┩さ┬┆い┫日本┋ほバ┭びゼヷヷヷヷヷﾏ  

次┏強権┲持┄強いリヸダヸゼ世界┇待望さ┬┫風潮 ┞〞〝┭誕生ブ始┡┆い┫ﾏ  

┞〞多く┎外国人ゼ奥┎深い日本┎暮┩ブヷ料理┋あバゼ┬、日本┋や┃┆く┫ﾏ  

日本人┏ ┉ち┩┲向く┎─┭うズ……  

強権┲持┄リヸダヸ┊〝怖く┆仕方ゼ┊いﾏい┄自δ┋刃ゼ向くズヷヷヷ、 

鎖和┇穏やズ┊暮┩ブバそゼ 人ゼ生ゾ延び┫道  

┞─そ┳┊ズプ取┪ゼ生┞┬┊い┎ゼ寂ブいバ┎頃ﾏ  

話題┏い┄┢ 病気┈＞護┈裟金へ  ├そ┃┈先┎不安ゼ頭┲┨ダ┫ﾏ   

┇┢ 仲間ヷ家族ゼい┫ﾏ  ジ互いそ┳┊話題┋┢ 元気┋┈前向い┆  

    

 

                



2016裟5月 home page 更新記事 概要. 

 

***************   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road 2016裟5月  *********** 

1. ﾘユヸラ‶ア大陸┋ジデ┫鉄┎発展史┈弥生時代┎鉄ﾙ 愛媛大村¿恭通教授 講演聴講メモ      

村¿恭通教授講演]ライド集抜粋整理 & 図録整理  2016.4.30.  

 

            大阪弥生文化博物館 弥生┎鉄セミナヸﾘユヸラ‶ア大陸┋ジデ┫鉄┎発展史┈弥生時代┎鉄ﾙ  

                                  愛媛大村¿恭通教授講演 2016.4.30. 

愛媛大学東ア[ア古代鉄研究センタヸ村¿恭通教授┩ゼ進┡┫関係各国研究連携プロ[ェクトﾘ鉄┎起源ヷユヸラ‶ア

大陸┎東西┲結ぶ古代メタルロヸド┎探求ﾙ┎目覚┞ブい成果┋┨┪鉄┎起源ヷそブ┆西ア[アズ┩┎古代鉄ユヸラ‶

ア大陸東遷┎道ゼ解ゾ明ズさ┬┄┄あ┫ﾏ  

西ア[ア┇生┞┬〞鉄ゼユヸラ‶ア大陸┎西端ズ┩約2000談余裟ズデ┆メタルロヸド┲東進ブ┆、日本┋伝来ブ〞ﾏ  

約 10裟関係諸国┈┎共同発掘調査研究┲続デ┆ゾ〞研究成果┲┢┈┋ 4月 30日大阪弥生文化博物館┇┎ﾘユヸラ

‶ア大陸┇発展ヷ伝播ブ┆い┃〞鉄文化ヷ鉄技術┎歴史レビュヸﾙ┎講演┲聴講さボ┆┢┩┃〞ﾏ  

そ┎]ライド┲整理ブ┆整録ブ┞ブ〞ﾏ  

 



村¿先生┎鉄┎伝播┲理解ベ┫視点┈

ブ┆、鉄┎伝播┋┏ 3┄┎ stageゼあ

┪、そ┬┲経┊デ┬┐伝播┏途ε┬┫ﾏ  

伝播┏一機┋┏飛躍ベ┫バ┈┏┇ゾ┊

い┈ﾏ  

技術伝播┎┠┄ズブさ時間┈技術┲┏

ヅく┠素地ヷ環境 そブ┆交流ゼ不可背

┇あ┫┈ブ、具体的┊メタルロヸド¿┇

┎鉄┎発展実例┲示ブ┆、鉄┎伝播史ヷ

鉄┎道ゼ解ゾ明ズさ┬〞ﾏ  

 

私┎私的┊聴講記録┇ベゼ、古代鉄┎第

一人者愛媛大村¿恭通教授┎鉄┎ユヸ

ラ‶ア大陸伝播史講義┎整理┞┈┡┇ベﾏ 

***************   今月┎風来坊 Country Walk2016裟5月  *********** 

1. 新緑蝙但馬路 大屋加保坂・ハチ北蝙高層湿原に 氷河期蝙生笈残り蝙水芭蕉を訪萢る 2016.4.20. 

 

   

  氷ノ山┎自然環境┋恵┞┬、隔絶さ┬〞地┇1万裟以¿┎長ゾ┋わ〞┪、 

  命┲┄┊い┇ゾ〞水芭蕉ゼ、 

  南西限┎地兵庫但馬┇自生ブ┆咲い┆い┫ﾏ 

  尾瀬や他┎自生地┎水芭蕉┋比┙、そ┎大ゾさゼ極┡┆小さいバ┈や、 

  色┄や┊┉┋厳ブい環境┋耐え ┫姿ゼ垣間見え、 

  同プ兵庫┋暮┩ベ┢┎┈ブ┆ 思わペ 頑張┬┨┈声┲ズデ〞く┊┃〞ﾏ   

  水芭蕉 何┈┏┊ブ┋う┬ブく、元気┲┢┩う春┎花┋┊┪┞ブ〞ﾏ  



水芭蕉ゼ咲く湿原┐ズ┪┇┊く、久ブぶ┪┋眺┡〞中国山地 但馬┎春ﾏ 

新緑┎山並┟┏山腹全体┲╄ュンパ]┋ブ┆ 芽吹ゾ┎緑┎╇ラデヸ‶ョン┎中┋山桜やミツバツツ[ ┎ピンク┲ 

ち┪┐┡、 鳥〞ち┎さえペ┪ゼ聞バえ┫雑木林 そブ┆人影┎┊い]╄ヸ╉レンデ┎丘一面┏水仙┎プ┥う〞┳┋ﾏ 

山ゼ萌え輝く最┢素晴┩ブい時┇ブ〞ﾏ 

    

 

2. ¥2016石楠花]  六甲森林植物園 石楠花谷  & 六甲高山植物園  2016.5.2.    

    新緑┎六甲┋石楠花ヷ春┎高山植物┲訪┍┫  

   

             六甲森林植物園 石楠花谷& 六甲高山植物園┇ 2016.5.2. 

神戸┎春 5月初頭 桜ゼ散┃┆、野山┏一裟┇一番美ブい季節┋ﾏ  

毎裟┇ズデ┫石楠花Walk 5月 2日 石楠花┎盛┪ズ┩遅┬┞ブ〞ゼ、六甲森林植物園┎石楠花谷ヷ六甲高山植物園

┋石楠花┲訪┍┞ブ〞ﾏ谷筋┲埋┡┄くベ‶ャクナ╉┏見┩┬┞ボ┳┇ブ〞ゼ、人┢少┊く 日本石楠花┎美ブさ┲┒

┈┄┒┈┄ ゆ┃く┪┈┊ゼ┡┫バ┈ゼ┇ゾ┞ブ〞ﾏ気δ┢晴┬やズ┋ﾏ  

新聞┇┏ ﾘ六甲山¿┎高山植物園┇┏今ち┧う┉‶ャクナ╉ゼ見頃 ヒマラヤ┎青いケ‶┢咲い┆い┫ﾙ┈ﾏ  

そ┎┞┞六甲山¿へドライブウェイ┲¿┃┆、六甲高山植物園へﾏ   

満開┎石楠花や幻┎青いケ‶┐ズ┪┇┊く、湿地┋┏クリンソウﾏ ‶ラネア╁イ┋出会え〞┎┢う┬ブいﾏ 

高山植物┎女王 コマクサヷウ]ユ╄ソウ┎ほズハクサンイチ╉┋┢ﾏ知┩┊ズ┃〞ユ╄モチソウ┊┉数々┎高山植物ヷ

山野草┋出会え┞ブ〞ﾏ 春┈初夏┎高山植物ゼ一斉┋咲い┆い┆ ラッ╄ヸ┇ブ〞ﾏ 

 新緑┎森┎中┇┎う┬ブい花┡ヅ┪ﾏ ┢┬来┫光┋照┩さ┬┆、森┎小道┢淡い緑┎╇ラデェヸ‶ョンﾏ    

新緑┎緑┲バック┋木漏┬日┋輝く石楠花石楠花谷┈┏違う美ブさ┢ﾏ 

春ゼ来┆桜ゼ散┫┈毎裟 心待ち┎一日 今裟┢素晴┩ブいﾘ石楠花 

2016ﾙ ┲ジ届デﾏ  

毎裟┎春┎楽ブ┟ ┞〞 一┄ 新ブい楽ブ┟ゼ増え┞ブ〞ﾏ 

   

 



****************** from Kobe  2016裟5月 ************************ 

.. From Kobe  2016裟5月 新緑 5月┎便┪ ﾝ  

   野┢山┢里┢草木燃え 輝ゾ┎一瞬   戸外へ出┆ 元気┋   

   ﾖぶ┄ぶ┄ from Kobeﾗ  

   ◆. 緑色┋┏┉┬ほ┉種類ゼあ┫┎─┭うズ  知┩┊ズ┃〞緑色┋び┃く┪  

      新緑ヷ芽吹ゾ 毎日眺┡┫山┎緑┎╇ラデヸ‶ョン  

        バ┎ﾘ緑色ﾙ┲┉う呼┙┐いい┎ズ?   ┞〞  古名ﾘ鉄色ﾙ┏緑┎系統色???? 

   ◆. 神戸¡宮ヷ元甪ﾘ高架½ﾙ商店街ゼ高架┎耐震補強┇存続┎危機┋!!  

┞〞┒┈┄普段着┎街 昭和┎匂いゼベ┫商店街ゼ消えそう ┊┳┈┢寂ブいﾏ 

変化ベ┫芽吹ゾ┎色名┏?? 

 

ﾜ2016裟5月ﾝ 掲載記事リ]ト    2016.5.10. 

 



       梅雨明デゼ待ち遠ブい 7月初旬┎便┪  2017.6.25. 

     神戸 そ├降┫雨┎ 街明ズ┪ Happy Rainy Days!! 

 

西宮浜ズ┩大阪湾越ブ┋神戸┎街並┟┲遠望  

 

 田圃に水が入り、一機に田園風景が初夏モードに  2016.6.1. 東播磨加東市で 

ゴヸルデンウ┺ヸクゼ過ダ┆ 田圃┋水ゼ入┫┈野山┢里┢一機┋景色ゼ初夏モヸドへ  

一雨パ┈┋そ┎色┲変化ブ┆ゆく紫陽花ゼ庭や街角┲い┭┉┃┆い┞ベﾏ  

気ゼ付く┈ バ┎時期 街┇過パベバ┈ゼ目白押ブﾏ例裟┎開催さ┬┫鉄┎‶ンポや仲間┎会ﾏ  

そブ┆ﾘ今バ┎裟やズ┩ 同窓会や┭うﾙ┈┎誘い┋う┬ブく┆出ズデ┆ゆくﾏ  

バ┎梅雨┏ﾘ裟寄┪┎ゴヸルデンウ┺ヸク─ﾙ┈ハッ┈気ゼ付く Happy Rainy Days!!  

同窓会ヷ落語会ヷカントリヸライブ等々┎会ﾏ 

会┎後┏一献ﾏ決┞┃┆青春時代┲懐ズブ┟、健康ヷ＞護 そブ┆仲間┎バ┈┊┉ ジ決┞┪┎話┊┎┇ベゼ、┟┳

┊ﾘ今┇┊デ┬┐ﾙ┈┎思いゼ顔┲出ベﾏ 

日頃 近く┋居┊ゼ┩、┊ズ┊ズ出会え┌仲間や思いゼデペ┎50裟ぶ┪┎仲間┋┢出会え┞ブ〞ﾏ 

友人ズ┩ 季節┎便┪┲添え┆ﾜサクランボﾝ┎箱┢届デ┆く┬┞ブ〞ﾏﾘペナン島┇私┎ズ┄┆┎仕事仲間┋随δ

世話┋┊┃〞ﾙ┈懐ズブい仲間┎消息┲持┃┆ 古い大学仲間ゼ神戸┲訪┍┆く┬、山口┎田中夫妻┢パ子息┎い┫

富士山麓河口湖ズ┩┎帰┪┋立ち寄┃┆い〞─い〞ﾏ  

バ┳┊┋色々仲間┋出会┃〞┎┏久ブぶ┪ﾏ孫〞ち┢梅雨┲┢┎┈┢ボペ、元気┋頑張┃┆い┫ﾏ   

裟寄┪┎‖人暮┩ブ ﾘう┬ブい┍えﾙ┈多く┎仲間や健康┎今┋感謝┈ブ┄┄、 Happy Rainy Days!!  
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街┇┏参議院選挙┎選挙カヸゼズ┊┪立┆┆い┫ﾏ 争点┏ﾘアベノミック]ﾙ┈ﾘ憲法┈鎖和┊暮┩ブﾙ─┈いうﾏ  

┇┢ 頭┎¿┲素通┪ブ┆ゆく心地┨い言葉─デ┎政治┋┏┢う飽ゾ飽ゾﾏ  

┏┃┈気ゼ付デ┐ 自δ─デゼ取┪残さ┬┆い┫不安感ﾏ  

6月23日┏沖縄 慰霊┎日 ﾘ命┏宝ﾙ┎言葉┲ズ┟ブ┡┫ﾏ  

心地┨い言葉┋┏気┲付デ┨うﾏ選挙┏ジ┭そズ┋┏┇ゾ┊い┈ヷヷヷ  

人任ボ┎風来坊楽ブ┳┇い┫場合┇┏┊い┎─┈気┲┒ゾブ┡┫ﾏ 

仲間ズ┩ バ┎HP┇紹＞ブ〞 [ョヸ[ヷカヸリン┎ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ ┋┄い┆聞い〞ﾏ  

ﾘ同窓会┇ ┟┳┊┋配┃〞┩好評┇喜┳┇く┬〞ﾙ┈ﾏ  

ﾘそや 100┋┊┃〞┩赤ち┣┳や 今┲元気┋ 前向い┆ﾙ┈バ┬┢支えﾏ  

次┏高校野球┎‐選 伴校┎応援┋ﾏバ┬ゼ始┞┫┈梅雨明デ┈暑い夏┎到来ﾏ  

梅雨明デゼ待ち遠ブい７月初旬  無理ボペ 元気┋今┲過パブ〞い┈ﾏ                        

                    2016.6.25. 神戸┋┆  Mutsu Nakanishi  

 

         西六甲縦走路 鶴尾山┨┪眺┡┫須磨ヷ明石海峡 

     

  須磨アルプ]ズ┩眺┡┫袷 我ゼ家┎あ┫丘┢視界┋  家内┏ボ┃ボ┈梅雨┎雨┲縫┃┆  

                            朝顔ほズ夏┎苗┎準備┲進┡┆い┫ 



    今月┎記事┨┪ 

山┎月刊誌ﾘ岳人ﾙ┈┎出会い 森ズ┩流┬出┫鉄δゼ豊ズ┊海┲育┆┫ 

 
 

 月刊誌。岳人，７月号＋。名水＋山，特集＋巻頭』 

。水＋す〆す〆しさ，を演出し《―★☆言葉〆掲載 

 さ★《い☆ü  

 霧雨』／ぶ☆緑＋森「谷川＋流★〆眼』浮々ぶü 

 こ＋流★〆ô各地＋名水を生″ô豊々『海を－‐― 

℃「い うü 梅雨時 『＠》－＋景色》あ☆ü  

特┋鉄屋┎私┋┏、ﾘ岳人ﾙ誌┋毎月掲載さ┬┫  

畠山重篤氏┎連載エッセイﾘ山┈海┎出胼いﾙゼ ジ気

┋入┪ﾏ ﾘ山┋あ┫鉄δゼ川┲通プ┆海┋流┬込┟  豊ズ┊海┲作┫ﾙ 毎回視点┲変え┆掲載さ┬┆い┫ﾏ 

今月号ﾘ名水┎山ﾙ特集┋掲載さ┬〞畠山重篤氏┎エッセイﾘいい山┎水ゼ、豊ズ┊海┲作┫ﾚ森┎滴ﾛﾙ┎巻頭┋┏  

ﾘ海┎生ゾ物〞ち┲支え┆い┫┎┏、植物プランクトン┇あ┫ﾏ 

 そ┎植物プランクトンゼ光合成┲ブ┆成長ベ┫〞┡┋、┢┃┈┢必要┊┎┏ﾘ鉄ﾙ─┈いうﾏ  

 鉄┏、山奥┇生┞┬〞水┋┨┃┆、川┲流┬┆運┐┬┆く┫ﾏ  

 ブズブ、鉄ゼブ┊い┞┞酸化ブ┊い┞┞、無事┋海へ〞┉┪着く〞┡┋┏、 

 森┎中┇生┞┬┫、┢う一┄重要┊物質ゼ必要─┃〞ﾙ  

┈┎言葉┲置ゾ、豊ズ┊海┎形成┋┏ﾘ鉄ﾙゼ重要┇あ┫バ┈┲示ベﾏ 

そブ┆、そ┎鉄ゼ海┎植物プランクトン┋届く┋┏ 

ﾘ途中┇鉄ゼ鉄酸化物┊┉┎粒子┋┊┃┆ブ┞わペ、 

 水┋溶デ〞鉄(鉄イ╁ン┊┉)┎形┎┞┞┇ 川ズ┩海へ運┐┬┫ﾙバ┈ゼ重要┈解説ブ┆い┫ﾏ  

バ┎海へ届い〞水┋溶デ込┳─鉄ゼ海┲┏ヅく┟、豊ズ┊海┲作┫ﾏ  

┞〞、今 重大┊炭酸╃]汚染┎地球環境問題┎解決┎ε┪蓄┋┢┊┫ズ┢ブ┬┊い┈大ゾ┊関心┲集┡┆い┫ﾏ

そ┳┊地球┎今緊急┎大問題 地球温暖化ヷ炭酸╃]汚染環境問題┎解決┎ε┪蓄┈ブ┆、  

ﾘ鉄ﾙ┎役割ゼ広く研究さ┬┆い┫ﾏ  

ﾘ鉄┎惑星地球 地球鰊６億裟 ┢ブ鉄┊ズ┪ボ┐、人類┢地球┎生命体┢存在ボペﾙ  

そういえ┐ 畠山重篤氏ゼ示ベ¡陸┎海岸や袷海道噴火湾沿岸┋┏ 海┋運┐┬〞大萪┎砂鉄ゼあ┪、 

カ╄養殖┇談名┊広島湾 兵庫相生湾┋┏砂鉄┎川 泣田川ヷ千種川ゼ流┬込┟、宍道湖┋┢斐伊川ゼあ┫ﾏ  

ﾘ鉄ﾙ┋┄い┆ 山┎雑誌┇毎号バ┳┊話┋出会え┫┈┏ 思い┢ブ┆い┊ズ┃〞┎┇ベゼ、  

毎号ﾘ岳人ﾙ誌発売┲待ちズ┍┆、楽ブ┟┋ブ┆い┞ベﾏ  

バ┎梅雨時 手┋ブ〞岳人7月号 畠山重篤氏┎エッセイ┈合わボ┆ 名水┎山特集 興味津々┇ブ〞ﾏ 

山女ブヸム┈ズ┇ ハイ╄ン╇誌ゼ多く出┫┨う┋┊┃┆ 山┎雑誌┢大ゾく変貌ブ〞ﾏ  

定番┎ﾘ山┈渓谷(ヤマケイ)ﾙ┈ﾘ岳人ﾙ誌┢数々┎ハウツウ本┎疠場┇ブヸム┋押さ┬、経営主体ゼ変わ┪、内容┢

ズわ┪、本屋へ行┃┆ﾘヤマケイあ┫?   ╃ク[ン┉バ┋あ┫?ﾙ┈聞い┆┢通プ┊い店員ゼ多いﾏ 

┢うび┃く┪ﾏ そ┳┊中┇ 私┢ﾘ山┈渓谷ﾙ誌┲買い、ﾘ岳人ﾙ┲立ち読┟ブ┆い┞ブ〞ゼ、最近┏逆┋ブ┆い┫ﾏ  

鉄屋┎私┋┏ 岳人┋掲載さ┬┆い┫畠山重篤氏┎連載エッセイﾘ山┈海┎出胼いﾙゼジ気┋入┪ﾏ  

ﾘ山┋あ┫鉄δゼ川┲通プ┆ 海┋流┬込┟ 豊ズ┊海┲作┫ﾙバ┈ゼ 毎回視点┲変え┆い┫ﾏ   



 

 

 

梅雨明デゼ待ち遠ブい 7月初旬 ７月┎便┪    2017.6.25. 

神戸 そ├降┫雨┎ 街明ズ┪ Happy Rainy Days!!   

無理ボペ 元気┋今┲過パブ〞い┈ﾏ 

1. 梅雨明デゼ待ち遠ブい 7月┎便┪   

  ６月鰈３日 ﾘ命┏宝 沖縄 慰霊┎日ﾙ沖縄┎現実┲我ゼ身┋    

2. 本裟┎須磨離宮┎バラ   春┎終わ┪┲飾┫ロヸ〈フェ]テ┺バル2016  

3. 淀川┎源流┏┉バ?    

4. 鉄┎惑星 地球┎壮大┊営┟ ﾘ豊ズ┊森┋包┞┬〞山┋あ┫ﾚ鉄ﾛゼ豊 ズ┊海┲┏育┠ﾙ  

5.. 今月┎home page 更新記事 

 

 梅雨明デゼ待ち遠ブい 7月┎便┪   

      梅雨空┎┢┈ あちバちぶ┩ぶ┩┈足┎向く┞┞、気┎向く┞┞┋  

     多く┎仲間┋┢出会い 6月┏裟寄┪┋┏う┬ブい Happy Rainy Day!!  

    ┇┢ 梅雨明デゼ 待ち遠ブいﾏ  

      ６月鰈３日┏ ﾘ命┏宝 沖縄 慰霊┎日ﾙ 沖縄┎現実┲我ゼ身┋  

 街┇┏参議院選挙┎芸伝カヸﾏ 争点┏ﾘアベノミック]ﾙ┈ﾘ憲法┈鎖和┊暮┩ブﾙ┈いうﾏ  

.  あ┎外国人観光鶏┎群┬┈爆買い┲前┋ブ┆、 

ﾘ日本┎屋台骨 自動車会社ヷ金融┏ベパい 収益ﾏ景気┏¿昇ﾙ┈鎖然┈言う政治家┋┢う─┞さ┬┊いﾏ 

 自δ┈┏無縁 疎外感ゼ広ゼ┫┎┟…  

 あ┫人ゼ言う   

  政治家┏金┲使う┎ゼ仕事  節約┊┳┆さ┩さ┩意識┊ブﾏ┞ブ┆ 腰ダ┳ち┣く┎政治屋┋┏┊ジさ┩  

  芸能化ブ〞TV╄ャ]タヸ┋惑わさ┬┫┊┈ﾏ   

 バ┎選挙 ┒┈そ┬〝┬ﾏ日本┎若者ゼ岐路┋立┃┆い┫ﾏ  

 ┇┢、心地┨い╄ャッチコピヸ┋惑わさ┬ペ、自δ┎意思┲示さ┍┐ﾏ  

 ﾘ憲法┈鎖和┊暮┩ブ┲畦┫ﾙ ﾘ格差是正┈安定證用┲┊いゼブ┭┋ベ┫悪法 非正規證用┎廃絶ﾙ┲ﾏ  

 ┊ズ┊ズ┠┄ズブい時代ﾏ晴┬晴┬┈ブ〞気δ┇ 梅雨明デ┲迎え〞いﾏ 無理ボペ 元気┋今┲過パブ〞い┈  



 本裟┎須磨離宮公園┎バラ   春┎終わ┪┲飾┫ロヸ〈フェ]テ┺バル2016  

ち┧┃┈時期ゼ過ダ┞ブ〞ゼ、HP ┎紙面

┋色鮮やズ┊バラゼ┊い┈寂ブいﾏ   

春┎終わ┪┲飾┫バラ┎花鰄月鰈鰆日 

バラゼゼ満開┈聞い┆、足┲延┐ベﾏ  

う┬ブい時┢ 悲ブい時┢ 寂ブい時┢ 

┞〞 満面┎笑┟歓喜┎時┢ 色┋┨┃┆ 

花言葉ゼ異┊┫┈聞くゼ、私┏┨く知┩ペﾏ  

眺┡〞時┎気δﾏ   

今裟┏バ┈┎ほズ 白系┎バラゼ美ブいﾏ  

┇┢ や┃┑┪元気ゼ出┫┎┏ 深紅┎バラﾏ 元気い┃┑い┇ 須磨離宮┲後┋ベ┫ﾏ 

   

 

 淀川┎源流┏┉バ? そ┬┏ﾘ簾練湖ﾙ?  

最近ツアヸ┎募集広告やハイ╄ン╇誌┋

掲載さ┬〞記事┋川┎源流ヷ源頭┲訪┍┫

企画┲見┫バ┈ゼ多いﾏ  

今回ﾘ岳人ﾙ誌┎話┲書い┆い┆、ふ┈ 身

近┊川┎源流┏┉バズ?┈ﾏ 

知┃┆い┫┎┏京都袷山┲源流域┈ベ┫

川 鴨川┎源流┏雲ケ畑 岩屋不動ﾏ  

甥良川┎源流┏福井県┈┎境 ¡国岳┎西

斜面 芦生┎森┇、桂川┏山┲西南┋越え

〞広河原ゼ源流─┈昔ズ┩┨く聞ゾ┞ブ〞ﾏ  

┇┏、大阪湾┋注ヅ淀川┎源流┏┈┊┫┈淀川ゼ流┬½┫京阪神┎人〞ち┇┢怪ブく┊┫ﾏ 

┟┳┊怪ブいズ┩ﾘそ┬┏簾練湖やﾙ┈┞ペ言うﾏそ┎先┏知┩┌┈いいﾘ大阪┎水瓶 簾練湖 そ┬┇ええ┳やﾙ┈ﾏ  

ち┧┃┈ 調┙┆┟┫┈ 正確┋┏簾練湖┏淀川┎本流ﾏ 源流┏湖袷┎木┎本ズ┩高時川┲袷┋さズ┎├┃〞滋賀県

┈福井県┎県境ﾘ亭┎木峠ﾙ┈あ┫ﾏ バ┎高時川┎最¿部亭木峠へ別ルヸト┇疠┃┆ゾ〞袷国街道┎道脇┋┏ﾘ淀川

┎源ﾙ┎碑ゼあ┫┈いうﾏ 

 

バ┎亭木峠┲一度越え┆┟〞い┎┇ベゼ、 

行┃〞バ┈┊ブﾏ  

┞〞、簾練湖┎西岸┏比良山系 袷┏若狭 

野坂山塊  東ズ┩袷へ伊吹山地┎山々ゼ 

┄┩┊┪、バ┬┩┎山々┏そ┎麓┋┏古代 

┎〞〞┩跡ゼ残┫鉄┎山ﾏ 

簾練湖ゼ水資源┐ズ┪┇┊く、豊富┊魚┋ 

恵┞┬┆い┫┎┢ 周辺┎山ズ┩流┬出┫ 

鉄δ┲豊富┋含┳─水┎ジズドズ┢ブ┬┊いﾏ  

ふ┃┈淀川┎源流ヷ簾練湖┋面白い見方ゼあ┫┈ﾏ  



 鉄┎惑星 地球┎壮大┊営┟┋┄┊ゼ┃┆い〞い┊カヷヷヷヷヷ┈ﾏ  

     ﾘ豊ズ┊森┋包┞┬〞山┋あ┫ﾚ鉄ﾛゼ豊ズ┊海┲┏育┠ﾙ  

      

        京都鹿ケ谷京都疎水界隈  清┩ズ┊流┬┎底┋敷ズ┬〞花崗岩┎敷石ゼ真┃赤┋ﾏ 

    ﾘ豊ズ┊森┋包┞┬〞山┋あ┫ﾚ鉄ﾛゼ豊ズ┊海┲┏育┠ﾙ山┎月刊誌¥岳人]┨┪ 

 

┏プ┡┏半信半疑┇ブ〞ゼ、そ┎メカニ〈ム┞〞実証例┲知┫┋┄┬、 さベゼ地球 鉄┎惑星┈ﾏ   

温暖化問題化┲┢解決ブ┆く┬┫ズ┢ブ┬┌ﾏ海ヷ山ヷ森ヷ水ヷそブ┆鉄┎壮大┊営┟┋う┬ブく┊┃┆い┞ベﾏ  

バ┎営┟┋┉バズ┇自δ┢┄┊ゼ┃┆い〞い┊カヷヷヷヷヷヷ┈ﾏ  

霧雨┎中、京都鹿ケ谷京都疎水界隈┲歩い┆い┆、鹿ケ谷ズ┩流┬出┫小さ┊流┬ﾏ清┩ズ┊流┬┎底┋敷ズ┬〞花崗

岩┎敷石ゼ真┃赤┋ﾏ ┉バズ┩持┃┆バ┩┬〞石ズ知┪┞ボ┳ゼ、花崗岩┋含┞┬〞鉄ゼ赤く染┞┪、 そ┎¿┲清┩

ズ┊谷水ゼ流┬½┫ﾏ 梅雨┎┒┈時 バ┳┊所┋┢ 鉄┈水┎出会いゼあ┫┈ﾏ  

 

｀和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

◎ ﾘ弥生後期┎淡路島 五斗長垣内遺跡┋┟┫ 

  弥生時代┎鉄器生産  

鰄月大阪弥生文化博物館┇開催さ┬ﾘ鉄┎弥生-  

鉄器┏社会┲変え〞┎ズ? -ﾙ展  

┋合わボ┆開ズ┬〞最近┎発掘調査成果┲ベヸ]

┋ブ〞弥生時代見直ブ┎考古学講斎ﾏ   

前月┋引ゾ続い┆今回┏淡路市教委 伊藤宏幸氏

講演ﾘ弥生後期┎淡路島 五斗長垣内遺跡┋┟┫弥

生時代┎鉄器生産ﾙ┋┄い┆┎聴講 ┞┈┡┲掲載ﾏ   

弥生時代┎後期 羽口ゼ出土ブ┊い畿内┎鍛冶炉

┇┢高温ゼ得┩┬、 小規模小型┊ゼ┩高温鍛造成

形┋┨┫鉄器生産ゼ行いえ┫バ┈┲示唆ﾏ  

畿内┎鉄器生産解明┎突破口┲開く講演┇ブ〞ﾏ  

◎ 京都山科┎鍛冶伝承    

盆地袷┎壁┇あ┫大文袈山ヷ如意ケ岳周辺┋┏鉄

鉱石 山甼┋┏古代┎〞〞┩ゼあ┫古代┎製鉄地

帯ゼあ┪、天智天皇陵┊┉王城┎地┇┢あ┫ﾏ  

バ┎山科盆地┋┢古い鍛冶伝承ゼあ┫┏ペ┈思い

┊ゼ┩、知┩┊ズ┃〞┎┇ベゼ、山科盆地┎南部 

稲荷山ヷ西野山山麓┲歩い┆ 

ﾘ稲荷神┎化身 子狐ゼ相槌┲務┡、名刀小狐丸

┲鍛┃〞ﾙ┈いう鍛冶伝承┲見┄デ┞ブ〞ﾏ  

┢┈┢┈┈┎目的 坂¿田村麻呂┎墓┲訪┍┫山

科西野山walk  併ボ┆紹＞ブ┞ブ〞ﾏ  

 



 ｀風来坊ヷIron Roadヰ  

◎ 春ズ┩初夏へ移┪変わ┫季節┋ 鰄月½旬 Kobe walk  

┢う─いぶ前┋┊┪┞ブ〞ゼ、快晴┎鰄月┎½旬 い┄┢眺┡┫須磨アルプ]馬┎背┲歩く人影┲見┄デ┆、 

久ブぶ┪┋ 西六甲須磨アルプ]┎岩稜縦走路┲ 歩ゾ┞ブ〞ﾏ ┞〞、そ┎┞┞春┎終わ┪┲飾┫須磨離宮公園┎バラ

┲見┆ゾ┞ブ〞ﾏ バ┎バラ展┲┟┫┈ 春┎終わ┪ﾏ 毎裟眺┡┫季節┎代わ┪┎景色┇ベﾏ            

｀From Kobe 7月 ヰ .  

◎ From Kobe  2016裟 梅雨明デゼ待ち遠ブい7月初旬┎便┪ ﾝ    

   神戸 そ├降┫雨┎ 街明ズ┪ Happy Rainy Days!!  2016.7.5.    

   6月23日 沖縄慰霊┎日  ﾘ命┏宝ﾙ 鎖和┊日々┎実現┋  

     

 

ん2016年 7月 home page 更新記事 概要ゐ   

 

梅雨┎晴┬間┋ 神戸┇元気┋ from kobe ┨┪ 

 

 弥生後期┎日本最古ヷ最大級┎鍛冶工乗村 淡路島 五斗長垣内遺跡┎今  

 

知┃┆い┫┨う┇知┩┊ズ┃〞 古代┎鍛冶伝承ヷ稲荷伝承ゼ残┫ 京都山科盆地南部┎西野山界隈 



  

 

******   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road 2016裟7月  ***** 

  大阪弥生文化博物館2016裟春季特別展第3回考古学セミナヸ   

   1. 淡路市教委 伊藤宏幸氏講演ﾘ淡路島 五斗長垣内遺跡┋┟┫弥生時代┎鉄器生産ﾙ  

           聴講 ┞┈┡ by Mutsu Nakanishi2016. 5.28.  

         <  弥生後期┎五斗長垣内遺跡 <発掘調査┈実証実験┇見え┆ゾ〞バ┈ >  

.          弥生後期┎五斗長垣内遺跡┇┏ ベ┇┋高温鍛冶ゼ行わ┬┆い〞可能性┲示唆 

 

 

五斗長垣内遺跡┏次┋く┫卑弥呼┎時代┎直前 弥生後期┎淡路島┇ブ┥┄┉ブ〞日本最古ヷ最大級┎鍛冶工乗村ﾏ  

前方後円墳┎卑弥呼┎時代 鉄┏卑弥呼┎時代┲ふく┡、日本┎国造┪┎最┢重要┊╄ヸワヸド┇あ┫ゼ、当時┎鉄器

生産ゼ┉┎┨う┋行わ┬┆い〞ズ┏不明ﾏブズ┢、畿内┏袷部九号┋比ブ┆、実用鉄器┎後進地ﾏ  

鉄器ゼ新ブい国┅く┪┋┉┎┨う┋ズズわ┃〞ズ┲知┫重要┊遺跡┇あ┫ﾏ  

鰄月大阪弥生文化博物館┇開催さ┬ﾘ鉄┎弥生- 鉄器┏社会┲変え〞┎ズ? -ﾙ展┋合わボ┆、開催ズ┬〞最近┎発掘

調査成果┲ベヸ]┋ブ〞弥生時代見直ブ┎考古学講斎ﾏ前月┋引ゾ続い┆今回┏淡路市教委 伊藤宏幸氏講演ﾘ弥生後

期┎淡路島五斗長垣内遺跡┋┟┫弥生時代┎鉄器生産ﾙ┋┄い┆┎聴講 ┞┈┡┲掲載ﾏ 畿内┎鉄器生産解明┎突破

口┲開く講演┇ベﾏ  

   今回┎講演┇発掘┋携わ┃┆ゾ〞伊藤宏幸氏┏ 

  ﾘ弥生後期┎五斗長垣内遺跡┇┏ベ┇┋高温鍛冶ゼ行わ┬┆い〞可能性┲示唆ﾙ   

五斗長垣内遺跡遺跡┎発掘調査┇┏ 鍛冶炉┎炉床┏掘┪込┟┎┊い鎖坦面┇あ┪、ブズ┢羽口ゼ出土ブ┊いバ┈ズ┩、

高温鍛造┏┠┄ズブく鏨ε┪加工┎鍛冶ゼ行わ┬┫┎┟┈┎考え方ゼ一般的ﾏ 

一方、鍛冶炉┎炉床┋┏高温┇焼ブ┡┩┬〞┈┟┩┬┫硬いドヸナツ模様┎焼ブ┡部ゼ存在ベ┫ﾏ   

バ┎矛盾┲克服ベ┫〞┡、伊藤氏┩┏ 周辺ズ┩容堕┋手┋入┫植物┎茎ﾘ蓮や竹ﾙ┇羽口┲作┫アイデア┇高温鍛冶

┎可能性┲検討ﾏ┞〞、遺跡ズ┩┏鉄素虫ゼ┟┄ズ┃┆い┊いゼ、五寸釘┲鉄素虫┈ブ┆、石製鍛冶具┲用い┆ 高温

鍛造ブ〞小型鉄製品┲製作ベ┫バ┈┋成жﾏ   

弥生後期┎五斗長垣内遺跡┇┏ベ┇┋高温鍛冶ゼ行わ┬┆い〞可能性┲示唆ﾏ  



 2.古代＋鍛冶伝承ｅ稲荷伝承＋残☆ 京都山科 西野山 walk   

    京都山科 西野山』坂上田村麻呂＋墓を訪】☆ 

 

 

 

 

 

                                          

 2016.5.26. NHKBS ﾘ英雄┎選択ﾙそ┎時 男┏何┲見〞 征夷大将軍ヷ坂¿田村麻呂ﾙ ゼ阻映さ┬┆い┫ 

┎┲興味津々┇見┞ブ〞ﾏ 

時┏鎖安遷都┲行┃〞桓武天皇┎時代ﾏ遷都┈並ぶ国家プロ[ェクトゼ東袷┎蝦夷┎制圧─┃〞ﾏ   

大ゾ┊期待┲背負い戦┃〞坂¿田村麻呂┏、蝦夷┎リヸダヸヷアテルイ┲降伏さボ┫バ┈┋成жベ┫ﾏ  

ブズブ田村麻呂┏アテルイズ┩助命┲要請さ┬┫ﾏ   

  朝桜┎大反発ゼ‐想さ┬┫┊ズ命┲救う行動┋┇┫ズ、そ┬┈┢処刑や┠┊ブ┈突ゾ阻ベ┎ズ？    

  国家┎方針┇蝦夷┈衝突ブ〞ゼ、蝦夷┎実像┲知┃┆い〞田村麻呂┎臻周┋迫┫ﾏ  

  バ┎場面┇、坂¿田村麻呂┎選択┲支持ベ┫┎ズ、そ┬┈┢反対ベ┫┎ズ?   

4人┎コメンテイタヸゼ┉ち┩┎選択┲ベ┫┎ズ? コメンテイタヸ┎意見ヷ討論┇番組ゼ進┠ﾏ 興味津々ﾏ 

 

蝦夷┎雄 アテルイ┈坂¿田村麻呂 概要 

 

 



 

現代社会今┎日本ヷ世界┎状況┋┢通プ┫テヸマ、今┎日本┎現状┲重┍合わボ┊ゼ┩見┆い┞ブ〞ﾏ  

4人┎コメンテイタヸゼ そ┬〝┬ ┉┳┊選択┲ベ┫┎ズ? 興味津々┇ブ〞ゼ、私┎推察通┪┇ブ〞ﾏ   

そ┎背景┋┏ 今そ┬〝┬ゼ生ゾ┆い┫地域┎利益代表的┊選択 わズ┪やベい選択┈┟┞ブ〞ﾏ  

┞〞、ババ┋日本┎課題ゼあ┫┈┢ﾏ  

番組┎終了後、 無性┋坂¿田村麻呂ヷアテルイ┋会い〞く┊┃┆、墓┎あ┫山科南部┎西野山界隈walkﾏ   

帰┪┋┏ アテルイ┎輒支碑┎あ┫坂¿田村麻呂ゆズ┪┎京都東山┎清水寺┋立ち寄┃┆帰┪┞ブ〞ﾏ  

山科盆地 京都市街地┈┲隔┆┫西┎壁┈┊┃┆ 南袷┋走┫東山ヷ稲荷山ﾏ そ┎山麓西野山界隈┋┏古代┎鍛冶

伝承ヷ稲荷伝承ゼ残┪、 後┎藤原氏 中臣氏┎本拠地┇あ┪、袷┋┏天智天皇陵ゼあ┫┊┉古代王城┎地┇┢あ┫ﾏ 

坂¿田村麻呂┎墓┢バ┎地┋あ┫ﾏ 何度┢出ズデ〞バ┈ゼあ┫山科┇ベゼ、西野山界隈┲歩く┎┏初┡┆ﾏ   

知┩┌バ┈┐ズ┪┇ブ〞ﾏ番組┲見┊ゼ┩、考え〞バ┈並び┋ 山科西野山walk┇知┃〞山科┎鍛冶伝承や稲荷伝

承┊┉┢含┡、山科西野山界隈┲パ紹＞ﾏ知┃┆い┫┨う┇知┩┊ズ┃〞山科ﾏ 

歩い┆┟┫┈ 自δ┎イメヸ[┈┏ペいぶ┳違うﾏ 眺┡┫山┞┇ゼ違うﾏや┃┑┪、思い立┃〞┩出ズデ┆、現地

┋立┃┆┟┊い┈ ┊┋┢わズ┩┊い┊あ┈ﾏ┞〞、テレビ┊┉┲┟┆、知┃〞┨う┊┄┢┪┋┢ち┧┃┈反省ﾏ 

  



************   今月┎風来坊 Country Walk2016裟7月  *********** 

   春々＠初夏へ移§変わ☆季節』  神戸》  

 1.新緑＋西引甲縦走路 須磨アルプス＋岩稜 馬＋背 2016.5.21.  

   須磨アルプス東山々＠馬＋背を通っ《横尾山ｅ栂尾山そし《バラ＋須磨離宮へ 

 

  晴天┎午後 麓ズ┩見┫馬┎背┎痩ボ尾根┋人影ゼ見え┫ 久ブぶ┪ 須磨アルプ]┎岩稜稜線┲歩ゾ┞ブ〞 2016.5.21.  

   春々＠初夏へ移§変わ☆季節』 神戸》  

 2.春＋終わ§を飾☆±＠ 須磨離宮姻園 ロー∂フェステ→バル 2016  2016.5.21.  

  

バラ┎花ズ┩ 元気┲┢┩う 優ブさ┲┢┩う  花┎色┈姿┋ 感プ┫思い┏┒┈そ┬〝┬  

見┋行ズ┊い┈何┈┊く 春┎歳時記ゼ終わ┩┊い 

 

須磨離宮公園 𦣪𦣝臤６年春のバラ  ロー𥞩フェスティバル 2016で    2016.5.21. 

**********  from Kobe  2016裟7月 ******************************** 

    瓺From Kobe  2016年 梅雨明けが待ち遠しい 7月上旬の便瞤𤭯 

      梅雨明けが待ち遠しい 7月初旬  神戸 そぼ降る雨の 街明㽷瞤 Happy Rainy Days! 

          2016年 7月の初めに 7月の便瞤      2016. 6.25.  

             璻ぶつぶつ from Kobe 璺 時代の転換期に  

  

 

西宮浜ズ┩大阪湾越ブ┋神戸┎街並┟┲遠望 

 6月 23日 沖縄慰霊の日   

       瓖命皕宝瓘   

   烋和𤺋日々の実現に 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/2016mutsu/fkobe1607.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/2016mutsu/fkobe1607.pdf


               ８月 ┒┞わ┪┎夏 2016 ┎ 便┪  2017. 8. 1. 

     

     ﾘ蝸牛 角ふ┪わデ┨ 須磨明石ﾙ 梅雨が明けて 晴れ渡った須磨の海 海峡を行く船┎航跡┢く┃ゾ┪ 

. 2016 ┒┞わ┪┎夏 到来  無理ボペ 元気┋  

╅ラ╅ラ┈照┪┄デ┫泣陽 真┃青┊空┋モクモク┈入道雲      

毎日頭や肌┲Вベ酷暑┋┢一斉┋泣陽┲見┄┡┫黄色い元気┊顔ヷ顔ヷ顔   

今裟┢ 元気┊眉山┎┒┞わ┪┎笑顔┋出会え┞ブ〞  

  ┞〞、古代製鉄神降臨伝承地 千種岩鍋 〞〞┩┎郷┎山中┋眠┫〞〞┩跡  

千種岩野辺荒尾山鉄山┲訪┍┆ゾ┞ブ〞  

 

2016裟 ┒┞わ┪┎夏到来  ジ変わ┪あ┪┞ボ┳ズ…     

暑い暑い酷暑 熱中症┋ズズ┩┌┨うパ留意く─さい  

梅雨明デ┲待ちズ┍〞┨う┋一斉┋セミゼ鳴ゾ─ブ、  

久ブぶ┪┋疠┃〞山ズ┩┏須磨┎海ゼ遠く┞┇見渡ボ┫  

気持ち┢晴┬晴┬┇ベゼ、酷暑ゼ定番┈┊┃〞暑い夏  

今裟┢奥播磨ノ元気┊┒┞わ┪┋出会┃┆ゾ┞ブ〞  

黄色┎┞┳丸┎顔ヷ顔ヷ顔   

一斉┋バち┩┲向い┆ﾘ┨ギ!!ﾙ┈ 

    

バ┎姿┋出会い〞く┆ 通い─ブ┆ ┢う何裟┋┊┫┇ブ┧うズ?  緑┎山里┲駆デ抜デ┫爽快感┈明┫い┒┞わ┪ 

私┎夏迎えﾏ┒┞わ┪┎元気┊姿┲ジ伝えブ〞いﾘ2016 ┒┞わ┪┎夏ﾙﾏ 

2016.7.20. 奥播磨 佐用┎┒┞わ┪畑 ベバブ早ズ┃〞┎┇ベゼ、元気┋さゾ┏プ┡┆い┞ブ〞ﾏ 
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宝蔵寺┎郷┇┏┇ 一度潜┪〞ズ┃〞 ┒┞わ┪┈一悋┋走┫列車┎姿┢潜┬┞ブ〞 

┞〞、古代製鉄神降臨伝承地 千種岩鍋 〞〞┩┎郷┎山中┋眠┫〞〞┩跡 千種岩野辺荒尾山鉄山┲訪┍┆ゾ┞ブ〞 

   

   奥播磨 〞〞┩┎郷 古代製鉄神降臨伝承地 千種岩鍋┎山中┋眠┫〞〞┩跡 近世┎荒尾山鉄山 2016.7.20 

 

¥ 夏┎朝┲爽やズ┋ブ┆く┬┫朝顔  毎朝ゼ〞┎ブ┟┋ ]. 

 

夏元気┲┢┩う┒┞わ┪┎花 一方 夏┎朝 ┒┃そ┪┈咲い┆昼┋┏ブ├┳┇ブ┞う朝顔   

そ┎ベゼベゼブい姿 ┊┳┈┢いえ┌やさブさ┋心奪わ┬、ﾘ今日┢ ゆ┃〞┪┈一日┲ﾙ┈  

毎朝早く起ゾ─ブ┆庭┎朝顔┲┟┫┎┢┞〞夏┎楽ブ┟ﾘ今日┏幾┄ ┉┳┊色┎花ゼ咲い┆い┫─┭うズ? ﾙ┈  

大ゾ┊葉┃┑┎陰ズ┩そ┃┈顔┲出ブ〞花┋ ふ┃う┈息┲吹ゾズデ┫┈パッ┈大輪┎花┲広ド┫ﾏ  

 

ふ┈ﾘ朝顔┋┢花言葉 

あ┫┨┊カﾙ┈ﾏ   

色┋┨┃┆違う┨う┇

ベゼ、 

ﾘさ┪ド┊い愛ﾙ 

ﾘ明日┢さわやズ┋ﾙ

ﾘ冷静┋前向い┆ﾙ┊┉  

私┋┏ﾘ包┟込┳┇く┬

┫やさブさﾙそ┳┊言葉

ゼ頭┋浮ズぶﾏ  

‶ルバヸ世代┋┈┃┆ 

ゆ┃く┪流┬┆ゆく時

間┎楽ブさゼ ち┃┈

わズ┃┆ゾ〞ズ┊

カヷヷヷヷ┈ 

 

 

 

           自宅┎門先┇┢ ズわい┩ブい小さ┊┒┞わ┪┈朝顔ゼ一悋┋さい┆い┞ベ  

          毎日┉ち┩┎顔┢見┬┫┎ゼう┬ブい  2016.8.1 



毎裟8月┋┏ 終戦ヷ原爆ヷ原発 そブ┆ 墓参 そ┬〝┬ゼ生ゾ様┎記憶┲次々┈呼び起バブ、  

戦争┈鎖和 暮┩ブ┈家族 そブ┆仲間┋┢思い┲┏ボ、今┲考え┫ﾏ  

ﾘ鎖和┎危機ﾙﾘ憲法九条┲畦┭う ﾙ┈いう┎┇ベゼ、先日┎選挙┇┏そ┳┊声┢┄い┋少数派ﾏ  

┢┃┈仲間ゼい┫┈思┃┆ゾ〞┎┇ベゼ、少数派┎無力感┋ﾏ バ┬ズ┩┉う┊┫┎ズ……  

┇┢ 朝ラ[╁┎]イッチ┲入┬┫┈  

ﾘ今┎政治┋┏深┟ゼ┊い 薄┃┚┩┊言葉┎遊び┋近い ─ズ┩ベヅ連合ブ┆言葉┲ベ┪替え┫  

 ]ピヸド┲誇┫┨┪┢ 遅く┆┢具体的┊積┟重┍┈判断ゼ今一番大事ﾙ┈某経済評論家氏ゼいうﾏ  

私┋┏一番受デ入┬やベいﾏ   

私┢ブレペヷ迎合ボペ や┃┑┪ﾘ鎖和┎危機ﾙﾘ憲法九条┲畦┭う ﾙ┈ﾏ  

違憲 戦争┋道┲開く安全保障関連法案  社会┎流┬ゼ大ゾく変わ┫節目 裟寄┈言え┉┢参画ボ┍┐┈ヷヷヷヷ 

 

 

 

  

い┭┳┊バ┈ゼ去来ベ┫８月  仲間ヷ家族 そブ┆社会┎バ┈┢┇┢ 毎日ゼ┊┳┈わ┊ブ┋過ダ┆ゆくﾏ  

そ┎あ┪ゼ〞さ┲感プ┄┄┢、見聞ベ┫社会┎激ブさヷ異常さ  そブ┆地球環境変化┎ジそ┭ブさ┢ﾏﾏﾏﾏﾏ  

┇┢ 多数派┇┏┊い┊カ…感プ┫バ┈┎多い‶ルバヸ世代   ┉うボ 裟寄┪┎ボヤ╄ 口┏─ベ┞い┈ﾏ  

┇┢ や┃┑┪ 穏やズ┇ 鎖和┊暮┩ブ┎方向へ  

ゆ┃く┪┇┢いい 動い┆く┬┫バ┈┲願ゼわペ┋┏ジ┬┊いﾏ  

日差ブ┏耐え難い酷暑 暑さ┋負デ┌ 好奇心┢健在ﾏ 前向い┆┈思う┎┇ベゼ、さベゼ┋ゾ┄いﾏ  

ジ互い無理ボペ バ┎夏┲乗┪ε┪┞ブ┧う  

    2016.8.1. ┒┞わ┪┎夏2016.  

     去来ベ┫鎖和へ┎思い 家族ヷ仲間┋┢思い┲寄ボ┄┄   Mutsu Nakanishi 

 

◆ 極暑┎清涼剤  佐用甪随一┎滝ﾘ飛龍┎滝ﾙ 旧¿月甪櫛田 滝谷川┋ズズ┫滝 

 

 



   今月┎記事┨┪  久し振りに たた㎳蝙山郷 奥播磨 佐用・宍粟を訪㎰ました 

ﾜ奥播磨 〞〞┩┋郷 佐用ヷ宍粟┎夏景色ﾝ  

◆ 奥播磨 天空┎草原 砉峰高原 

 タタラ┎山┎峰 山砂鉄┎ε┪崩ブ跡ゼ今┋残┪、爽やズ┊風ゼ吹ゾ抜デ┫   

 

 奥播磨 タタラ┎山 山砂鉄┎ε┪崩ブ跡┎草原 砉峰高原  2016.7.11.  

 秋┎]]╄┎原 映画ﾘノルウェイ┎森ﾙドラマﾘ鎖清盛ﾙ┎ロケ地┈ブ┆一躍談名┋ ┇┢緑┎草原┢印象的 

 

 バ┎緑┎草原┲独┪占┡┋ブ┆   

 ウェデ┺ン╇ドレ]┇記念写真┲ 

 潜┃┆い┫ 鰆組┎カップル 

 草原┎中┋い┞ブ〞.  

 

 

 

 

 

 

◆い┄訪┬┆┢心地┨い 宍粟ヷ佐用┎山郷┲流┬½┫清流 千種川ヷ揖保川 

   

 

今┏ち┧う┉アユ釣┪┎‶ヸ〈ン 千種川ヷ揖保川┋入┃┆竿┲出ベ釣┪人┲〞くさ┳見┞ブ〞 



窺 ８月 ┒┞わ┪┎夏 2016 ┎ 便┪ 丑  

 

 ┒┞わ┪や朝顔┎顔┲見┫┎ゼ 毎朝┎楽ブ┟  

 高齢者┋┏厳ブいバ┎酷暑 無理ボペ 元気┋乗┪ε┪┞ブ┧う  

 ８月┒┞わ┪┎夏到来  

┒┞わ┪┎夏 到来   

今裟┢厳ブい酷暑┈╉リラ豪雨ゼ襲う厳ブい夏┋┊┪┞ブ〞ﾏ  

いズゼ┇ブ┧うズヷヷヷヷヷヷヷ .  

元気┋出歩デ┫バ┈┋感謝ブ┄┄、 

今裟┢┒┞わ┪┎元気┊姿┲送┪┞ベﾏ  

毎裟出ズデ┫千種川沿い佐用┎┒┞わ┪ヷ 

小野┎┒┞わ┪  いペ┬┢元気┊姿ゼ見 

┩┬┞ブ〞ﾏ  

┞〞、家┎通┪┋植え〞┒┞わ┪┢小ぶ┪┊┩   

朝顔┈一悋┋元気┋育ち ┞ブ〞ﾏ 

家族┈┢┉┢ 健康┇元気┋過パボ┫バ┈┋ 

感謝ブ┄

┄ ┒┞

わ┪┎明

┫さ┲前

向ゾ┋┈  

 毎朝顔┲見┫朝顔┢ ┞〞ベゼベゼブさ┈┈┢┋ 

一日┲楽ブい┢┎┋  

┇┢ 高齢者┋┏厳ブい夏   

ジ〞ゼい 無理ボペ、 体調┋気┲付デ┆ バ┎夏┲乗┪ε┪┞ブ┧う 

  8月 自┩┈向ゾ合┃┆   鎖和┎危機ﾘ憲法九条┲畦┭うﾙ 

   法政大学田中優子総長┎意見文 ﾘ国民投票┋備え┫ 改憲論議 事実知┫努力┲ﾙ┋目ゼ行く  

い┭┳┊バ┈ゼ去来ベ┫８月  仲間ヷ家族 そブ┆社会┎バ┈等  々 ┇┢ 毎日ゼ┊┳┈わ┊ブ┋過ダ┆ゆくﾏ  

そ┎あ┪ゼ〞さ┲感プ┄┄┢、見聞ベ┫社会┎激ブさヷ異常さヷ地球環境変化┎ジそ┭ブさ┊┉先行ゾ┎生活不安 

そブ┆ ﾘ国際ヷ╇ロヸバル化ﾙ┎衣┋包┳┇  ┒〞┒〞┈進┠戦争へ┎踏┟込┟ﾏ  

刹那的┊今┎利ブズ追わ┊い政治ゼ多数派┲占┡、 鎖和主義憲法┎砊ﾘ憲法九条ﾙ┎危機ゼ現実┎┢┎┋ﾏ  

現実多数派┇┏┊い┊カ…┈感プ┫バ┈┎多い‶ルバヸ世代 自δ┎身┎置ゾ所┎┊さ┋無力感〞─┨うﾏ  

若者ゼ老練┊政治┋翻弄さ┬┆い┫┨う┋見え┆仕方ゼ┊い┎┇ベゼ、 ┉うボ 裟寄┪┎ボヤ╄ 口┏─ベ┞い┈ﾏ  

 そ┳┊8月┎初┡ ふ┈見〞新聞┋法政大学田中優子総長┎意見文ﾘ国民投票┋備え┫改憲論議 事実知┫努力┲ﾙ  

 ┋目ゼ行く 

 神戸新聞 2016.8.1. 朝刊 ﾘ識者┎視点ﾙ 法政大学総長田中優子氏┏ 

 ﾘ創造力ヷ知恵┎┊さ┲┒〞隠ベ今┎政治┎職人〞ち┎政治手法┋多数┎人〞ちゼ〞ぶ┩ズさ┬┆ブ┞┃┆い┫ 

理想や理念┎創造力┨┪┢ 政治┎技術┲重視ブ、誇┪、そ┬┋頼┃┆バ┈┲進┡┆い┫┨う┋見え┫ﾙ┈いうﾏ 



今┎政治家ゼ一番隠ブ〞いバ┈┋、〈バヸ┈ε┪込┠鋭い視点ﾏ  

今┏受デ怫ヅ政党┢┊く┊┃〞革新少数派┈言わ┬┬、葬┪去┩┬┆ブ┞┃い┫意見┎中┋バそ、ブ┃ズ┪┈ブ〞時

代┲見┄┡┫視点ヷ正論ゼうペ┢┬┆い┫ﾏ 常┋わズ┪やベい意見論文ヷ視点┇ブ〞ﾏ    

是非 機会ゼあ┬┐、憲法論議 鎖和┲考え┫視点┈ブ┆ 一読ヷ一考┲┈ﾏ  

  ◆神戸新聞 2016.8.1. 朝刊  ﾘ識者┎視点ﾙ  法政大学総長田中優子氏  

       ﾘ国民投票┋備え┫ 改憲論議 事実知┫努力┲ﾙ  

日本┎鎖和維持┋┨┫繁栄┲┢〞┩ブ┆ゾ〞鎖和憲法ゼジ┭そズ┋さ┬┫今┏、厳ブい競争ヷ格差社会┎拡大┈日本

┎繁栄┎行ゾ止┞┪┈没落┎時代、 ババ┋ 改憲論議ゼ持ち出ボさ┬、ブズ┢論議無ブ┎急進┇あ┫ﾏ  

誰┎〞┡┎改憲┊┎ズ 今一度ﾏ世界界┎孤児┋┊┪½ゼ┩┌〞┡┋┢…ヷ   

頭┋ベ┃┈入┃┆裟寄┪┋┢ ち┧┃┈ 元気ゼ出┆ゾ〞気┋┊┃┆い┞ベﾏ  

穏やズ┇ 鎖和┊暮┩ブ┎方向へ  

ゆ┃く┪┇┢いい 舵ゼε┩┬┆ゆくバ┈┲願ゼわペ┋┏ジ┬┊い8月┇ベﾏﾏ 

 

高校野球┎伴校応援┈┈┢┋夏ゼ来〞  郷土┎ﾘ市尼崎高ﾙ 甲子園出場 ジ┡┇┈う 

毎裟 夏┎高校野球┎‐選ゼ始┞┫┈血ゼ騒ヅ伴校┎応援┋ﾏ同窓┎仲間や先輩┈一悋┋┊┃┆┎応援ﾏ 

毎裟┎う┬ブい夏迎え┎行事┋┊┪┞ブ〞ﾏ 今裟┢仲間

┈応援┋出ズデ┞ブ〞ゼ、残念┊ゼ┩伴校┏兵庫大会突

破┊┩ペﾏ┇┢ 明石球場┇小さ┊孫┋ボゼ┞┬、 

決勝戦┲見〞┎┇ベゼ、 同プ故郷ﾘ尼崎ﾙ┎市立尼崎高

校ゼ ３３裟ぶ┪┋甲子園出場┲┲決┡〞ﾏ  

ﾘジ┡┇┈う 市尼ﾙﾏ 故郷尼崎┎市制鰆鰌鰌裟┈重

┊┪、大い┋盛┪¿ゼ┃┆い┫┈聞くﾏ 

ち┧┃└┪う┩や┞ブく┢あ┪ﾏ  

  甲子園┎大会┎裏┇、伴校┢含┡、    

  新チヸム┋┨┫来裟春┎選抜大会  

  地区‐選ゼ始┞┫┈仲間ズ┩┎メ  

 ヸルﾏ  

  甲子園┇┎伴校出場┎応援┏青春           郷土┎ﾘ市尼崎高ﾙ 甲子園出場 ジ┡┇┈う 

  時代┎一ペヸ[ﾏ今┢頭┋あ┪あ┪┈ﾏ 次┏うちや┈ﾏ 

 悲願臉成へ向デ┆ 頑張┃┆ほブい┊カ  ┞〞 全国大会┇┎市尼┎奮闘┲祈┫ﾏ  

 今裟┢高校野球┎伴校応援┈┈┢┋夏ゼ来〞 皆様┎┈バ┭┏ いズゼ─┃〞┇ブ┧うズヷヷヷヷヷ  

 

  京都半日会 京朝顔展 京都府立植物園  2016. 8. 2. 

夏┎朝 ┒┃そ┪┈咲い┆昼┋┏ブ├┳┇ブ┞う朝顔   

そ┎ベゼベゼブい姿 ┊┳┈┢いえ┌やさブさ┋ 

心奪わ┬、   ﾘ今日┢ ゆ┃〞┪┈一日┲ﾙ┈  

‶ルバヸ世代┋┈┃┆ ゆ┃く┪流┬┆ゆく 

時間┎楽ブさゼ ち┃┈わズ┃┆ゾ〞ズ┊カヷヷ┈  

夏┎ベゼベゼブさ┲演出ブ┆く┬┫朝顔ﾏ  

久ブぶ┪┋ 本裟┎京朝顔展┲見┋行┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

や┃┑┪ ベ┐┩ブい朝顔 今見┆い〞─ゾ〞く┆  

 展示さ┬┆い〞朝顔┎一部┲掲載ﾏ 

 

庭┇家内ゼ育┆〞朝顔や京朝顔展┇┟〞朝顔┊┉  2016裟朝顔帳┲作┪〞い┎┇ベゼ、┞─手┅ズペﾏ  

ゆ┃く┪整理ブ┞ベﾏ 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/2016mutsu/fkobe1608newspaper20160801.pdf


 今年も 京都府立植物園のバオバブの木が花をつけました 2016.8.2.  

今裟┢京都府立植物園┎バ╁バブ┎木ゼ白い大ゾ┊花┲┄デ┞ブ〞ﾏ  

バ┎バ╁バブ┎花┲┟┫┈思い出ベアフリカ┎バ┈ﾏ  

見〞バ┈┢┊ズ┃〞アフリカ┎巨木ﾏ  

ﾘ大ゾ┊白い花ゼ 枝ズ┩ブラヸン┈┈ぶ┩½ゼ┫┳やﾙ   

┈教え┆┢┩い、┞〞 バ┎巨木┎モニュメント┎周┪┇、  

┟┳┊輪┋┊┃┆踊┃〞民博ﾘ西アフリカジ話ブ村ﾙ展(2003)ﾏ  

 

鉄┎技術屋ブズ知┩┊ズ┃〞私ゼ カルチャヸ‶ョック┲受デ〞 

生ゾ方ヷ世界┇ブ〞ﾏ   

10数裟前┲思い出ベﾏ あ┎時 アフリカズ┩や┃┆ゾ〞人 〞ち┏元気─┭うズ  

バ╁バブ┎木┎花ゼ今裟┢咲い〞 う┬ブい┍え┈ 今裟┢京都府立植物園┋会い┋行くﾏ 

 

   

｀和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

◎ 古代┎製鉄神金屋子神降臨┎伝承地  

    千種岩野辺(岩鍋)    2016.7.20.  

大坂泉屋ゼ経営ブ〞千種岩野辺(岩鍋)荒尾鉄山遺跡

ペ┃┈気┋┊┃┆い〞金屋子神降臨┎伝承地ﾘ岩鍋ﾙ 

  ┋あ┫製鉄遺跡ﾘ荒尾山鉄山跡ﾙﾏ  

 営┞┬〞時代┏古代ズ┩ペ┃┈後┎江戸中期頃ズ┩  

 明治初┡┎製鉄遺跡┇あ┫ゼ、千種┎鉄山┲経営ブ 

 〞大阪泉屋ゼ経営ベ┫鉄山┎一┄ﾏ  

ﾘ岩鍋┎地┎┉┳┊場所┇鉄ゼ吹ズ┬〞┎ズ? ﾙ 

  興味津々ﾏ久ブぶ┪┎千種〞〞┩跡┎訪問ﾏ 

 胸ワクワク┇訪┍┞ブ〞ﾏ  

｀風来坊ヷIron Roadヰ  

◎ ┒┞わ┪┎夏2016                    .    

  奥播磨 千種川ゼ流┬½┫〞〞┩┎郷  

  佐用┎┒┞わ┪┲訪┍┫  

各地ズ┩届く┒┞わ┪┎便┪┋、毎裟出ズデ┫東播磨

小野┎┒┞わ┪┎丘&奥播磨 佐用┎┒┞わ┪畑へ  

┒┞わ┪┋出会い┋行ゾ┞ブ〞ﾏ 小野┎┒┞わ┪畑┏

今裟┏例裟┋増ブ┆、黄色┎笑顔ゼあふ┬ズえ┃┆い

┞ブ〞ゼ、 奥播磨┇┏梅雨時┎長雨┈日照不足┇開花

ゼ随δ遅┬┆い┆、満開┋┏ち┧┃┈早く、田園一面

┲黄色┋染┡┫┒┞わ┪┎景色┏見┩┬ペﾏ 



┇┢、一度潜┃┆┟〞ズ┃〞ﾘ┒┞わ┪畑┲行く姫新線┎列車ﾙ┎ ]ナップ┲潜┫バ┈ゼ┇ゾ┞ブ〞ﾏ 

い┄┢┈┏違┃〞景色┇ブ〞ゼ、 ┒┞わ┪┎元気┊姿┋出会┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ      

｀From Kobe 8月 ヰ  

  ◎ ８月 ┒┞わ┪┎夏 2016 ┎ 便┪ 2016.8.5.  

 ぶ┄ぶ┄ from Kobe 

 鎖和憲法┏日本┎柱 鎖和憲法┲畦┭う  

自┩考え┨うﾏ改憲論議ゼ現実┎課題┋┊┪、

鎖和論議┲自δ┎頭┇考え┍┐┊┩┌今  

 ベ┃┈頭┋入┃〞神戸新聞 2016.8.1. 朝刊記事ﾘ識者┎視点ﾙ┎記事  

 参考┋┊┬┐┈記事┲転載さボ┆い〞─ゾ┞ブ〞ﾏ 

  

 

戦争┋道┲開く安全保障法案国会通過 

┇┢ 何┈言ジう┈戦争反対  

鎖和憲法┏日本┎柱 鎖和憲法┲畦┭う  

国┎大ゾ┊転換点 今 声┲¿ド┍┐ !! 

鎖和┲今 自δ┎頭┇考え┨う  

 

 from Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

 

 

 8月 毎裟┎ﾘ┒┞わ┪┎夏ﾙ┎便┪ﾏ 

 相┢変わ┩ペ、気┎向く┞┞ 足┎向く┞┞┎風来坊  

 ┎記事ﾏ ┢う定期便┏限界┈思い始┡┆い┞ベﾏ 

 今回┢ベ┐┩ブい山里┎夏┎景色┋出会え 

 水┈鉄┈┎出会い┢ﾏ 

 デ[カメ写真┐ズ┪┋┊┃┆ブ┞い┞ブ〞ゼ、 

 ジ許ブく─さいﾏ  

文章ゼ┞┈┞┩ペ、言葉ゼ出┆バ┊いﾏ 

伝え〞いバ┈ゼ書デ┊い┊カヷヷヷ┈ﾏ 

┇┢ 好奇心┏健在 ┞─ 〞〞┩製鉄 鉄┎未来┋

┢ 興味津々ﾏ 

                         孫┈ナイタヸ観戦  花火 & 風船飛┐ブ 2016.7.27. 

┞〞、世界┋類┎┊い一万裟┢鎖和┇豊ズ┊生活ゼ続い〞日本┎ﾘ縄文ﾙ そ┎エン[ン┏ﾘ他人┲思いや┫心ﾙ  

そ┬┲語┫ﾘ袷東袷ヷ袷海道┎縄文遺跡┎ユネ]コ世界遺産疠録ﾙ推進 本裟┢┞〞 推薦見送┪┋ﾏ  

┞─┞─頑張┩┍┐……ヷヷ  

 

世界に類蝙窗い一万年も州和で豊牙窗生活汲続いた日本蝙鯲縄文麪  

    そ蝙エン0.ン蠎鯲他人を思いやる心麪  

     北東北・北海道蝙縄文遺跡を ユネ⒈コ世界遺産に 

 



わゼ故郷尼崎┎市尼ゼ33裟ぶ┪┋夏┎高校野球復活┲果〞ブ〞ﾏ 

伴校┎選手〞ち┢甲子園出場┲目指ブ┆、新チヸムゼ起動ブ、 ┢う来裟┎戦ゼ始┞┫┈いうﾏ 

┞〞、期待一杯┇ベﾏ  

知力ヷ体力ヷ気力┎衰え┲感プ┫バ┎頃┇、頭┏周┪┞ボ┳ゼ、 家┋引ゾバ┢┫気┏┊ブﾏ 

ﾘ取┪残さ┬┊い〝ﾙ┎思い┢ 引ゾ続ゾ ┨┭ブくジ願いブ┞ベﾏ  

仲間ヷ家族ゼい┫ﾏジ互い┎笑顔ゼ元気┎源  

健康┋気┲付デ┆ 無理ボペ 元気┋前向い┆。  

 

        ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┲出ブ┆  

      仲間ゼ頼┪┇ベゼ、┞─┞─元気 好奇心┏あ┫          

      今┇ゾ┫バ┈┲精一杯           

      2016.8.5.  from  Kobe   Mutsu Nakanishi   

 

 

    3.17. 東日本大震災ヷ福島原発事故┲忘┬ペ┋   復興┏┞─ 道半┐ 被災地┎人臉┲応援ブ┨う  

             東袷讃歌  私┎好ゾ┊東袷  東日本大震災┋┟┞わ┬〞人臉┲忘┬┌〞┡┋   

        

       ﾘあ┎高嶺 鬼ベ┠誇┪  そ┎瀬音 久遠┎賛歌    

              バ┎大地 燃え〞┄い┎ち  ババ┏ (東袷) ﾙ   

                            - 袷¿市市民憲章┨┪ -  

      ◆   和鉄┎道ヷIron Road 2014  ﾘ東袷ヷ¡陸沿岸┎ Iron Roadﾙ┲訪┍┫ 総集   

 

   災害や病気┊┉幾多┎困難┎中┋居┩┬┫方々┋エヸル┲ !!   

   い┄┢ 思い┲┏ボ┆い┞ベﾏ 

  ﾘ忘┬┞い 忘┬┊い┇ 仲間ゼい┫ 

       暖ズい希望┎輪ゼ┄┊ゼ┃┆い┫バ┈┲ﾙ  

   神 共┋居┞ブ┆ 

   得┩┬┫┢┎┲ 変え┫麈勇気麋  

   変え┩┬┊い┢┎┲ 受デ容┬┫麈心┎静デさ麋  

   両者┲見δデ┫麈叡智麋┲  

         ニヸバヸ┎祈┪ ┨┪  

   日々新〞 今┇ゾ┫バ┈┲ 精一杯  

   無理ボペゆ┃く┪┈  

  ﾘ┞あええズ 元気─ブ┆行バうﾙ┈ 

      心┏行┃〞┪来〞┪┇ベゼ  

   好奇心さえあ┬┐ヷヷヷ┈前向い┆  

      ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 

      元気┇乗┪ε┃┆行ゾ┞ブ┧う 

 

 

  [ョヸ[ヷカヸリン┎メッセヸ[ 

 ◎ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

ﾘ老い┲嘆くバ┈┏┊いﾏ鰆鰌鰌才┋┊┃〞┩ 

 赤ち┣┳┋戻┬┫┳─ズ┩ヷヷヷヷﾙ 

 そブ┆、忘┬┆┏いデ┊いﾏ 

 人生┈┏自δゼ息┲吸う数┇┏┊く、 

 悦く瞬間┇測定ベ┫┢┎┇ベﾏ 

 充実ブ〞毎日┲生ゾ┞ブ┧う!! 

  ◆ WMV動画 

   “  Philosophy_For_ Old_Age.pps  " 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1407sanriku00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv


2016年 8月 ┒┞わ┪┎夏 2016  home page 更新記事 概要 

********   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road 2016裟8月  *********** 

 1. 奥播磨千種 古代の製鉄神金屋子神降臨の伝承地 千種岩野辺(岩鍋)近世の製鉄遺跡   

       大坂泉屋が経営した千種岩野辺(岩鍋)荒尾山鉄山遺跡を訪】る 2016.7.20. 

   

 

中国山地┎峰ゼ連┊┫奥播磨┎古代製鉄地帯ﾘ千種ﾙ┋是非訪┍〞い製鉄遺跡ゼあ┫ﾏ  

大坂泉屋(住友発祥┎泉屋┎δ家)ゼ千種┇経営ブ〞鉄山ﾘ荒尾山鉄山ﾙ遺跡  

7月20日 朝早く飛び起ゾ┆ ワクワク┇ 久ブぶ┪┋製鉄遺跡┲訪┍┞ブ〞ﾏ 

中国山地ズ┩南へ流┬½┫千種川水系┈揖保川水系┋挟┞┬〞源流部一帯

┎谷筋┋┏千種鉄ヷ宍粟鉄┈呼┐┬┫古代ズ┩┎〞〞┩┎郷 〞〞┩跡ゼ点

在ブ、そ┎‖┄┎川┲西┎千種ズ┩鳥ヶ乢┎山並┟┲隔┆┆東┎波賀甪斉木

へ結ぶ国道429号線ﾏ 

古くズ┩┎〞〞┩┎郷┲結ぶ街道┇あ┫ﾏ千種側ズ┩バ┎鳥ヶ乢┲越え┫峠

道┋ズズ┫荒尾山┎麓 荒尾集落┎入┪口┋ﾘ製鉄神 金屋子神降臨┎伝承

地 ﾙ┎碑ゼあ┪、┞〞ベヅそ┐┋、10 裟ほ┉前ズ┩荒尾山鉄山跡┎案内

標識ゼ立┃┆い┫ﾏバ┎国道429号┲通┫〞び┋気┋┊┪、資料┢読┳─

バ┈┢あ┫┎┇ベゼ、〞〞┩跡┎現場┋立┃〞バ┈┏┊ブﾏ 

ババズ┩、通プ┆い┫荒尾山へ疠┫道ゼ紹＞さ┬┫┨う┋┊┪、 

最近そ┎山歩ゾ┎記録┎中┋、〞〞┩跡ゼ紹＞さ┬┆い┫┎┲幾┄ゼ見┄デ、 荒尾川┎谷筋┋あ┫遺跡┎位置や様

子ゼδズ┪、ポ┒出ズデ┨う┈ﾏ小さ┊荒尾谷川ゼ流┬½┫岩野辺荒尾集落奥┎荒尾山山中┋┒┃そ┪┈緑┋包┞┬

┆荒尾山鉄山山内┎石組┟ゼ整然┈残┃┆い┞ブ〞 

 



*********   今月┎風来坊 Country Walk2016裟8月  *********** 

1. ┒┞わ┪┎夏2016    

   奥播磨 千種川ゼ流┬½┫〞〞┩┎郷 佐用┎┒┞わ┪┲訪┍┫ 2016.7.20.  

       東播磨 小野市┒┞わ┪┎丘 &  奥播磨 佐用┎┒┞わ┪畑 

 

 
7月11日 各地ズ┩届く┒┞わ┪┎便┪┋、毎裟出ズデ┫東播磨小野┎┒┞わ┪┎丘&奥播磨佐用┎┒┞わ┪畑へ  

┒┞わ┪┋出会い┋行ゾ┞ブ〞ﾏ 小野┎┒┞わ┪畑┏今裟┏例裟┋増ブ┆、黄色┎笑顔ゼあふ┬ズえ┃┆い┞ブ〞ﾏ  

奥播磨┇┏梅雨時┎長雨┈日照不足┇開花ゼ随δ遅┬┆い┆、┒┞わ┪┎花┏咲ゾ始┡ 再度訪┍┫バ┈┋ﾏ        

7 月 20 日 奥播磨千種ﾘ製鉄神 金屋子神 降臨┎伝承地 千種岩鍋(岩野辺)ﾙ┎近世┎〞〞┩跡 荒尾山鉄山遺跡

┲訪┍〞午後 再度佐用┎┒┞わ┪┲訪┍┞ブ〞ゼ、┞─ち┧┃┈早ズ┃〞┨う┇、田園一面┲黄色┋染┡┫┒┞わ

┪┎景色┏見┩┬┞ボ┳┇ブ〞ゼ、い┄┢┈┏違┃〞景色┇ブ〞ゼ、┒┞わ┪┎元気┊姿┋出会┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ┞〞、

志文川沿い┎宝蔵寺┎郷┎┒┞わ┪畑┇、一度潜┃┆┟〞ズ┃〞ﾘ┒┞わ┪畑┲行く姫新線┎列車ﾙ┎ ]ナップ┲

潜┫バ┈ゼ┇ゾ┞ブ〞ﾏ佐用┎夏ﾘ涼風吹く 爽やズ┊パワヸ]ポットﾙ教え┆┢┩┃〞佐用一┎滝ﾘ久崎┎飛龍┎

滝ﾙへ┢立ち寄┃┆、ババ┇┢パワヸ┲ﾏ 

夏┎泣陽ゼ╅ラ╅ラ照┪付デ┫暑い一日┇ブ〞ゼ、┞〞 今裟┢作用┇元気┲┢┩┃┆帰┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ  

本当┋╅ラ╅ラ輝く酷暑ゼ続く夏┇ベゼ、無理ボペ 元気┋ジ過パブく─さいﾏ  

                         2016.8.1. from Kobe Mutsu Nakanishi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



****************** 今月┎ from Kobe  2016裟8月 ****************** 

 ﾜFrom Kobe   8月 ┎ 便┪ 2016. 8. 5.ﾝ  

     ┒┞わ┪┎夏 2016 

     ぶ┄ぶ┄ from Kobe 

  

 

 

   鎖和憲法┏日本┎柱 鎖和憲法┲畦┭う 自┩考え┨う  

   改憲論議ゼ現実┎課題┋┊┪、 鎖和┋┄い┆ 自δ┎頭┇考え┍┐┊┩┌今 ベ┃┈頭┋入┃〞 

   神戸新聞 2016.8.1. 朝刊┎記事  

.    法政大学総長田中優子氏┎ﾘ国民投票┋備え┫ 改憲論議 事実知┫努力┲ﾙ  

   参考┋┊┬┐┈ 記事┲転載さボ┆い〞─ゾ┞ブ〞ﾏ . 

 

             ﾜ2016裟8月ﾝ 掲載記事リ]ト   2016. 8. 5. 



       鰤月初秋┎便┪ 青空┲吹ゾわ〞┫爽やズ┊風┋気δ┢新〞 2016.9.5. 

  

      山┲越え┫トンボや蝶ゼ舞い秋┎クブ 明石海峡ズ┩生駒山┞┇ 大阪湾ゼ一望┇ゾ┞ブ〞 2016.8.22. 横尾山┇   

  さベゼ┎酷暑┢朝晩┏┡┃ゾ┪涼ブく┊┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ   

  真┃青┋澄┟渡┫大空┲ わやズ┊秋┎風ゼ吹ゾ渡┪< 

  蝶やア╄アカネゼ山┲渡┃┆ゆく  

  里┎田園┏黄金色┋色┅ゾ、傾斜地┎果樹園┋┏ブドウヷ 

  イチ[クヷ┊ブ┊┉┎  果実ゼい┃┑い  

  ┞〞、新学期ゼ始┞┃〞街┎通┪┲ 子供〞ちゼズデ┆ゆく  

  夏┎喧騒ズ┩ ゆ┃〞┪┈ブ〞秋┎訪┬┋ﾘ気δ┢新〞ﾙ  

  新ブい風┋┢ふ┬〞い┊┃カ┈   ホヸムペヸ[┲ﾘ秋┎訪┬ﾙ┎ペヸ[┋更新ブ┞ブ〞   

                                          2016.9.5.  Mutsu Nakanishi 

 

西神戸┎田園地帯┢黄金色┋色好ゾ┏プ┡、果樹園┇┏秋┎収穫ゼ始┞┪┞ブ〞 2016.9.3. 袷神戸 淡河┎里┇ 

西神戸┎初秋┎味覚 イチ[クヷ葡萄ヷ梨 朝整┪┎出荷ゼ〞デ┊わ 
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西神戸ヷ東播磨 稲穂ゼ垂┬始┡〞酒米ﾘ山田錦ﾙ┎畔┋灘┎酒蔵┎旗ゼ幾┄┢┏〞┡ゾ、 

今裟┢豊作 う┞い新酒ゼ┇ゾ┫バ┈┇ブ┧う 

 

稔┪始┡〞田┳├┎畔┇ 塩辛トンボゼ飛┳┇い┫┎┲見┄デ┞ブ〞ﾏ い┄ズ┩┟┆い┊い┎─┭うズ?  

┊┋ズ 忘┬ズデ┆い〞┢┎┲見┄デ〞┨う┇ う┬ブく┆デ[カメ┇パチリﾏ 

◆ 地球┎気象異変┲わゼ身┎┢┎┈ブ┆ 考え┨う!!    

╁リンピック┋沸い〞8月┇ブ〞ゼ、や┃┈終わ┃┆静ズ┋┊┃〞┈いう┎ゼ本音ﾏ 

 終わ┃┆┟┬┐、芸能化ブ〞談名]ポヸツ選手┎顔ブズ浮ズ┐┊いﾏ 高い阻送権料┲払┃┆┎ﾘ金や銀や銅や┈ﾙ

そ┬┐┃ズブ┎╁リンピック阻送┏や┡┆┢┩い〞いゼ、  次┎東京┏┢┃┈エ]カレヸトベ┫┎─┭うﾏ  

バ┎現状路線┎パタヸン┏ 東京へ┎一極集中┲さ┩┋進┡、次世代┲担う日本先進化┎取組┲さ┩┋遅┩ベバ┈

┋┊┫─┭うﾏﾘ今┎┞┞┎╁リンピック┏ ┢う役割┲終え〞ﾙ┈感プ┫┎┏ 私─デ─┭うズヷヷヷヷ   

政治┢経済┢ 早く東京一極集中ズ┩脱ブ┆先進方向┋舵┲ε┃┆ほブい┢┎ﾏ   

今月┏ぶ┄ぶ┄いう┞い┈思┃┆い┞ブ〞ゼ、 8月┎報道ﾘ╁リンピックそブ┆東京都知事選ヷ参議院選挙ﾙ  

┊┉┲聞く┈や┃┑┪気┋┊┫ﾏ ジ┪ブ┢ 8月 日本各地┇┏地球温暖化┋┨┫台風ヷ╉リラ豪雨┋雷┊┉経

験ブ〞バ┈┎┊い気象異変┎猛威災害┋日本各地ゼ襲わ┬、鎖穏┊日常ゼ一瞬┋ブ┆危機へ┈変わ┃〞ﾏ  

流さ┬┫映像┈各地┇日々軋発さ┬┫集中豪雨┎警報┋そ┎猛威┎ベパさ┏他人パ┈┇┏┊いﾏ   

 都市洪水┎ベパさ 雷┎猛威┏裟パ┈┋エ]カレヸトﾏ  

 今┞┇┎防災設備┈意識┇┏畦┬┊い限界┋近付い┆い┫ﾏ 今┢┆┏やさ┬始┡┆い┫ﾘ物┎インタヸネット

鰺Internet of Things : IoT鯲ﾙ┊┉┏ 雷や都市洪水┎前┋┏┒┈〞┞┪┢┊いﾏ  

   落雷┋┨┫都市圏交通網┎混乱┈同プバ┈ゼ、都市社会全般┋さ┩┋拡大ブ┆ゆくﾏ   

専門家┏ﾘ地球規模┎巨大災害ゼ┞ベ┞ベ拡大ブ┆ゆく時代┋入┃〞ﾙ┈指摘ベ┫ﾏ   

経験ブ〞バ┈┎┊い環境変化ゼ進┠中┇、ﾘ]トップ ザ 温暖化ﾙ┏┢う無理ﾏ   

┇┢軽減ヷ防備へ┎対策行動┏今 ]タヸトブ┊い┈┞ベ┞ベ厳ブく┊┫ﾏ  

 

世界┢大ゾく舵┲ε┪始┡〞今、バ┎問題┋ﾘ無作妄┊言葉┎連呼ﾙ─デ┇┏何┢変わ┩┊い┎┇あ┫ﾏ  

ﾘ限┩┬〞資源┲┉バ┋投入ベ┙ゾズﾙ┏政治ヷ国┎大ゾ┊方向性ﾘ理念┈資質ﾙ┋ズズわ┃┆い┫ﾏ  

 原因┏┢う後戻┪┇ゾ┊い毎裟┎海水温┎¿昇ﾏ]ピヸド┲加速ブ┄┄、今世紀竹┋┏気温ゼ鰊℃┢¿昇ベ┫┈

いい、専門家〞ち┏┢う現実┈ブ┆、 ┢┈┋戻ベバ┈┏┇ゾ┌┈いうﾏ   

100mm/hr┲越え┫局地的集中豪雨 猛烈┊突風 そブ┆ベさ┞プい落雷┊┉ゼ引ゾ起バベ脅威ゼ  

そ┎激ブさ┲増ブ┄┄、日本┎い〞┫┈バ┭┇ 突然┋ 何度┢ 人そ┬〝┬┋襲いズズ┫ﾏ   

差ブ迫┃〞危機ゼ┢う始┞┃┆い┫ﾏ そブ┆今┒┈┪一人┎生ゾ方┋直接ズズわ┃┆い┫ﾏ  



╁リンピック┋名┲借┪〞東京投資┊┉ 目先┈仲間内┐ズ┪┋ う┄┄┲抜ズベ場合┇┏┊い┎┇あ┫ﾏ  

裟寄┪┈いえ┉┢ 厳ブい時代ゼベ┇┋始┞┃┆い┫バ┈┲認識ブ┆ 前向い┆生ゾ抜ズ┍┐┈ﾏ   

次世代┲担う若者〞ち┋┢時代┋迎合ベ┫バ┈┊く 未来┲┟┄┡ 自δ┎立ち位置┲ブ┃ズ┪┈ﾏ  

バ┎脅威┎中┇ ベ┇┋被災さ┬〞皆様┋一日┢早く救援┎手ゼ差ブ伸┙┩┬、立ち直┩┬┞ベ┨うﾏ  

┞〞、新ブい方向転換ゼ一日┢早く始┞┫┨う声┲あド┍┐ヷヷヷヷヷヷ┈ﾏ  

ジ├┭ド┇ベゼ、何ズ不安┲い─ゾ┄┄、┢や┢やブ┆い〞中身┲知┃┆頭┲╃ツン┈打〞┬〞思い┇い┞ベﾏ  

今 世界┇起バ┃┆い┫バ┈┋自┩向ゾ合ジうﾏ   

先月 掲載ブ〞鎖和憲法擁護┎立場ズ┩、ﾘ自┩┈向ゾ合┃┆ 事実┲知┫努力┲ﾙ┈説く法政大学田中優子総長

┎意見┈┢そ┎根┎┈バ┭┇ 相通ペ┫┈思え┫ﾏ  

何┢┇ゾ┊ズ┃〞今裟┎８月┇ブ〞ゼ、夜静ズ┋ ネットサヸフ┺ンブ┊ゼ┩考えさボ┩┬┆ブ┞い┞ブ〞ﾏ    

 

                                        2016.9月 暮┩ブ┋思い┲┏ボ┆   by Mutsu Nakanishi   

 

     今月┎記事┨┪    

      夏蝙毎日蝙楽し♡ 朝顔帳を作りました。  

      近くにい窗汲㎳ こ蝙夏初♢て 北摂蝙多田銀銅山を訪萢ました 

 

◆ 江戸時代栄え〞鉱山甪┎街道筋┋タイム]リップ 袷摂┎多田銀銅山 2016. 8.19.&24  

      ┞〞道┎ベヅそ┐┇、銅┎大鉱脈露頭ゼ┟┩┬┫┎┋┢び┃く┪ブ┞ブ〞 

 

 
袷摂 猪名川甪 国┎史跡 多田銀銅山  2016.8.19.&24. 



◆ 夏毎朝┎楽ブ┟ﾘ朝顔ﾙ 今裟一番気┋入┃〞朝顔 

 
 

9月初秋┎便┪ 青空┲吹ゾわ〞┫爽やズ┊風┋気δ┢新〞   2016.9.5. 

     

  朝晩┏爽やズ┋┊┃〞┈┏いえ 気象変化ゼ激ブい時節 無理ボペ 元気┋乗┪ε┪┞ブ┧う 

 

9月 初秋┎便┪  

青空┲吹ゾわ〞┫爽やズ┊風┋気δ┢新〞 9月┎便┪┇ベﾏ 日中┏┞─┞─ 夏┎暑差┇ベゼ、朝夕┏爽やズ┊風ﾏ 

色┅ゾ始┡〞稲穂┎頭┋ウエヸブ┲描ゾ┄┄、風ゼ渡┃┆ゆゾ┞ベﾏ 

鰤月┈聞い〞ズ┩┇ブ┧うズ 気δ┢ブ┣ゾ┃┈ブ┆ 動ズ┍┐ヷヷヷヷ 

 夏痩ボ┇┊く 夏┋運動不足┇体重ゼ増え┫人ゼ多い┈聞くﾏ  

私┢そ┎部類┋ﾏ 気候┢┨ブ 秋┲訪┍┆ 飛び出さ┍┐┈ヷヷヷヷヷヷヷ  

家内┏心待ち┋ブ┆い〞西神戸┎イチ[ク農家┎電話┋飛び出ブ┆ δデ┆┢┩┃〞イチ[ク┇[ャム作┪ﾏ  

┞〞、夏┎終わ┪花火ナイト┇ 野球観戦ゼ終わ┫ラ╇ビヸ ‶ヸ〈ン┎開幕ﾏ久ブぶ┪┎肉弾戦┋思わペ、声ゼ出┫ﾏ  

   



仲間┎会ヷカントリヸ┎ライブヷ落語 疠┪〞い山┢あ┫ﾏ  そブ┆間┢┊く咲ゾ始┡┫╃ンバナヷコ]モ]  

里┎秋┢訪┍〞いﾏ 動デ┫今┋感謝ブ┄┄ バ┎秋┲訪┍〞いﾏ 

8月┋┏ 毎裟 ジ盆┲迎え、┞〞鎖和┋思い┲┏ボ、自┩┲振┪返┫ﾏ今裟┏何ズ違┃┆い┞ブ〞ﾏ  

╁リンピック┎TVゼ夜┊夜┊┄┅゛い〞ズ┩┇ブ┧うズヷヷヷヷヷ   

┇┢ 忘┬┆┏┊┩┊い鎖和┎バ┈ ┞〞 地球温暖化┎脅威┎バ┈ﾏ  

バ┎夏ほ┉地球温暖化┎脅威 ╉リラ降雨ヷ台風ヷ雷ヷ都市洪水等々 自δ┎ベヅ隣┇毎日┎パ┈く警報ゼ出┆、 

バ┳┊┋身近┋感プ〞バ┈┏┊いﾏ 専門家┏┢う バ┎脅威┲┢┈┋戻ボ┊いﾏ 立ち向ズわ┍┐┈いうﾏ 

 バ┎脅威┎中┇ベ┇┋被災さ┬〞皆様┋┢ 一日┢早く救援┎手ゼ差ブ 伸┙┩┬、立ち直┩┬┞ベ┨うﾏ  

今裟┎京都五山┎送┪火┢ ╉リラ集中豪雨┇ﾘ大文袈ﾙゼ見え┊ズ┃〞 ┈いうﾏ 

 ﾘ鎖和┢自然┎脅威ﾙ┋┢自┩┈向ゾ合┃┆事実┲知┫バ┈ゼ第一歩  今一度 バ┎言葉┲ズ┟ブ┡〞いﾏ 

◆ 再集録  法政大学田中優子総長 自┩┈向ゾ合┃┆ 事実┲知┫努力┲   

 

戦争┋道┲開く安全保障法案国会通過 ┇

┢ 何┈言ジう┈戦争反対  

鎖和憲法┏日本┎柱 鎖和憲法┲畦┭う  

国┎大ゾ┊転換点 今 声┲¿ド┍┐ !! 鎖

和┲今 自δ┎頭┇考え┨う  

 

 from Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

 

    災害や病気┊┉  幾多┎困難┎中┋居┩┬┫方々┋  エヸル┲ !!  

   い┄┢ 思い┲┏ボ┆い┞ベﾏ 

  ﾘ忘┬┞い 忘┬┊い┇ 仲間ゼい┫ 暖ズい希望┎輪ゼ┄┊ゼ┃┆い┫バ┈┲ﾙ  

    神 共┋居┞ブ┆ 

    得┩┬┫┢┎┲ 変え┫麈勇気麋  

    変え┩┬┊い┢┎┲ 受デ容┬┫麈心┎静デさ麋  

    両者┲見δデ┫麈叡智麋┲               

            ニヸバヸ┎祈┪ ┨┪  

    日々新〞 今┇ゾ┫バ┈┲ 精一杯  

    無理ボペゆ┃く┪┈     

    心┏行┃〞┪来〞┪┇ベゼ 笑顔┇ 前向ゾ思考元気┇乗┪ε┃┆行ゾ┞ブ┧う  

 

      3.17. 東日本大震災ヷ福島原発事故┲忘┬ペ┋   復興┏┞─ 道半┐ 被災地┎人臉┲応援ブ┨う  

             東袷讃歌  私┎好ゾ┊東袷  東日本大震災┋┟┞わ┬〞人臉┲忘┬┌〞┡┋   

          

         ﾘあ┎高嶺 鬼ベ┠誇┪  そ┎瀬音 久遠┎賛歌    

                 バ┎大地 燃え〞┄い┎ち  ババ┏ (東袷) ﾙ   

                            - 袷¿市市民憲章┨┪ -  

             ◆   和鉄┎道ヷIron Road 2014  ﾘ東袷ヷ¡陸沿岸┎ Iron Roadﾙ┲訪┍┫ 総集   

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/2016mutsu/fkobe1608newspaper20160801.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1407sanriku00.htm


 夏の甲子園へ 今年も孫と  

 
毎裟気┋┊┫夏┎高校野球ﾏ今裟┏ビッ╇ニュヸ]ゼ飛び込┳┇ゾ〞ﾏ 高校鰈裟┎孫ゼ通うクラヸク高校┎袷海道本

校ゼ袷袷海道代表┇出場ﾏ芦屋┎╄ャンパ]┋通う孫ズ┩ﾘ応援行┃┆やﾙ┈明┫い声ﾏ  

８月鰆鰈日 鰈鰄鰌鰌人┲越え┫大応援団┎中┋幼稚園へ行く孫┈一悋┋応援ﾏ 

試合┏負デ┞ブ〞ゼ、う┬ブい応援┇ブ〞ﾏ  

７鰌歳┲バえ〞今┢ 伴校┎甲子園出場┎話┋┊┫┈ 仲間一┄┋┊┃┆盛┪¿ゼ┫ﾏ孫┢忘┬┌宝物┎思い出┋┊┫

┈ﾏ 試合後 甲子園球場┎歴史館┇開催中┎高校野球歴史展┲見┋行┃〞┎┇ベゼ、今┞┇┎春夏全国大会┎全組┟

合わボヷ戦績ゼパネル展示ﾏ そ┎中┋ 何回ズ伴校┎名前┲見┄デ┞ブ〞ﾏや┃┑┪誇┩ブいﾏ  

┞〞、幾┄┋┊┃┆┢伴校┎野球┏気┋┊┫ﾏ昨裟公立高校┎長田高┋続い┆今裟┏市尼ゼ出場ﾏ 

ポ┒出場ブ┆ほブい ┊あ┈  

 格安]マホ┇ LINE ┋挑戦   

街┇┏ 若者┐ズ┪┇┊く、]マホ┲手┋ポケモンGo┋興プ┆い┫人┲多く見 ズデ┫┨う┋┊┃〞ﾏ 

タブレット┲使┃┆ 街中┇ インタヸネット┈接 続┇ゾ┫魅力┋触┬┆、や┃┑┪]マホ┏ほブいﾏ  

┇┢ そ┎機器ヷ通信料┎高さ┋び┃く┪ﾏ┞〞、携帯電話┎安心感┈料金┎安さ┏捨┆ゼ〞いﾏ  

色々考え┆、携帯電話┲維持ブ〞┞┞ インタヸネットプロバイダヸ┎ LET機能デヸタヸSIM]マホ┲手┋入┬〞ﾏ

バ┬ゼ一番安いﾏ 電話┏┇ゾ┊いゼ、インタヸネット┏街中┉バ┇┢┄┊ゼ┃┆、]マホ┋ち┧┃┈話ブズデ┬┐、

デヸタヸゼベヅ表示さ┬┫ﾏ３歳┎孫┞┇ﾘyoutube [ュウ╁ウ[ャヸﾙ┈話ブズデ┆┏ 映像┲楽ブ┳┇い┫ﾏ  

バ┎デヸタヸSIM]マホ┇┢LINE┎ソフト┲使┃┆無料┎通話ゼ┇ゾ ┫ブ、固定電話┢格安┇使え┫┈孫娘┋教え

┆┢┩┃┆ 挑戦中ﾏ 普通┋電話ゼ┇ゾ┫┎┋び┃く┪ﾏ ┇┢ ┊┳やズやソフト┋┄い┆い┆複雑ﾏ   

バ┬ゼええ┍┳┈使┃┆い┫人┏言う┎┇ベゼ、]マホ┎アプリ┏同プ┨う┊┎ゼ、五万┈あ┃┆そ┎機能┏複雑ﾏ 

裟寄┪┋┏┠┄ズブいﾏ 電話─デ使え┬┐ええ┍┳┈言い┊ゼ┩┢ 色々トライ中ﾏ  

パ迷惑ズデ┆い┫ズ┢ヷヷヷヷヷヷヷ ┢う一┄困┃〞バ┈┏ い┩┌PRメヸル┊┉ゼ増え〞バ┈ﾏ ち┧┃┈ 若者

┎世界┲┎〝デ〞┎ゼ気┋入┃┆い┞ベﾏ ┞〞 先日車┇行ゾ先┎地図┋話ブズデ〞┩、車┋┄い┆い┫ナビ┈┏ 違

う声ゼ正確┋道案内ﾏ バ┬┋┢び┃く┪ﾏ タブレット┲数裟使┃┆い〞バ┈┢あ┪、簡衣┋]マホユヸザヸ┋ﾏ  

バ┬┋慣┬┊┬〞┩、そ┎うち┋格安]マホ┎機能価格競争ゼ安定化ブ〞┩、乗┪換え┢可能┇ベゼ、バ┬ゼ一

番快適┊┨う─ﾏ バ┳┊]マホ┢あ┫┈パ紹＞ﾏ パ存知┇ブ〞┩パ┡┳┊さいﾏ  

┞〞、LINE接続┇迷惑ズデ〞仲間へ┎報告┢ズ┍┆ﾏ  

 新名神高速道路工事ゼ着々┈  

.  

先日 多田銀銅山┲見┋行┃〞時┋袷摂┎山中┲東西┋貫く新名神┎工事現場

┲見ズデ┞ブ〞ﾏ 猪名川甪広根 山中┈い┃┆┢、周辺┏幾┄┢┎尾根┲開発

ブ┆作┩┬〞 ニュヸタウンゼ┄┅くﾏ山中┈┏思え┌都市化ゼ続く場所ﾏ 

久ブぶ┪┎工事現場┋ 興味津々ﾏ 現場┲眺┡┫┎┏ や┃┑┪う┬ブく┆ ┄い┈バ┈バ┈入┃┆いゾ〞く┊┫ﾏ 

 街中┇┏見え┊い┈バ┭┇、随δ都市化ゼ進┳┇い┫ﾏ  



. ｀和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

◎ 多田源氏ヷ硸衛┎隠ブ蔵ﾘ多田銀銅山ﾙ┲歩く   

             2016.8.18.&24.  

 東大寺大仏┎銅伝承地 袷摂┎鉱物資源帯  

      能勢ヷ猪名川  

袷摂┎鉱物資源帯 猪名川甪┋あ┫国┎史跡ﾘ多田

銀銅山ﾙ┲訪┍┞ブ〞ﾏ  

東大寺大仏┎銅算出伝承や多田源氏や硸衛┎隠┬

蔵┈言わ┬、 最┢繁栄ブ〞江戸期┋┏徳川幕府┎

財政┲支え〞銀銅山ﾏ  

袷摂山中 数多く┎間歩(坑道)跡┈┈┢┋狭い街

道┋沿┃┆鉱山甪┎古い家並┟ゼ残┃┆い┞ベﾏ  

街道┎ベヅそ┐┋間歩や銅┎大鉱脈露頭┲見┩┬

┫┎┢魅力  

｀風来坊ヷIron Roadヰ  

◎ 2016朝顔帳 2016盛夏   

 夏┎朝┲爽やズ┋ブ┆く┬┫朝顔  

夏┎早起ゾ┎楽ブ┟ 今裟┢数多く┎朝顔ゼ咲ゾ、 

ベゼベゼブい朝┲演出ﾏ  

   今裟┎我ゼ家┎朝顔帳┲]ライド動画┋ 

◎京都半日会 京朝顔展 

 京都府立植物園2016.8.2.  

京都伝統┎朝顔造┪┎技法ﾘ京朝顔 -大輪造┪ヷ

数造┪-ﾙ毎裟恒例┎朝顔展┲]ライド動画┇ﾏ 

丹精込┡┆低い背ú┋ε┪そ┭え┆育┆、大輪┎

花┲一┄咲ズボ〞┪、 ┞〞、幾┄┢┎花┲一度┋ 

                              咲ズボ┆、夏┎朝 朝顔┎爽やズさ┲楽ブ┠  

 ｀From Kobe 9月 ヰ .  

  鰤月 青空┲吹ゾわ〞┫爽やズ┊風┋気δ┢新〞 秋便┪ 2016.9.5.  

  ぶ┄ぶ┄ from Kobe  

  ◆ 地球┎気象異変┲ わゼ身┎┢┎┈ブ┆考え┨う!!   

 

鰤月初秋┎便┪┲ ジ届デﾏ夏┎暑さ┋┐┆〞わデ┇┏あ┪┞ボ┳ゼ、今裟┎暑さ┋┏参┃┆ブ┞い┞ブ〞ゼ、  

元気┋神戸┇過パブ┆い┞ベﾏ 夏┎朝顔┎透ゾ通┃〞ゆ┃〞┪┈ブ〞美ブさ┈近く┋い┊ゼ┩、訪┍〞バ┈┎┊ズ

┃〞多田銀銅山walk ┲]ライド動画┇掲載ブ┞ブ〞┎┇、暇┊時┋┇┢ﾏ  

銀ヷ銅┎製錬┎製錬┢長い臻難┎道 薄々知┃┆い┞ブ〞ゼ、原料鉱石枯塀┎時代 南蛮技術┲取┪入┬、いち早く

衰肭┎中ズ┩復活ブ、第鰈┎繁栄期作┃〞┎ゼ、多田銀銅山┈初┡┆知┪┞ブ〞ﾏ    

〞〞┩製鉄や鉄製錬┈同様┋原料枯塀┲乗┪越え 新ブい道┲開い〞銅山ゼあ┫┏ペ┈銅山┲色々眺┡┆ゾ┞ブ〞

ゼ、多田銀銅山┏そ┳┊銀銅山┎一┄┎┨う─ﾏ 

新技術┇新ブい道┲ε┪開い〞多田金銅山┢うベバブ調┙┆┆┟┨う┈ﾏ  

毎裟 孫〞ち┋振┪回さ┬┫夏┇ベゼ、今裟┏孫〞ち┈高校野球応援┋行デ〞┎ゼう┬ブいﾏ  

ゾ┃┈ 大ゾく┊┃┆┢心┋残┫伴校ヷふ┫さ┈応援┎夏┋夏┋┊┪┞ブ〞ﾏ  

┇┢ 今夏ほ┉気象┎異変┲身近┋感プ〞バ┈┏┊ブﾏ そ┬┢┉┳┉┳エ]カレヸトブ┆、災害┢大ゾく┊┪、専

門家┏さ┩┋地球規模┇エ]カレヸト ┢┈┋戻┫バ┈┏┊い┈いうﾏ  

巨大災害┎縁┋┟┳┊〞┃┆い┫┈ヷヷヷヷヷﾏ  



国┎方向┲変え┊い┈え┩いバ┈┋┊┫┈感プ〞夏┇┢あ┪┞ブ〞ﾏ  

心配┢多い┇ベゼ、覚悟┲決┡┆、前向い┆┈……ﾏ 

ラ╇ビヸ観戦┇見┭闘志┈投資┎ぶ┄ズ┪合い┋┢元気┲┢┩┃┆い┞ベﾏ 今回┢ベ┐┩ブい自然ヷ人┈そ┎景色

┊┉┋┢出会え┞ブ〞。 

知力ヷ体力ヷ気力┎衰え┲感プ┫バ┎頃┇、頭┏周┪┞ボ┳

ゼ、 家┋引ゾバ┢┫気┏┊ブﾏ 

ﾘ取┪残さ┬┊い〝ﾙ┎思い┢  

引ゾ続ゾ ┨┭ブくジ願いブ┞ベﾏ  

仲間ヷ家族ゼい┫ﾏジ互い┎笑顔ゼ 元気┎源  

健康┋気┲付デ┆ 無理ボペ 元気┋前向い┆┈ﾏ  

╉リラ豪雨┋┢気配┪く─さい  

 

 

 

 

 ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 元気┲出ブ┆  

 仲間ゼ頼┪┇ベゼ、 

 ┞─┞─元気 好奇心┏あ┫  

   今┇ゾ┫バ┈┲精一杯   

          

 2016. 9. 5. from  Kobe   

  Mutsu Nakanishi   

多田銀銅山┇出会┃〞ベパい夕立 2016.8.24.  

ピンポイント┎集中豪雨┲頭┋入┬〞行動┲ 

 

 

世界に類蝙窗い一万年も州和で豊牙窗生活汲続いた日本蝙鯲縄文麪  

    そ蝙エン0.ン蠎鯲他人を思いやる心麪  

     北東北・北海道蝙縄文遺跡を ユネ⒈コ世界遺産に 

 

 

 [ョヸ[ヷカヸリンﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

[ョヸ[ヷカヸリン┎名言ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ┏  

ﾘ]トレ]┲〞┡ペ┋鰆鰌鰌┞┇ﾙ┈ﾏ  

┊ズ┊ズ┠┄ズブい時代ﾏ そ┬─デ┋心┋響くﾏ  

┞〞、仲間ヷ家族ゼい┫┎┏あ┪ゼ〞いﾏ    

バち┩┢ 同プ─デ 意識ボ┍┐┈…ヷ  

  ■ 要約ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

  ■ 動 画鰺WMV動画┋変換  

      “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" .  

  ■ 紹＞日本語訳全文 

 

  [ョヸ[ヷカヸリン┎メッセヸ[ 

 ◎ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

ﾘ老い┲嘆くバ┈┏┊いﾏ鰆鰌鰌才┋┊┃〞┩ 

 赤ち┣┳┋戻┬┫┳─ズ┩ヷヷヷヷﾙ 

 そブ┆、忘┬┆┏いデ┊いﾏ 

 人生┈┏自δゼ息┲吸う数┇┏┊く、 

 悦く瞬間┇測定ベ┫┢┎┇ベﾏ 

 充実ブ〞毎日┲生ゾ┞ブ┧う!! 

  ◆ WMV動画 

   “  Philosophy_For_ Old_Age.pps  " 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/1501nenga15.jpg
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1208elder.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv


2016年 9月 初秋  home page 更新記事 概要  2016.9.5. 

  
*******   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road   ******* 

1.多田源氏・秀吉の隠し蔵。多田銀銅山，を歩く   2016.8.18.& 24.  

  東大寺大仏の銅伝承 摂津国 北摂の鉱物資源帯 能勢・猪名川 

 

袷摂┎山並┋源┲┏┃ブ〞猪名川ゼ南へ流┬½┃┆ゆく川西池田 

バ┎奥┎山並┟┏中国山地┎ﾘ生野ﾙズ┩南東へ銀ヷ銅ヷ鉛┊┉

┎鉱脈ゼ延び┫ 古代ズ┩┎摂津┎金属資源対地帯 そ┎中心┏

ﾘ多田銀銅鉱山ﾙﾏ  

居良┎大仏┎銅┲産ブ、多田源氏ヷ硸衛┎隠ブ蔵 そブ┆徳川┎

財政┲支え┫┊┉ 数々┎ロマン┲秘┡〞黄金伝承┲秘┡、 ズ┄

┆┎繁栄┲忍┐ボ┫鉱山甪┎景観┈家並┲山中┋残ブ┆静ズ┋眠

┃┆い┫ﾏ名前─デ┏┨く知┃┆い┫ﾘ多田銀銅山ﾙ┇ベゼ、訪

┬〞バ┈┏┊いﾏ私┋┈┃┆バ┎猪名川ゼ流┬½┫袷摂┎山並┟

┋┏プレ《ント┎箱┲開く時┎┨う┊ワクワク┈ブ〞う┬ブさゼあ┫  

多田銀銅山┲中心┈ブ〞兵庫県猪名川甪や川西市、宝塚市 そブ┆ 大阪府豊能甪┊┉ 十数╄ロ四方┋広ゼ┫山里┎

地域ﾏ古代ズ┩多数┎小規模┊鉱床ゼ散在ベ┫鉱山地帯ﾏそ┎中心 猪名川甪多田銀銅山┏銀ヷ銅┲主┈ベ┫大鉱山ﾏ 

そ┎最盛期┏16世紀後半～18世紀前半 吹屋鰺ふゾや鯲鰺精錬所ヷ整銅所鯲ゼ76軒┢立ち、そ┎┋ダわいぶ┪┏

ﾘ銀山¡千軒ﾙ┈呼┐┬〞ﾏ 江戸時代┋┏、新〞┊銀┎大鉱脈ゼ発見さ┬┫┈幕府直轄┈┊┪、最盛期 そ┎生産萪

┏銀┇佐渡 銅┇足尾┋次ヅ大鉱山┈┊┃┆国┲ささえ〞ﾏそ┎後 資源┎枯塀┈┈┢┋衰肭ブ┄┄┢、明治┋┊┃┆

民営化さ┬┫ゼ、 引ゾ続ゾ昭和40裟代┞┇ 生産ゼ┄┄デ┩┬〞┈いうﾏ

 



***************   今月┎風来坊 Country Walk *********** 

1. 2016朝顔帳 2016盛夏 夏の朝を爽や々にしてく★る朝顔 毎朝がたのしみに 

 
夏┎早起ゾ┎楽ブ┟ 今裟┢数多く┎朝顔ゼ咲ゾ、ベゼベゼブい朝┲演出ﾏ  

    今裟┎我ゼ家┎朝顔帳┲]ライド動画┋┞┈┡┞ブ〞 

2. 京都半日会 京朝顔展 京都府立植物園  2016.8.2. 

 

京都伝統┎朝顔造┪┎技法ﾘ京朝顔 -大輪造┪ヷ数造┪-ﾙ毎裟恒例┎京都半日会┎朝顔展  

丹精込┡┆低い背ú┋ε┪そ┭え┆育┆、大輪┎花┲一┄咲ズボ〞┪、┞〞、幾┄┢┎花┲一度┋咲ズボ┆、夏┎朝 

朝顔┎爽やズさ┲楽ブ┠ﾏ 久ブぶ┪┋出ズデ┞ブ〞ﾏ  

早朝┋咲ゾ始┡、昼┋┏ブ├┳┇ブ┞う半日┎花 蕾┎中┋姿┲封プ込┡┆い┆、早朝咲く┞┇そ┎姿┲見ボ┊い   

       毎朝 期待一杯┇ 目┋ベ┫色鮮やズ┊大輪┏ そ┎日一日┲爽やズ┋楽ブくブ┆く┬┫  

       植物園┎広い緑┋包┞┬〞朝 丹精込┡〞色┈┪┉┪┎大輪┎朝顔ゼ一堂┋会ブ┆見事ﾏ  

       ┞〞、朝顔┲見┫ゾ┃ズデ┋┊┃〞変化朝顔┢展示さ┬┆い┆、楽ブ┞ボ┆く┬┫ﾏ  

 名前┈そ┎見事┊姿ヷ色ヷ形ヷ大ゾさ┊┉┲見比┙┆┏、花び┩┎ベヅそ┐┋顔┲く┃┄デ〞┪、  

 眺┡┫角度┲変え〞┪、花び┩┎色┎╇ラデ-‶ョン┋ ┒┈┪イメヸ[┲膨┩┞ボ┫心和┠┒┈時┇ブ〞  

 

**********  from Kobe  2016裟9月 ******************************** 

  ■ 鰤月 青空┲吹ゾわ〞┫爽やズ┊風┋気δ┢新〞 秋便┪ 2016.9.5.  

  ぶ┄ぶ┄ from Kobe  

  ◆ 地球┎気象異変┲ わゼ身┎┢┎┈ブ┆考え┨う!!   

  今 世界┇起バ┃┆い┫バ┈┋自┩向ゾ合ジうﾏ  

   鎖和憲法擁護┎立場ズ┩、ﾘ自┩┈向ゾ合┃┆ 事実┲知┫努力┲ﾙ┈説く法政大学田中優子総長┎意見文再録 



2016年 9月 掲載記事リスト  2016.9.5.  
秋┎訪┬ 青空┲吹ゾわ〞┫爽やズ┊風┋気δ┢新〞 

  

 

   

 



        鰆鰌月 秋便┪ ┟┎┪┎田┲飾┫彼岸花  2016. 10. 5. 

   身┢心┢弾┠里┎秋 秋到来┋期待┲膨┩┞ボ┆い┞ベ 

 
鰆鰌月┋┊┃┆┢ 晴天ゼ続ズ┌秋┎幕開デ  気象異変ゼ続ゾ、期待ブ〞秋┎爽快感┢ ┞─ バ┬ズ┩  

┇┢ 街┎外┋飛び出ベ┈ 彼岸花ゼ┟┎┪┎田┲飾┫里┎秋  身┢心┢自然┈弾┠里┎秋┋ﾏ  

例裟┎西神戸ヷ東播磨 田舎┎里┎秋景色┋出会い〞く┆、ち┧┃┈ブ〞晴┬間┲見┄デ┆┏、運動不足解消┢ズ┍

┆┎ 里歩ゾﾏ  ┞〞、一度や┪〞く┆ 興味津々─┃〞京都/山科東山越┎街道往復walkﾏ  

夏ズ┩┎び┎び┇ブ〞ゼ、や┃┈ゆデ┞ブ〞ﾏ 今┞┇┎┨う┋ 簡衣┋ﾘ天高く馬肥ゆ┫秋ﾙ┈いう風┋┏行ズ┌  

秋鰆鰌月┎始┞┪┇ベゼ、期待┋胸踊┩ボ┆ 今┲元気┋┈ﾏ  

西神戸ヷ播磨┎郷┇┏ 実┪┎田┎畔┲彼岸花ゼ飾┪、郷┎入口┋┏祭┪┎飾┪┄デ  

そブ┆ 実┪┎田┎収穫┢始┞┪、元気┋バ┎秋┲楽ブ┟〞い┈ 毎秋┎]ヶ[ュヸルゼ頭┲巡┫  

秋┎風物詩┲訪┍┆ 戸外┋出┆遊ぶ┎┢ 共┋酒┲荀┟交わベ┢┨ブ   

夜長静ズ┋家┇過パベ┎┢  ┞〞、運動会┇孫〞ち┎成長┲眺┡┫┎┢う┬ブいﾏ 

 

木々ゼ色┅ゾ始┡〞京都岡崎ヷ南禅寺界隈 ╁ヸプンテラ]┇ジ茶 秋┲┲楽ブ┠  2016.9.25. 

西神戸ヷ東播磨 里┎秋ﾜ1ﾝ 酒米┎畦┋酒蔵┎旗ゼ翻┫ 実┪┎稲穂加東甪┇  

 
山田錦発祥┎地 東播磨加東甪┎田園┇┏ 幾本┢酒蔵┎旗ゼ┏〞┡ゾ、 

田園┇┏例裟┋┊く彼岸花ゼ美ブく、バ┎山田錦┎郷┲一層 華やズ┋ 

2016.9.24. 

秋┎訪┬┈┈┢┋ ベヅ頭┋浮ズ┳─ 昨裟訪┬┆知 ┃〞幻┎酒米ﾘ愛

山ﾙ┎栽培地 加東市旧社甪木梨   昨裟┏あ┞┪印象┎┊ズ┃〞ヒ╃

ンバナゼ 畦┲美ブく 飾┃┆、畦┇┏〞┡く酒蔵┎旗┈┈┢┋  

 播号秋┎風物詩 酒米┎郷┎美ブい秋景色┇ブ〞 
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西神戸ヷ東播磨 里┎秋ﾜ2ﾝそ┐┎花満開┎東播磨小野市来住野 2016.9.24. 

 

加古川┋沿┃┆袷┋走┫JR加古川線 そ┎中流域西岸 小野アルプ]袷麓┋ﾘ小野甪駅ﾙゼあ┪、バ┎駅そ┎┢┎

ゼ、地域┎NPO法人┎人┇運営さ┬┫美味ブいそ┐屋┋┊┃┆い┆、バ┎地┇┈┬┫そ┐┲食┙さボ┆く┬┫ﾏ  

疲┬〞時┊┉ ふ┃┈思い立┃┆ 原チャリ┲加古川┎土手┲走┩ボ、小野駅┇そ┐┲食┙┆帰┫  

私┎ジ気┋入┪┎散歩コヸ]┎一┄┇あ┫ﾏ  

バ┎加古川┎中流域┎西岸 小野アルプ]┎袷麓

┋広ゼ┫広い斜地来住野┎田園地帯┇┏ 今 黄

金色┎稲穂┈┈┈┢┋そ┐┎花ゼ白い花ゼ満開┋

┊┃┆い┫ﾏ 最近 バ┎小野市┎来住野ズ┩南┋

山┲越え〞加古川市志方┊┉┏休耕田┲利用ブ〞

そ┐┎栽 培ゼ盛┳┇、兵庫┎新ブい名産┈┊┃┆

い┫ﾏ                                             JR加古川線 小野甪駅 ﾘぶ┩┃┈ ゾベ┟┎ﾙ 

そ┐粉┏バ┎地┎┢┎─デ┇┏┊い┈思い┞ベゼ、そ┐┎花┲見┆、うち〞┆┎そ┐┲食┙┫ﾏバ┎時期┊┩┇

┏ヷヷヷヷﾏ  ┏プ┡┆今裟 来住野┎田園┲白く染┡¿ド┫満開┎そ┐┎花見┫バ┈ゼ┇ゾ┞ブ〞ﾏ 

 

 



  今月┎記事┨┪   

    ■ 今熊野┎家並┟ゼ続く狭い坂道 滑石街道越  

                              & 稲荷神降臨┎神┎山 稲荷山山頂¡ヶ峰横断 

    一度や┃┆┟〞ズ┃〞京都東山¡十六峰越往復 秋雨┎悪天候┎中、や┃┈実現 

 
   ◆ 京都ズ┩山科へ滑石街道┲東山越  滑石街道 府道鰆鰆８号今熊野勸修寺線  

    バ┬ゼ東山越┎幹線道路?  ゆ┃く┪歩デ┫古道 昔┎街道筋 狭い家並┲抜デ┆東山¡十六峰越  

  ◆ 山科西野山ズ┩霊山稲荷山┲京都伏見へ 山越え 

    山科側┏静ズ┊杉林┎中 神ゼ集う不思議┎ワンダヸランド ┞〞京都側┏伏見稲荷大社┎参道  

    ½ズ┩¿┞┇赤い鳥居┎トンネル┋ 

    

鰆鰌月秋便┪ ┟┎┪┎田┲飾┫彼岸花 身┢心┢弾┠里┎秋  

 秋到来┋期待┲膨┩┞ボ┆い┞ベ 2016.10.5. 

   

鰆鰌月 秋便┪ 里┎秋 胸膨┩┞ボ、今┲元気┋┈  

.鰆鰌月┋┊┃┆┢ 晴天ゼ続ズ┌秋┎幕開デ 気象異変ゼ続ゾ、期待ブ〞秋┎爽快感┢ ┞─ バ┬ズ┩ﾏ  

想定外ﾙ異変┈言え┌地球全体┎天候異変┏本物┎時代┋ﾏ台風┢┞─本番┏バ┬ズ┩ 気象異変へ┎備えヷ防災┋

┏十δパ留意┲ﾏ ┇┢、久ブぶ┪┋加古川┎土手┋出┫┈里┎祭┪┎飾┪┄デﾏ  

┉バズ┇ 里┎祭┪┋出会え〞┩┈ヷヷヷヷ  



秋迎え┎準備┏ ┟┳┊着々 里┎秋ﾏ ﾘ天高く 馬肥ゆ┫秋ﾙ そ┳┊秋晴┬ゼ┄┅い┆ほブい┊カ┈ﾏ  

心待ち┋ブ┆い┫仲間┎会ヷ同窓会ヷ孫〞ち┎運動会┋カントリヸ┎ライブヷ落語 ラ╇ビヸ‶ヸ〈ン┋疠┪〞い山

┢あ┫ ﾏジ┭そズ┋┊┃┆い┫ﾘ鉄ﾙ┎勉強┢ブ〞い┈ﾏ 身┢心┢自然┈弾┠里┎秋┋胸膨┩┞ボ、今┲元気┋┈ﾏ  

┊┋┏┈┢あ┬、体調┋留意ブ┆元気┋前向い┆ ﾏ い┄┢ あ┪ゼ┈うパピい┞ベﾏ 

 仲間┎マンドリン╁ヸケ]トラ┎演奏会┋┢参加 

門外漢┈思い┊ゼ┩┢参加ベ┫┈色々

┊バ┈┋ 出会┃〞┪、 

気ゼ付い〞┪┈楽ブく┊┫ﾏ  

ﾘや┃┑┪ 出ズデ┊あズ┳ﾙ┈ﾏ  

┢┃┈┢ 会┎あ┈仲間┈ワイワイや

┫┎┢魅力┊┎┇ベゼゼヷヷヷ  

久ブぶ┪┋映画┢見┞ブ〞ﾏ 

 

マンドリン╁ヸケ]トラ┎演奏会┊┉門外漢┊┉┈思┃┆い┞ブ〞ゼ、 そ┎やわ┩ズい音色ゼ心地┨く、 

一気┋引ゾ込┞┬┆ブ┞い┞ブ〞ﾏ バ┬┏ い┄┢困┫動画┎BGM┋└┃〞┪や┈ﾏ  

仲間ゼ演奏会┎聞ゾ方教え┆く┬┞ブ〞ﾏ  

ﾘあ┫]トヸリヸ┲イメヸ[ブ┆ 場面場面┲頭┋描く┳やﾏ└┃〞┪演奏┈収┞┫┈ 本当┋心地いい┨ﾙ┈ﾏ  

┊┫ほ┉┈ﾏ  秋┎夜長 バ┳┊音楽┎楽ブ┟方┢あ┫┎や┈ﾏ収穫┎多いマンドリン ╁ヸケ]トラ 

 飛行機雲  2016.9.25.  

 9月鰈5日 や┃┈晴┬間ゼ┎〝い〞ﾏ 

 飛行機┎ズベズ┊爆音┋空┲見¿ド┫┈ 真┃青 

┊空┎前機ゼ残ブ〞飛行機雲┋ クロ]ブ┆、雲┲ 

悦ゾ出ブ┊ゼ┩、飛┳┇ゆく飛行機┎機影ゼ見え 

┞ブ〞ﾏ 爆音┲響ズボ、一気┋飛び去┫飛行機┏ 

何度┢見〞バ┈ゼあ┫┎┇ベゼ、飛行機雲┲悦ゾ 

出ブ┊ゼ┩、そ┬バそ 悠然┈飛行機雲┲横ε┃┆ゆくﾏ 久ブぶ┪┎秋晴┬

┎飛行┲楽ブ┳┇い┫┨う┇、 

思わペパチリﾏ 機影ゼブ┃ズ┪見え〞┎┢う┬ブいﾏ  

  一説┋┨┬┐、飛行機雲┏高い空┲高速┇飛ぶ飛行機┎排気┋含┞ 

┬┫水蒸気や周辺┎冷〞い水蒸気ゼ飛行機ゼ巻ゾ起バベ気流変化┇水 

滴や氷 粒┋┊┃〞┢┎ﾏ  

飛行機雲ゼ長く残┫次┎日┏雨┋┊┫バ┈┢多い┈いい、 嬉ブゼ┃┆ 

┐ズ┪┏い┩┬┊い┎┇ベゼ、久ブぶ┪┎景色┇ブ〞ﾏ  

鰤月鰈4日 東播磨┎小野┇見〞空┢ゾ┬い┇ブ〞ﾏ 神戸┇┏鰤月┏目 

┞ヅ┫ブく変化ベ┫天候┇、中旬ズ┩½旬┎日照時間┏、  

半δ程度─┃〞┈いうﾏ そ┳┊精┇、自然┈空┋目ゼ向い〞ズ┢ ブ┬┞ボ┳ﾏ   

 運動会  

鰆鰌月鰆日 土曜日 ６裟生┋┊┫孫┎運動会 

  孫〞ち┎元気┊姿┲見┫ ┎┏う┬ブい┢┎ﾏ 

 来週┢┞〞、幼稚園へゆく孫┎運動会ﾏ  

リレヸやマ]╉ヸム┎練習┲や┃┆い┫┈いうﾏ  

孫〞ち┢ 元気┋バ┎秋┲迎え┞ブ〞ﾏ 

 

 

 



  

｀和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

◎ 京都 東山¡十六峰越 walk  2016.9.13.  

1.京都市街┈山科┲結ぶ東山滑石越ﾘ滑石街道ﾙ   

2.東山¡十六峰南端┎稲荷山 横断ハイク  

京都┎東┎壁 東山¡十六峰┲越え┫┈山科盆地ﾏ

バ┎春東山┎西山腹西野山地区┲歩い┆、知┃〞

稲荷神┎鍛冶伝承┊┉山科┎伝承ﾏ  

京都¡条通日ノ岡峠越 旧東海道┎山科盆地袷部

┈┏違┃〞稲荷山┲中心┈ブ〞京都┈┎┄┊ゼ┪

┲初┡┆知┪、南部┎稲荷山ヷ西野山┲越え┫東

山¡十六峰 越┲歩い┆┟〞い┈ﾏ  

行ゾ JR東山トンネル出口┎今熊野ズ┩┎古い街

道滑石街道┲山科へﾏ帰┪┏山科側ズ┩┎参詣道 

稲荷神降臨伝承稲荷山¡ヶ峰┲越え伏見稲荷へ ﾏ 

知┃┆い┫┨う┇知┩┊ズ┃〞山科ﾏ稲荷山┎ベ

ヅ袷┲越え┫滑石街道そブ┆稲荷山山頂越 ‖┄

┎東山越ﾏや┃┆┟〞ズ┃〞東山越walk┎記録ﾏ  

┞〞 稲荷山┏摩訶不思議┎ワンダヸランド  

稲荷神┏農耕┎神┇あ┫┈共┋ 山科ヷ京都┎土着

┎神ヷ開拓神┇┢あ┫┎┇、 バ┎ walk ┇ ┒┧

┃┈ブ┆ﾘ鉄ﾙ┎痕跡ゼ見┄デ┩┬┫ズ┈期待┲ブ┆い┞ブ〞ゼ、残念┊ゼ┩ 見┄デ┫バ┈┏┇ゾ┞ボ┳┇ブ〞ﾏ  

｀風来坊ヷCountry Walkヰ  

◎ 京都 東山¡十六峰越 walk  2016.9.13.  ﾘ和鉄┎道ﾙ┋掲載ブ〞記事┲そ┎┞┞転載  

◎ 小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ南稜岩尾根ハイク 2016.9.24. 南稜岩尾根┏一枚岩┎]ロヸプ 天然┎滑┪台!!  

  低い山┇ベゼ、一枚岩┎山┇、鎖滑┊岩肌ゼ南へ延び┫ﾏ 南稜岩尾根┎山甼┋立ち見¿ド┫ルヸト┎¿方┏ 

  ┞┫┇垂直┊壁ﾏ ┇┢ 須磨アルプ] 馬┎背級┎ハイ╄ン╇コヸ]┈聞い┆、先日岩尾根┎取┪付ゾ口へ┎ 

 道┲教え┆┢┩┃┆、出ズデ┞ブ〞ﾏ 表面ゼピ┩ピ┩┎蛇紋岩質┎直疠ルヸト¿部┇ ホヸルドさえ ブ┃ズ┪ 

 選┙┏大ú夫ﾏ久ブぶ┪┋緊張感┲体験ブ〞山疠┪ﾏ  日本一低い小野ﾘアルプ]ﾙ┇ベゼ、バ┳┊山┢あ┫┈ﾏ  

 ┞〞、展望┢素晴┩ブいﾏゆ┃く┪ ]ライド記録作┪┞ベﾏ  

｀From Kobe 10月 ヰ  

 ■鰆鰌月秋便┪ 里┎秋 胸膨┩┞ボ、今┲元気┋┈  2016.10.5.  

   ┟┎┪┎田┲飾┫彼岸花   

   身┢心┢弾┠里┎秋  秋到来┋期待┲膨┩┞ボ┆い┞ベ  

              



一日中 ]カッ┈┏┬〞秋晴┬┎天気ゼ┞ち┉ジブい毎日 いズゼ┇ブ┧うズ  

┉バ┋い┆┢ ベヅ答え┆く┬┫Wi-Fi]マホ┋毒さ┬〞ボい┊┎ズ 老化┊┎ズ頭ゼ回┩┊く┊┃┆い┫┊カ 

┈感プ┫バ┈ゼ多く、文ゼ┊ズ┊ズ書デペ、同プ┨う┊バ┈┐ズ┪、ジ許ブく─さいﾏ  

 今回┎更新┢取┪立┆〞トピック]┢あ┪┞ボ┳ゼ、、鰈鰌鰆６裟┎秋便┪┇ベﾏ  

 好奇心─デ┏旺盛 元気┋や┃┆い┞ベﾏ  

  今裟┏例裟┋┊く周辺┎田園┇┢ ゾ┬い┊彼岸花┎咲く里景色ゼ見┩┬、┞〞、酒蔵┎旗ゼ┏〞┡く東播磨┎山 

  田錦┎郷┇┢ 畦┲彼岸花ゼゼ飾┃┆ 例裟┨┪┢華やズ┇ブ〞ﾏ  

  ┞〞、一度や┃┆┟〞ズ┃〞京都┈山科 東山¡十六峰山越往復ハイクﾏそブ┆、岩尾根┎状況ゼわズ┩ペ、何度 

  ┢近く┲通ジ┫度┋┨く見え┫場所┲探ブ〞小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ頂¿ズ┩┎天然滑┪台 南稜岩尾根┲晴┬間┲ 

  見┄デ┆や┃┈ 歩デ┞ブ〞ﾏ200mほ┉┎低山ゼ並ぶ日本┇一番低い小野アルプ]┇ベゼ、低山侮┪ゼ〞ブﾏ  

  久ブぶ┪┋緊張ブ〞山疠┪┲御紹＞ﾏ  

  from Kobe ┢ 閉塞感漂う┞〞同プﾏ]ッ╄リブ〞話題┢見┄デ┩┬ペ┇、今月┏ 里┎秋┎写真┎┟┋  

  ジ暇┊時┋┇┢ パ覧く─さいﾏ  

 専門家┏さ┩┋地球規模┇エ]カレヸト ┢┈┋戻┫バ┈┏┊い┈いう異常気象ﾏ╉リラ豪雨┐ズ┪┇┊く洪水 

 土砂災害┋┢┋┢気配要ﾏ新幹線ゼ潜┪抜デ┫トンネル┎直¿┋建┄自宅ヷ街┋┢初┡┆┎避難勧告  

 携帯電話ゼデ〞〞┞ブく┊┪、び┃く┪ブ┞ブ〞ﾏ  

   

  健康ヷ体調管理┈┢┉┢ 防災┋┢ 手┌ズ┪┊ゾ┨うﾏ  引ゾ続ゾ ┨┭ブくジ願いブ┞ベﾏ  

 仲間ヷ家族ゼい┫ﾏジ互い┎笑顔ゼ 元気┎源  

 健康┋気┲付デ┆ 無理ボペ 元気┋前向い┆┈ﾏ  

 

          ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 仲間ゼ頼┪┇ベゼ、 

       ┞─┞─元気 好奇心┏あ┫  

             今┇ゾ┫バ┈┲精一杯    

              2016.10.5.  from  Kobe   Mutsu Nakanishi   

                

 

 

 [ョヸ[ヷカヸリン┎名言 

ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ┏  

ﾘ]トレ]┲〞┡ペ┋鰆鰌鰌┞┇ﾙ┈ﾏ  

 ┊ズ┊ズ┠┄ズブい時代ﾏそ┬─デ┋心┋響くﾏ 

 ┞〞、仲間ヷ家族ゼい┫┎┏あ┪ゼ〞いﾏ    

 バち┩┢ 同プ─デ 意識ボ┍┐┈…  

  ■ 要約ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

  ■ 動 画鰺WMV動画┋変換  

      “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" .  

  ■ 紹＞日本語訳全文 

 

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/1501nenga15.jpg
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1208elder.pdf


         2016年 10月 更新記事 概要  2016.10.5.  

*******   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road   ******* 

   京都 東山¡十六峰越 walk ﾜ1ﾝ. 京都┋う┬ブい散歩古道┎発見   

1.京都市街┈山科┲結ぶ東山滑石越ﾘ滑石街道ﾙ┲歩く 2016. 9.13.  

 大石内蔵助ゼ山科ズ┩祇園ヷ伏見へ通┃〞┈いう古道 府道鰆鰆８号線 今熊野勸修寺線 

 
ﾘ滑石街道ﾙ┃┆ 御存プ┇ブ┧うズ ?  府道鰆鰆８号 今熊野勸修寺線  

家並┟ゼ道┎両側┋び┃ブ┪、続く狭い坂道ゼ東山へ┈疠

┃┆ゆくﾏズ┄┆┏ 大石内蔵助ゼ計┲図┪┊ゼ┩、山科

ズ┩祇園ヷ伏見へ足ブドく通┃〞道─┈いうﾏ   

滑石街道ヷ醍醐道┊┉┈名称┏┄い┆い┫ゼ、¡条通日岡

越や五条通東山越┋幹線道路┎役割┲渡ブ 今┏バ┎街道

筋┋暮┩ベ人〞ち┎生活道路┇、昔┎街道筋そ┎┞┞┋、

東山へ┈坂道┲疠┃┆いくﾏ  

車┋邪魔さ┬┫バ┈┢┊く、家並┟┲楽ブ┟┊ゼ┩  ゆ┃

く┪┈東山越ﾏ往時┲思い起バブ┊ゼ┊ゼ┩ ３鰌δ┢あ

┬┐峠越 山科ゼバ┳┊┋近い┈┏ﾏ  

ﾘ滑石街道ﾙ┉┳┊甥来┲持┄┎ズ……  

峠越え 京都ヷ山科┎遠望┢楽ブいﾏ  

┞〞、JRゼ東山トンネル┇抜デ┆ゆく¿┲山越┇ゾ┫道ゼ

あ┫バ┈┢知┪┞ボ┳┇ブ〞ﾏ 東山┲越え〞山科側┋あ┫ゾ┬い┊形┎ヘアヸピンカヸブ┢ジ┢ブ┭く、バ┎道┏

稲荷山ヷ醍醐へ〞┉┫古い参詣道┇┢あ┫ﾏ 

  京都 東山¡十六峰越 walk ﾜ1ﾝ  稲荷山降臨伝承┎¡ヶ峰ズ┩伏見稲荷大社へ    

2. 東山¡十六峰南端┎稲荷山 ¡ヶ峰越 横断ハイク  2016.9.13.      

 山科西野山ズ┩稲荷山へ疠┃┆伏見稲荷大社へ 久ブぶ┪┎稲荷山┏ワンダヸランド┇ブ〞  

 

┢う 何十裟ぶ┪ズ?  久ブぶ┪┋歩ゾ┏プ┡〞稲荷山ﾏ山科側┎山中┏緑┎林┋包┞┬〞静ズ┊空間┎中┲稲荷山

山頂¡ヶ宏へ┎小道ゼ┄┅くﾏ  昔ズ┩伏見稲荷へ┎参詣ベ┫多く┎人ゼ〞┉┃〞道ﾏ   

霧雨デぶ┫林┎中┋幾┄┢ 名┢知┬┌祠や塚そブ┆行場ゼポッ┈現┬┆く┫ 摩訶不思議┊ワンダヸランドﾏ   



神ゼ集う山 今┏や┪┎パワヸ]ポットズ?   

初┡┆山科側ズ┩〞┉┫稲荷山へ┎道┏バ┎山ゼ伏見稲荷┎御神体山┇あ┫バ┈┲随所┇体現さボ┆く┬┫ﾏ   

靄ゼズ┃〞林┎中┋赤い鳥居ゼ正面向バう┋浮ズ┳┇い┫ﾏ稲荷神ゼ降臨ブ〞稲荷山山頂 ¡ゼ宏へ┎参道┎入口┇

あ┫ﾏ何十裟ぶ┪ズ┎¡ゼ峰 随δ変わ┃┆い┫┨う┇ベゼ、今┏┉う┊┃┆い┫┎ズヷヷヷヷヷヷヷ 

 

*************   今月┎風来坊 Country Walk *********** 

1.小野アルプス。紅山，南稜岩尾根ハイク 2016.9.24  

   南稜岩尾根－一枚岩＋スロープ 天然の滑り台!! 

東播磨┲流┬½┫加古川中流

┎西岸┋小野アルプ]┈呼┐

┬┫山並┟ゼあ┫ﾏ  

標高┏最高┇┢惣山鰺小野富

士鯲┎200m┇、標高150m

前後┎12┎岩峰ゼ┄┩┪、縦

走┋┏アップダウン┲繰┪返

さ┍┐┊┩┌ﾏ 

┊ズ┇┢紅山┎南稜┏頂¿ズ┩麓┞┇  

高低差約80m 斜度約３鰄度┎一枚岩┎

岩稜ゼ、岩┎ベ┙台┎パ┈く美ブい弧┲描

い┆い┆、加古川┎土手ズ┩┢┨く遠望┇

ゾ┫ﾏ ブズ┢、バ┎岩稜┏ハイ╄ン╇┎

パ┈く 手軽┋歩デ┫┈ブ┆、山好ゾ 知

┫人〝知┫山ﾏ  

─いぶ以前ズ┩知┪、ハイ╄ン╇┇ゆデ┫

┈聞く┎┇ベゼ、地図┋┏道ゼ記載さ┬┆

ジ┩ペ、遠くズ┩眺┡┫斜度┊┉┋圧倒さ

┬┆、 ┊ズ┊ズ疠┬ペ┇ブ〞ﾏ  

最近 道┢教え┆┢┩い、  

頂¿へ┎直疠┊ゼ┩ 岩肌┢滑┪┋くく、  

┞カ須磨アルプ]級┈教え┆┢┩い、  

晴┬間ゼ出〞鰤月鰈鰊日初挑戦ﾏ   

正面ズ┩見¿ド┫迫力あ┫岩稜 隣┎惣山ズ┩眺┡┫優美┊]ロヸプ  

久ブぶ┪┋緊張感┢あプわ┃┆、楽ブい山┇ブ〞ﾏ  

日本┇一番低い小野ﾘアルプ]ﾙ┇ベゼ、低山侮┪ゼ〞ブﾏ 楽ブい近場┎山┎紹＞┇ベ 

**********  from Kobe  2016裟10月 ************* 

ﾜFrom Kobe   10月..ﾝ  

  鰆鰌月秋便┪ 里┎秋 胸膨┩┞ボ、今┲元気┋┈   2016. 10. 5. 

  ┟┎┪┎田┲飾┫彼岸花   

  身┢心┢弾┠里┎秋  秋到来┋期待┲膨┩┞ボ┆い┞ベ  

   

 



2016裟10月  掲載 記事リ]ト   2016.10.5 

  
京都市街地┈山科┲隔┆┫東山¡十六峰 東山¡十六峰越 

 

 



     鰆1月 深┞┪ゆく秋 秋桜便┪   2016.11.5. 

  

2016.10.15. 東播磨 加古川市志方┎郷┎コ]モ]畑┇  今裟┢清々ブい気δ┋ 

.異常気象ゼ日本列島┇荒┬狂┃〞今秋 天候┢や┃┈落ち着ゾ、街路┎樹々┢色┅ゾ┏プ┡┞ブ〞  

見¿ド┫青空┋ 気持ち┢晴┬やズ 飛び出ブ┆ Good Luck!! 

  道端┎コ]モ]┋ ふ┃┈顔┲寄ボ┫ 

  街┋┏[ャ〈ゼ流┬、数々┎イベント┋ 酒蔵ヷ利ゾ酒┎イベント┢ 

  ぶ┩ぶ┩┎街歩ゾゼ楽ブい  何┈┏┊ブ┋人恋ブい秋┇ベ 

 

運動公園┎コ]モ]┎丘┋┏ 塚┩ズ┊風┋コ]モ]ゼ揺┬┆い┞ブ〞 2016.10.27. 

.     ■ 2016秋桜 東播磨 加古川 志方┎郷┎秋桜畑 ﾝ 

  

毎裟 気持ち┲ベ┃ゾ┪さボ┆く┬┫ 東播磨 志方┎郷┎秋桜 里┋咲く秋桜┎秋景色┲今裟┢┉┃┗┪┈ﾏ 
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や┃┈真┃青┊青空 晴┬晴┬┈ﾏ神戸┎街┋┏[ャ〈ゼ┊ゼ┬、

数々┎イベント 楽ブい賑わい┋ﾏ  

街行く人┢明┫い笑顔┋ﾏバﾏち┧┃┈街┲離┬┫┈爽やズ┊風┋揺

┬┫コ]モ]  2016秋桜┎秋到来  

今裟┢東播磨加古川志方┎コ]モ]畑┋出ズデ┆ゾ┞ブ〞ﾏ  

毎裟同プ空ゾ景色┇ベゼ、出ズデ┫┈┞〞、新ブい発見ゼヷヷヷヷ  

今秋 相次い┇関西┇発掘さ┬〞遺跡┎ニュヸ]ゼ新聞┎片隅┲┋

ダわブ〞ﾏ  

  芦屋ヷ会½山遺跡┎謎 発掘６鰌周裟‶ンポ 鉄生産┎議論┢!!   

  国生┟神話┎淡路松帆銅鐸ゼ出雲┎キ弟銅鐸!!  

  近江┇卑弥呼┎時代┎鉄┎流通┎拠点ゼ┟┄ズ┄〞!!   

  京都龍谷大大宮╄ャンパ]ズ┩鍛冶工乗┊┉中世職人甪発掘!!  

日本┎国造┪ヷ鍛冶工乗関連┎遺跡発掘┋、興味深々ﾏ  

久ブ振┪┋古い鍛冶工乗跡ゼ見┩┬┫┈ 現地説明会┋┢参加ﾏ 

神戸┎港┇一般公開さ┬〞深海調査船ﾘブ┳ズい6500ﾙ┈  

そ┎伴船ﾘ┨バベズﾙ┋┢見学┇ゾ┞ブ〞ﾏ  

┊┳や┊や 勝手パち┣┞ポ┎神戸ズ┩┎11月┎始┞┪ 

2016秋桜便┪┇ベﾏ   

厳ブい気象異変┋ 鳥取┇┢大地震発生 日本列島┏┉バ┇起ゾ┆┢不思議┇┊い  

巨大災害┎時代┋ﾏ┞〞、インフルエンザ流行期┋ ジ互い 手┌ズ┪┊ゾ┨うﾏ  

 

 . 

● 淡路島蝙松帆銅鐸蠎同叛鋳型で作㎳㎰た出雲蝙銅鐸渣兄弟銅鐸  

    国生神話蝙出雲・淡路蠎強い結びつ笈 

 

淡路┎松帆銅鐸┏出雲┈キ弟銅鐸銅鐸  国造┪神話┎国 出雲┈淡路┈┏強い結び┄ゾゼ考え┩┬、 ┞〞、そ┎

間┲結ぶ播磨野播磨風土記┋┏ ヤマト連合┈在地┎勢力┈┎接触&抵抗┲示ベﾘ妻問い-印南別嬢┎抵抗ﾙ伝承ゼ

記載さ┬┆い┫ﾏ 

淡路┎弥生┎国内最大級┎鍛冶工乗工乗村五斗長垣内遺跡┈┎関係┢話題┋┊┫一方、淡路┲見晴┫ズベ芦屋┎高地

性集落会½山遺跡┏武器┲作┫鉄┎生産工乗┎可能性ゼ議論さ┬┆い┫ﾏ  

バ┎時代┲経┆、初期ヤマト王権誕生┋バ┬┩┎国ゼ┉うズズわ┪、┉┳┊ドラマゼ展開さ┬┆い┃〞┎ズヷヷヷヷヷ

興味┏故ゾ┊いﾏ ┞〞、ババ┇┢ 鉄ゼ重要┊鍵┋┊┃┆い┫ﾏ 

 



●近江蝙彦根牙㎳ 纏向遺跡に匹敵篇る鉄器物流を担う拠点都市集落汲出土 

 
卑弥呼┎時代┋ヤマト┈簾練湖交通ヷ東国┲結ぶ結節点近江┋大和纏向遺跡┋匹敵ベ┫大型建物┲持┄鉄┎物流拠点

┈┟┩┬┫都市(彦根市稲部遺跡)ゼ出土ブ、大型建物┎ベヅそ┐┋、繰┪返ブ怫続ブ┆多数┎鍛冶工乗ゼあ┃〞┈┟

┩┬┆い┫ﾏ 初期ヤマト王権┋組┟込┞┬┆い┃〞近江┎大勢力┎拠点ﾏ10月22日現地説明会ゼ開ズ┬〞ﾏ 

新聞┲見┆、興味津々┇現地説明会┋参加ブ┆ゾ┞ブ〞ﾏ非常┋大勢┎人ゼ睿┡ズデ┞ブ〞ﾏ ┞─、整理ゼ┇ゾ┆

い┞ボ┳ゼ、2世紀～4世紀┋ズデ┆、大和政権┎成立ズ┩そ┎後大和政権┋組┟込┞┬、 栄え〞近江┎拠点┇ベﾏ

┞〞、別途整理ブ┆ジ知┩ボブ┞ベﾏ

 

 

 鰆1月秋  秋桜便┪ 道端┎コ]モ]┋ ふ┃┈顔┲寄ボ┫  2016.11.5.  

見¿ド┫青空┋ 気持ち┢晴┬やズ 飛び出ブ┆ Good Luck!!  

   街┋┏[ャ〈ゼ流┬、数々┎イベント┋ 街歩ゾゼ楽ブい  

   酒蔵ヷ利ゾ酒┎イベント┢ 何┈┏┊ブ┋人恋ブい秋┇ベ 

 



 11月秋桜便┪ 道端┎コ]モ]┋ ふ┃┈顔┲寄ボ┫  

街路┎樹々┢色┅ゾ┏プ┡┞ブ〞ﾏ 

見¿ド┫青空┋ 気持ち┢晴┬やズ 

飛び出ブ┆ Good Luck!!  

道端┎コ]モ]┋ふ┃┈顔┲寄ボ┫   

街┋┏[ャ〈ゼ流┬、数々┎イベント 

┋街歩ゾゼ楽ブいﾏ酒蔵ヷ利ゾ酒┎イベ

ント┢ﾏ何┈┏┊ブ┋人恋ブい秋ﾏ  

いズゼ┇ブ┧うズ  

.  

気力┎衰え┲感プ┊ゼ┩┢、空元気半δ 好奇心┏┞─あ┫ﾏ ぶ┄ぶ┄┏言う┞い┈奮い立〞ボ┆い┞ベﾏ  

┊┳やズや 勝手パち┣┞ポ┎神戸ズ┩┎2016秋桜便┪ 爽やズ┊秋┎コ]モ]┎姿 ジ届デﾏ  

毎度同プ秋風景┇ベゼ、あ〞┩ブい発見┢…… ﾏ今秋 私┎勝手┊思いﾘ卑弥呼┎時代 日本国生┟┋ズズわ┃〞鉄

┎謎ﾙ┋ズズわ┫発掘調査┎記事ゼ関西┎新聞┎片隅┋ﾏ 興味深々┇、わくわくﾏ飽ゾ┢ボペ 歩い┆い┞ベﾏ  

厳ブい気象異変 ヷ熊本ヷ鳥取┇┎大地震発生ヷ火山┎噴火┢続くﾏ 日本列島┏┉バ┇起ゾ┆┢不思議┇┊い巨大災

害┎時代┋ﾏ ┞〞、インフルエンザ流行期┋ジ互い 手┌ズ┪┊ゾ┨うﾏ  

仲間ヷ家族ゼい┫  ┊┋┏┈┢あ┬、体調┋留意ブ┆元気┋前向い┆ﾏ 

い┄┢ あ┪ゼ┈うパピい┞ベﾏ 

  故郷ﾘ尼崎市制100裟ﾙ  仲間が描く瓖尼崎風景瓘が記念勉手にほ㽷   

故郷ﾘ尼崎ﾙ┇┏ バ┎鰆鰌月市制鰆鰌鰌裟┲迎え、色々┊ 行事ゼ行わ┬┆い┫ゼ、高校仲間ゼ描い〞尼崎┎風景 

原画┋記念ε手ゼ発売さ┬〞ﾏ  

さ┃そく買い求┡┞ブ〞ゼ、 

忘┬ズデ┆い〞場所ゼ幾┄┢描ズ┬ 

┆い┆、昔┲思い出ブ┊ゼ┩楽ブ┠ﾏ  

使う┎┢勿体┊いﾏ┢う少ブ手元┋ 

置い┆ジバう┈ﾏ 

鰆鰆月┋┏尼崎┇原画展┢開ズ┬┫ 

┈聞くﾏ見┋ゆズ┍┐ﾏ 

出ズデ〞尼崎┎街歩ゾ┇幼馴染┋偶 

然出会え〞┎┢収穫ﾏ 

┞〞、会社┎仲間ゼ┢う鰈鰌裟 逆 

瀬川┎駅ビル┇営┠カレヸ専門店ﾏ知┫人〝知┫談名店─そう┇ベゼ、TV┋出┫┈┎メヸルﾏ  

久ブ振┪┋見┫仲間夫妻┎顔┋TV┋エヸル┲送┫ﾏ娘やほズ┎仲間ズ┩┢メヸルや電話┢来┆、嬉ブいﾏ 

.尼崎┲離┬┆、随δ┋┊┪┞ベゼ、元気┊仲間┎話┲聞く┎┏本当┋う┬ブいﾏ 

鰆鰆月┋┏故郷┎仲間┎会ゼ┞〞あ┫ﾏ 待ち遠ブい鰆鰆月┇あ┫ﾏ  

 小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ南稜岩尾根┎]ロヸプ  

先月紹＞ブ〞小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ┎南稜岩尾根Walkﾏ孫┋教え┆┢┩

┃〞ANA┎PRソン╇┲BGM┋]ライド 動画┋ﾏﾘ元気ゼ出┫わﾙ┈

再構成ブ┆アップﾏ   

.┇┢、バ┎南稜]ロヸプ┲遠望┏┇ゾ┆

┢、南正面ズ┩、┞プズ┋眺┡┆い┊い

┎ゼ気┋┊┃┆、志方┎秋桜┲ 見┋行

┃〞帰┪゛山陽自動車道┎道┲再度探

ブ┆、 ┞プズ┇ 見┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

や┃┑┪急傾斜ﾏババ┲½┫ゴマ粒┎人┲見┄デ┆、勇気あ┫┊カ┈ﾏ 

 



 ]マホ┎緊急地震警報音 ┏プ┡┆鳴┃┆び┃く┪  

2016/10/21 ]マホゼ大音萪┇デ〞〞┞ブく鳴┪響くﾏ  

┈┃さ┋ﾘ事態ゼ判┩ペ、 ┏┨ 止┡┍┐!!ﾙ┈立ち¿ゼ┃┆、]マホ┋手┲伸┐ブ〞途端 ╃タ╃タ┈ゾ〞ﾏ  

地震警報─┈初┡┆理解ﾏ  

ベパいサウンド音ﾘ地震や!! 地震や!!ﾙ┈┇┢言┃┆ほブいﾏ バ┎音忘┬〞┩、┞〞 怖い┊カ┈ﾏ  

┇┢、]マホ┋手ゼ伸┐ボ〞┎┏収穫ﾏ バ┎音知┃┆い┬┐、初動┏┇ゾ┫ズ┢ヷヷヷヷヷﾏ  

初┎体験┇ブ〞ﾏ 皆様┋┏┉う─┃〞┇ブ┧うズヷヷヷヷﾏ 

 人恋ブい秋  ラ╇ビヸ┎鎖尾氏逝く 

ラクビヸ┎鎖尾誠‖氏やTV┇い┄┢眺┡┆い〞明┫い女性疠山家田部井淳子さ┳┎突然┎訃報┋┏ び┃く┪ﾏ  

残念┇ベゼ、今┏〞─安┩ズ┋ﾏ   

迫┪く┫敵┎中]テップ┲ε┃┆駆デ抜デ┆ゆく鎖尾氏┎姿┈声┲ズデ〞バ┈┏┊い┎┇ベゼ、 

神戸┎街┎カウンタヸ┇  一人ゆ┃〞┪┈盃┲傾デ┩┬┆い〞姿ゼダブ┃┆浮ズび┞ベﾏ  

今秋ほ┉消息や訃報┲聞い〞秋┏┄い〝┊ブﾏ 

┞〞、多く┎人┈┢出会え┞ブ〞ﾏナベヅルゼ元気┋今裟┢飛来ブ〞┈┎話┲耳┋ブ〞矢先┋ パ無沙汰ブ┆い┫山

口ヷ美祢ﾏ萩焼陶芸┎田中講鎖夫妻ズ┩┎元気┊便┪ﾏ電話ブ┆声┲聴くﾏ 東京┇┎仲間┎会┋┏┨う出ズデ┞ボ

┳┇ブ〞ゼ、電話ヷメヸルや仲間┈┎街┇┎語┩い┊┉う┬ブい秋┇ベﾏ┞〞、家内┎友人┲通プ┆、思い┢ズデペ

多く┎昔┎山仲間┎消息┢ゾデ┞ブ〞ﾏ 秋┎夜長 色々思い浮ズ┙┊ゼ┩ ふ┈┟┳┊┉うブ┆い┫や┭ズ┈ヷヷヷヷﾏ  

そ┬〝┬┲思い浮ズ┙┫人恋ブい秋┎夜 

仲間ヷ家族ゼい┫ﾏジ互い┎笑顔ゼ 元気┎源ﾏジ互い健康┋気┲付デ┆ 無理ボペ 元気┋前向い┆┈ﾏ 

 

｀和鉄┎道ヷIron Roadヰ  

 ◎ バ┎秋 関西┇┏卑弥呼┎時代┎幕開デ   

 初期ヤマト連合┋係わ┫遺構ヷ遺物┎発掘ゼ 

大ゾ┊話題┋  

.芦屋ヷ会½山遺跡┎謎  

発掘６鰌周裟‶ンポ鉄生産┎議論┢!!   

 国生┟神話┎淡路松帆銅鐸ゼ出雲┎キ弟銅鐸!!  

近江┇卑弥呼┎時代┎鉄流通拠点ゼ┟┄ズ┄〞!!   

 京都龍谷大大宮╄ャンパ]┇┏ 鍛冶工乗┊┉

中世職人甪発掘!!  

日本┎国造┪ヷ鍛冶工乗関連┎遺跡発掘┋興味

深々ﾏ久ブ振┪┋古い鍛冶工乗跡ゼ見┩┬┫┈現

地説明会┋┢参加 ﾏ新聞記事や現地説明会資料┊

┉┲整理紹＞ブ┞ブ〞ﾏ  

. ┞〞、鰈鰌裟ほ┉前 当時┎先端技術┎粋┲集┡

┆造┩┬〞ﾘブ┳ズい6500ﾙ 興味深々┇見学ﾏ   

｀風来坊ヷCountry Walkヰ 

◎ 201秋桜 東播磨 志方┎郷┎コ]モ]畑  .   

今裟┢加古川中流西岸┎志方┲訪┍┞ブ〞 .  

◎ 小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ南稜岩尾根ハイク   

 南稜岩尾根┏一枚岩┎]ロヸプ 天然┎滑┪台!!  

   先月紹＞ブ〞小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ┎南稜岩尾根ﾏANA┎PRソン╇┲BGM┋再構成ﾏﾘ元気ゼ出┫わﾙ┈ﾏ  

  ｀From Kobe 11月 ヰ 鰆1月 秋桜便┪   

   街路┎樹々┢色┅ゾ┏プ┡、 見¿ド┫青空┋ 気持ち┢晴┬やズ  

  飛び出ブ┆ Good Luck!!  道端┎コ]モ]┋ ふ┃┈顔┲寄ボ┫              



11月┎Monthly Page 毎裟┎秋桜┎便┪─デ┎構成┋┊┫ズ┊カ┈気┋ブ┆い┞ブ〞ゼ、 

関西┇┎相次ヅ埋蔵文化財発掘┎ニュヸ]ﾏ そ┬┢ 興味深々┎ﾘ卑弥呼┎時代┎鉄┎謎関連ﾙﾏそブ┆ ﾘ┏プ┡

┆見┫京都市街地┇┎鍛冶工乗┎痕跡ﾙ┢ﾏ  

┞〞、鰈鰌裟ぶ┪┎先端技術┲思い起バブ┊ゼ┩、┞プズ┇見┫ ﾘブ┳ズい6500ﾙ  

ブ┃ズ┪整理┞┈┡┆記録ブ┆ジバう┈ﾏ 資料整理ブ┊ゼ┩、う┬ブい思い入┬一杯┎記録┋┊┪┞ブ〞ﾏ  

人恋ブい秋┎便┪ ち┧┃┈感傷的ズ? ジ許ブく─さいﾏ 

  

 ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 仲間ゼ頼┪┇ベゼ、 

  ┞─┞─元気 好奇心┏あ┫  

   今┇ゾ┫バ┈┲精一杯    

    2016.11.5.  from  Kobe    

          Mutsu Nakanishi   

 

 

                        自宅前┇見┫秋┎夕日 海┋沈┠夕日┲┈┪〞い┎┇ベゼ 

 

  

 

 [ョヸ[ヷカヸリン┎名言 

ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ┏  

ﾘ]トレ]┲〞┡ペ┋鰆鰌鰌┞┇ﾙ┈ﾏ  

 ┊ズ┊ズ┠┄ズブい時代ﾏそ┬─デ┋心┋響くﾏ 

 ┞〞、仲間ヷ家族ゼい┫┎┏あ┪ゼ〞いﾏ    

 バち┩┢ 同プ─デ 意識ボ┍┐┈…  

  ■ 要約ﾘ老い┲楽ブく生ゾ┫〞┡┋ﾙ  

  ■ 動 画鰺WMV動画┋変換  

      “ Philosophy_For_ Old_Age.pps" .  

  ■ 紹＞日本語訳全文 

 

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/1501nenga15.jpg
http://www.infokkkna.com/ironroad/netdoga/Philosophy_For_Old_Age.wmv
http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1208elder.pdf


      2016年 11月 更新記事 概要  2016.11.5.  

*******  今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road ******* 

  初┡┆見┫京都市街地┇出土ブ〞中世鍛冶工乗┎痕跡  

1.龍谷大学大宮╄ャンバ] 発掘調査現場見学 2016.10.16.  

  鎖安京東市跡ズ┩中世┎職人甪家並┈甪屋┎裏庭ズ┩鍛冶工乗┎存在示ベ土坑出土 

 

10月16日朝ﾘ鎖安京┎ﾘ東市ﾙ┎跡地┨┪、七條大路┋そう鎌倉時代┎家並┟ゼ出土ブ、そ┎裏庭┋┏鍛冶工乗

ゼあ┃〞ﾙ┈┎記事┲ インタヸネットニュヸ]┇見┄デ、午後現地説明会ゼあ┫┈知┃┆、中世┎街並┎中┋あ┫

鍛冶工乗┋興味津々┇ 京都へ出ズデ┞ブ〞ﾏ 

 場所┏┨く知┫西本願寺┎南隣七條通┪┋面ブ〞龍谷大大宮╄ャンパ]ﾏ. 初┡┆知┫中世┎甪屋┎家並┟┈甪屋┎

裏┎ベパい数┎パ┟処理┎土坑群ﾏ┞〞、甪屋裏庭┎土坑ズ┩┎鍛冶関連遺物┎出土┋┨┪、鍛冶工乗┎存在ゼ推察

さ┬〞ゼ、鍛冶炉跡┏不明┇あ┪、生産さ┬〞製品┢┨くわズ┩ペ、さ┩┊┫検討ゼ必要┋思え┞ブ〞ﾏ 

┇┢初┡┆見┫京都市街地┇┎鍛冶工乗┎可能性┇ベﾏ .  

ﾘバ┎鎖安京東市跡┎鎌倉時代┎賑わい┏当時描ズ┬〞一遍¿人絵伝┋┢えゼズ┬┆ジ┪、 鎖安時代ズ┩引ゾ続ゾ

バ┎地ゼ 鍛冶職人┊┉┲中心┈ブ┆繁栄ブ〞職人甪┇あ┫バ┈ゼ確認さ┬〞ﾙ 今回┎発掘┎成果ゼ、┞┈┡┩┬〞  

バ┎遺跡┎評価┏┞─バ┬ズ┩┇ベゼ、久ブぶ┪┋出ズデ〞製鉄関連偉関┎現地説明会ﾏ   

現説資料並び┋発掘現場┎写真┊┉┲抜粋整理ﾏ  

2. 淡路島 松帆銅鐸蠎出雲渣同叛鋳型蝙兄弟銅鐸渣蝙報道 2016.10.14. 

  国生神話蝙出雲・淡路蠎強い結びつ笈汲推定さ㎰る  

 

淡路┎松帆銅鐸┏出雲┈キ弟銅鐸銅鐸ﾏ国造┪神話┎国 出雲┈淡路┈┏強い結び┄ゾゼ考え┩┬、  

┞〞、バ┎‖┄┎国間┋あ┫播磨野播磨風土記┋┏ ヤマト連合┈在地┎勢力┈┎接触&抵抗┲示ベ 

ﾘ妻問い-印南別嬢┎抵抗ﾙ伝承ゼ記載さ┬┆い┫ﾏ  



バ┎時代、初期ヤマト王権誕生┋バ┬┩┎国ゼ┉うズズわ┪、 ┉┳┊ドラマゼ展開さ┬┆い┃〞┎ズヷヷヷヷヷ  

興味┏故ゾ┊いﾏ 新聞┇報道さ┬〞 キ弟銅鐸┎ニュヸ]ﾏ 新聞ε┪抜ゾ整理ﾏ 

┊ジ、バ┬┩淡路島松帆銅鐸┈出雲┈┎関係┊┉┲鰈鰌鰆鰄裟銅鐸出土時┋┞┈┡┆い┞ベ┎┇、パ参考┋ 

  ﾜ参考 和鉄┎道 ﾝ 

    大和┎進出┋┨┫新旧勢力交代┋┨┫ 国┅く┪┎始┞┪┲示ベ┎ズ  ???   

   ﾘ伊弉諾神宮 国生┟神話┎島ﾙ 淡路島┇ 大萪┎埋納銅鐸出土  2015. 5. 20.   

   国譲┪神話┎出雲┎大萪┎埋納銅鐸出土鰺加茂岩倉ヷ荒神谷遺跡鯲┈そ┃く┪  

 

  <鉄┎┏┊ブ あ┬バ┬>    

3.伴船ﾘ横須賀ﾙ┈深海調査船ﾘブ┳ズい6500ﾙ見学記 神戸港┇一般公開  2016.10.18.  

深海調査船ﾘブ┳ズい6500ﾙ┈そ┎伴船ﾘ┨

バベズﾙゼ、神戸┎港┇一般公開さ┬〞ﾏ 

 ﾘブ┳ズい6500ﾙゼ当時┎先端技術┎粋┲集

┡┆建造ゼ進┡┩┬〞約鰈鰌裟前ﾏ 

直接携わ┃〞わデ┇┏あ┪┞ボ┳ゼ、鉄鋼会社

┇厚鋼暢虫料┈そ┎溶接┎仕事┲ブ┆い〞私┋

┏ 思い出深いﾘブ┳ズい6500ﾙ┇あ┫ﾏ  

数々┎深海調査┎成果┲出ブ、現在┢活躍中┎

ブ┳ズい 6500 ┎生┎姿┲見┩┬┫┞〞┈┊

いチャン]ﾏ 

次┎ﾘブ┳ズい鰆鰈鰌鰌鰌ﾙ┋┄い┆┢知┪〞

いブ、 伴船┈調査船┎関係┢ヷヷヷﾏ   

バ┳┊機会┏ ┞〞┈┊いﾏ  

興味津々┇深海調査船ﾘブ┳ズい６鰄鰌鰌ﾙ &

無人探査船 ﾘう┩ブ┞ﾙそブ┆ そ┬┩┎支援

伴船ﾘ┨バベズﾙ┎見学会 ┋行┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

************  今月┎風来坊 Country Walk2016裟11月  *********** 

1. 2016 秋桜  東播磨 志方┎郷┎コ]モ]畑  2016.10.15.  

      今裟┢加古川中流西岸┎志方┲訪┍┞ブ〞 

    

 2016年の秋桜  東播磨 加古川市志方の郷のコスモス畑で  今年も清々しい気便に   2016.10.15. 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/1506doutaku00.htm


2 ﾜ動画 再構成ﾝ 小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ南稜岩尾根ハイク 2016.9.24  

            南稜岩尾根┏一枚岩┎]ロヸプ 天然┎滑┪台!! 

  .   

  先月紹＞ブ〞小野アルプ]ﾘ紅山ﾙ┎南稜岩尾根Walkﾏ 

 孫┋教え┆┢┩┃〞ANA┎PRソン╇┲BGM┋]ライド   

 動画┋ﾏ そ┎出来栄え┋ﾘ元気ゼ出┫わﾙ┈ヷヷヷヷヷ   

 再構成動画┲アップﾏ ┞〞、バ┎南鐐]ロヸプ┲┞プズ┋┟ 

  ┩┬┫ポイント┲見┄デ、真横ズ┩眺┡┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

や┃┑┪急傾斜ﾏババ┲½┫ゴマ粒┎人┲見┄デ┆、 

勇気あ┫┊カ┈ﾏ 

********************  from Kobe  2016裟11月 ************************* 

瓺From Kobe   11月..𤭯  

    １１月 秋桜便り  道端┎コ]モ]┋ ふ┃┈顔┲寄ボ┫   2016.11.5. 

    ● 神戸港┇ 深海調査船ﾘブ┳ズい6500ﾙ┈そ┎ 伴船ﾘ横須賀 ﾙ一般公開   2016.10.18.  

 

           2016裟11月  掲載 記事リ]ト   2016.11.5 

 

  

 

 



鰆2月   Merry Christmas!!    2016裟師走┎便┪ 2016.12.10. 

 

鰆2月 Merry Christmas!!    2016裟師走 2016.12.10. 

クリ]マ]┎装い┎街┋ルミナリエ┢始┞┪、華やい─声ゼあふ┬、神戸┎街┢師走┎ムヸド┋ 

 振┪返┃┆┟┫┈あ┃┈いう間┎1裟 色々気┋ズデ┆い〞─ゾ あ┪ゼ┈うパピい┞ブ〞 

ジズド┇ 家族┈┢┉┢元気┋暮┩ブ┆い┞ベ. 

地球環境変化┋┨┫異常気象や地球┎活動活発価┋┨┫巨大災害ゼ降┪ズズ┫時代┋ﾏ 

世界┎情勢┢既存勢力ゼ次々┈┉┳┇┳返ブﾏ 

╇ロヸバル化ヷ効率ヷ大萪消費┲追い求┡〞国際金融中心┎情報化社会世界┎ほバ┭びゼあちバち┋ﾏ  

格差┎増大┈┈┢┋、弱者ε┪捨┆問答無用┎封建時代┋戻┃┆ゆく┨うﾏ 

幸福感ゼ日┋日┋遠┎い┆ゆく現実ゼ┒〞┒〞┈ﾏわ┬わ┬┢ 勝ち組┎仲間┎中┋入┬┆ほブい┊あ┈ 

そ┳┊不安感ゼ頭┲┨ダ┫昨今┇ベﾏ ┇┢ 熟痴┏言う┞い 前向い┆ﾏ  

 

原色┋近い色┋塗┪┊ジさ┬〞新長田┎ 

ﾘ鉄人鰈８号ﾙゼバぶブ┲高く振┪¿ド┫ﾏ 

 

歳┲┈┫┈┈┢┋ ]ピヸド┋┄い┆ゆデペ、  

あ┃┈いう間 色々あ┃〞1裟┇ベゼ、 

┞─┞─ 元気 好奇心┢あ┫ﾏ 

仲間┎元気┲活力┋!! 前向い┆┈  

ジ互い無理ボペ元気┋ ┨┭ブくジ願いブ┞ベ               元気┋拳┲突ゾ出ベ新長田┎鉄人鰈８号 

   2016.12.10.  from Kobe   by Mutsu  Nakanishi        

 

鰈鰌鰆６裟鰆鰈月 クリ]マ]┎飾┪┄デ┎中 神戸¡宮┎街┢ 華やい─雰囲気┋  20106.12.2. 
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2016年神戸 デミナテエ    

鎮魂ズ┩未来へ時空┲超え┆ ┈┢┋生ゾ┫喜び┲┄┊ヅ 2016.12.3. 

 

 

神戸淡路大震災ズ┩22裟 震災┲経験ブ┆い┊い若者ゼ増え、  

震災┎バ┈ゼ街┎話題┋疠┫バ┈┢┡┃ゾ┪少┊く┊┪┞ブ〞ゼ、  

┇┢、真┃蛸┊中ルミナリエ┎灯ゼ┈┢┃〞時┎感動┏忘┬┊いﾏ  

ﾘ神戸ゼ一┄┋┊┬〞希望┎灯 バ┬┏忘┬┞いﾙ  

. 

バ┎ルミナリエ┎光┎灯┢ 今存続┎危機┋直面ブ┆┆い┫ﾏ  

ﾘ鎮魂ズ┩未来へ ┈┢┋生ゾ┫喜び┲┄┊ヅ灯ﾙへ  

バ┎神戸┎光┎灯┲い┄┞┇┢灯ブ続デ、震災┎記憶┈┈┢┋   

ﾘ時空┲超え┆ ┈┢┋生ゾ┫喜びﾙ┲語┪┄┊ダ〞いﾏ  

     鰈鰌鰆６．鰆鰈.３ ルミナリエ┎光┎環┲眺┡┊ゼ┩.  

              by Mutsu Nakanishi 

 

 

 

 

 



 . 

ﾄ 弥生竹ズ┩古墳時代前期 (3世紀～鰊世紀)  邪馬台国ズ┩日本┎国家形成┎時代   

  近江蝙彦根牙㎳纏向遺跡に匹敵篇る大型建造物蝙ある鯲鉄麪で栄えた物流拠点都市集落汲出土 

 

 

卑弥呼┎時代┋ヤマト┈簾練湖交通ヷ東国┲結ぶ結節点近江┋ 

ﾘ大和┎纏向遺跡┋匹敵ベ┫大型建物┲持┄鉄┎物流拠点┈┟ ┩┬┫ 都市集落(彦根市稲部遺跡)ﾙゼ出土ﾏ  

巨大都市集落┎中栐┎大型建物┎ベヅそ┐┋、幾棟┢┎鍛冶工 乗群(竪穴住居群)ゼ、繰┪返ブ怫続ブ┆存在ﾏ   

ﾘ日本┎国造┪┎ key┏鉄ﾙ┈言わ┬┊ゼ

┩、そ┬┲実感┇ゾ┊ズ┃〞ゼ、都市┎中

心部┋バ┳┊┋鍛冶工乗ゼ林立ベ┫姿┲

見┫┎ ┏初┡┆ﾏ 鉄器物流┲担う近江┎

拠点集落集落 ┞さ┋ﾘ鉄ゼ主役ﾙﾏ  

初期ヤマト王権┋組┟込┞┬〞後┢、畿内

┈東国ヷ袷陸┲結ぶ拠点 ┈ブ┆、更┋勢

力┲伸┐ブ┆い┃〞近江┎大勢力┎拠点

┈┟┩┬┆┫ﾏ  

卑弥呼┎日本┎国造┪┎時代┋、日本┎国

造┪┋┉┳┊役割┲演プ┆い〞┎┇ブ┧

うズ?  バ┎巨大都市┎中栐┇┉┳┊鉄

器生産ゼ行わ┬┆い〞┎ズ?   

今後┎検討ゼう┬ブい遺跡┇ベﾏ   

 ●    鯲地鉄蝙黒蝙美しさ麪 肥後金象嵌 金細工蝙⑹ザインを浮牙び上汲㎳簾る鯲漆黒蝙黒蝙鉄素地麪 

TVﾘ肥後伝統┎象嵌ﾙ┎話┲見┆、肥後象嵌┎金細工┎デザイン┲浮ズびあ┩ボ┫素地ゼ ﾘ地鉄そ┎┢┎┎黒ﾙ┈

初┡┆教え┆┢┩い┞ブ〞ﾏ古来牙㎳粮何百年受靭數汲㎰て笈た鉄蝙技汲ここにもある渣。 



    鰆2月┎便┪ Merry Christmas !!    2016裟師走 

 12月師走 Merry Chrismas!! 

歳┲┈┫┈┈┢┋ ]ピヸド┋┄い┆ゆデペ、 

あ┃┈いう間ﾏ色々あ┃〞1裟┇ベゼ、 

┞─┞─元気 好奇心┢あ┫ﾏ   

仲間┎元気┲活力┋ 前向い┆!! ┈. 

バぶブ┲高く 振┪¿ド┫ ﾘ鉄人鰈８号ﾙ  

ﾘ鉄人鰈８号ﾙ┎歌┲口ペさ┳┇気δ爽快 ジ互い無理ボペ元気┋ ┨┭ブくジ願いブ┞ベ 

 

  鰈鰌鰆６裟 和鉄┎道ヷIron Road ┲振┪返┃┆   

. 2016裟1裟間 ホヸムペヸ[更新12回┎自δ勝手┊掲載記事┋ジ付ゾ合いい〞─  

 本当┋あ┪ゼ┈うパピい┞ブ〞ﾏ 掲載記事数┏合計44件┋┊┪┞ブ〞ﾏ  

      ﾄ 和鉄┎道ヷIron Road  17件 

      ﾄ 風来坊ヷCountry Walk 15件  

      ﾄ 四季折々ヷMonthly┎便┪ from Kobe 12件  

 頭┢回┩ペ、文章┢書デペ挫折ブズデ┊ゼ┩┎1裟┇ブ〞ゼ、色々教え┆い〞─ゾ┊ゼ┩続デ┫バ┈ゼ┇ゾ┞ブ〞ﾏ   

 1.和鉄┎道ヷIron Road  本裟┎トピック]  

.   ◎ 愛媛大学東ア[ア古代鉄文化センタヸ設立10裟┈ﾘ鉄┎起源探求  

& 鉄ユヸラ‶ア大陸東遷┎道┎解明ﾙ   

 日本┎古代鉄研究┎ナ‶ョナルセンタヸ┎役割┲担う数々┎成果  

┇┢道半┐ 次┎]テップ┋期待大  

村¿恭通教授┲中心┈ベ┫愛媛大学東ア[ア古代鉄文化センタヸゼ設立さ┬┆10裟ﾏ 

毎裟解さ┬┫研究成果報告┲兼┍〞‶ンポ[ュウム┲聴講さボ┆┢┩い、 

ﾘ和鉄┎道ﾙhome page┋┢紹＞さボ┆┢┩┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ            

西ア[ア┋起源┲持ち、ユヸラ‶ア大陸┲西ズ┩東へダイナミック┋伝播ブ〞ﾘ鉄ﾙﾏ  

そブ┆日本古来┎〞〞┩製鉄技術ゼ┢〞┩さ┬〞ﾏ   

村¿恭通教授┲中心┈ベ┫愛媛大学東ア[ア古代鉄文化センタヸ┎古代鉄研究チヸム┏、

約 10裟┋渡┪、中国やモンゴル、トルコ、ロ‶アヷ ハカ]共和国、カザフ]タン┊┉┎ユヸラ‶ア大陸┎諸国ヷ

日本┎研究者┲┢巻ゾ込┳┇、ﾘ鉄┎起源並び┋時代┲超え〞製鉄技術伝播┎道<メタルロヸド>解明┎連携プロ[ェ



クトﾙ┲推進ブ、点ズ┩線そブ┆面へ┈ユヸラ‶ア諸国┈┎研究連携ネットワヸク┎拡大┈┈┢┋、ユヸラ‶ア大陸

┎東西┲結ぶメタル ロヸドヷ鉄┎道ゼベヸル┲脱ダ┄┄あ┫ﾏ素晴┩ブい成果┋い┄┢ワクワク┎鰆鰌裟┇ブ〞ﾏ  

 ﾄ 鉄┎起源ヷ伝播ユヸラ‶ア大陸各国研究連携ロ[ェクト  

  ﾘユヸラ‶ア大陸┲東西┋結ぶ鉄┎道 Metal Road ﾙ成果報告会聴講┞┈┡ 2016.1.7.  

  ◆ http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1601metalroad201500.htm  

さ┩┋、並行ブ┆、古来ズ┩┅┃┈怫承さ┬┆ゾ〞ﾘ〞〞┩製鉄ﾙ┎製鉄技術┎復元┲中心┋ベ┇┋断絶ブ〞世界┎

古来製鉄技術┎復元┋┢取┪組┳┇、数々┎成果┲あド、研究ネットワヸク並び┋ユヸラ‶アヷ世界規模┇┎共通土

研究土壌ゼ進┟┄┄あ┫┈聞くﾏ  

バ┎10裟 古代鉄鉄研究┋果〞ブ〞愛媛大学東ア[ア古代鉄文化センタヸ┎素晴┩ブい成果┋┨┪、ペヸル┲脱ダ

始┡〞ﾘ鉄┎起源探求ヷ鉄ユヸラ‶ア大陸東遷┎道ﾙ┇┏あ┫ゼ、┞─道半┐ﾏ    

研究連携ゼさ┩┋進┞┊デ┬┐解明┇ゾ┌課題┐ズ┪┇あ┫┪、今後 更┊┫10裟┎研究成果┋大い┋期待ブ〞いﾏ  

◎ 国内┎製鉄関連遺跡探訪   

卑弥呼┎時代ズ┩日本┎国家形成┎アプロヸチ┲解くカ╅┋┊┫┈注目さ┬┫遺跡ヷ遺物ゼ関西┇次々┈出土ブ、 

大ゾ┊話題┋ﾏ┞〞、久ブぶ┪┋製鉄ヷ鍛冶遺構┎残┫製鉄関連遺跡┲幾┄ズ訪┍┫バ┈ゼ┇ゾ┞ブ〞ﾏ  

◎ﾘ沿岸┎自然豊ズ┊山ゼ豊ズ┊海┲育┆┫ﾙ  

バ┎メカニ〈ム┎主役┋ﾘ鉄ﾙゼズズわ┃┆い┫バ┈ゼ解ゾ明ズさ┬、豊ズ┊海回復┎実践ゼ日本各地┇進┡┩┬┆

い┫ﾏ┞〞、地球温暖化┋┨┫激変ベ┫環境変化┎軽減┋┢ﾘ豊ズ┊海┲育┆┫鉄ﾙ┲使┃┆、海へ┎ CO2 吸収

┎研究┢進┳┇い┫ﾏ 地球規模┇取┪組┠ﾘ新ブい鉄┎姿ﾙ┲知┃〞┎┢う┬ブいﾏ  

バ┎1裟色々思い┲巡┩ブ┊ゼ┩┎ﾘ和鉄┎道ﾙﾏう┬ブい数々┎鉄┈┎出会い─┃〞┈ﾏ .  

  ■本裟┎和鉄┎道 掲載記事リンクリ]ト http://www.infokkkna.com/ironroad/iron16list.htm  

 

2. 風来坊ヷCountry Walk 本裟┎トピック]  

本裟┢私┎住┠神戸┲中心┈ブ〞近郊┎里┲例裟季節折々訪┍┫花便┪ヷ近郊ハイク┎楽ブ┟ゼ中心ﾏ  

そ┬┲]ライド動画┋ブ┆BGM┲楽ブ┠]タイルゼ定番化ブ┆ブ┞い┞ブ〞ﾏ  

春 梅ヷカタクリ┋始┞┪、菜┎花ヷ桜 そブ┆石楠花ヷバラへ 夏┏クリンソウヷア[サイヷ┒┞わ┪ 

そブ┆ 京朝顔 六甲┎高山植物園ヷ京都府立植物園┎バ╁バブ┲訪┍┫┎┢定番┋ﾏ   

秋┏黄金色Country Walk┋輝く播磨┎田園┈ヒ╃ンバナズ┩紅葉へﾏ   

ほ┈┳┉ゼ、デ[カメ片手┎原チャリ┇田園地帯ヷ里山┎集落┲駆デ抜デ┫訪┍┊い┈落ち着ズ┊い胸ワクワク┎

Country Walkﾏ 相変わ┩ペ、運動不足解消┎西六甲須磨アルプ]周辺ハイク┋┢励┳┇い┞ベﾏ  

毎裟同プ┨う┊景色┐ズ┪┇ベゼ、自δ的┋┏季節┲楽ブ┠う┬ブいWalkingﾏ 

新ブい情報ゼ提供┇ゾペ┇パ┡┳┊さいﾏ本裟私┋┈┃┆┏新ブいCountry Walk┎コヸ]ゼ付デ加わ┪┞ブ〞ﾏ  

      鰊月┎但馬大屋加保坂ヷハチ袷┎高層湿原┋咲く氷河期┎生ゾ残┪┎水芭蕉   

      9月┎念願┎京都東山¡十六峰越 & 山科側西野山ヷ稲荷山┎古道参詣道  

.   ■本裟┎風来坊 掲載記事リンクリ]ト http://www.infokkkna.com/ironroad/walk16list.htm  

 

3. 四季折々ヷMonthly┎便┪ from Kobe  本裟┎トピック]  

ホヸムペヸ[更新時 ホヸムペヸ[更新┎紹＞┈┈┢┋、頭┋あ┫バ┈や情報┲記憶┋┈┉┡┆ジく〞┡、私┎メモ

代わ┪┋ 掲載ブ┆ゾ┞ブ〞ゼ、何ズ裟┈┈┢┋時代┎流┬ズ┩取┪残さ┬┆い┫疎外感ヷヷヷヷヷヷヷ   

┇┢ 熟痴┏いう┞い┈ﾏ頭┋あ┫┎┏ﾘ鎖和ﾙヷﾘ穏やズ┊暮┩ブﾙﾏ毎度 同プバ┈┎繰┪返ブ┐ズ┪─┃〞┈ﾏ

バ┎厳ブい時代 日本┏┉バへ向ズう┎ズ? 激変ベ┫バ┎時代┲生ゾ抜く知恵┎模索ﾏ  

そ┳┊中┇ ┏┃┈気ゼ付い〞ﾘ縄文┎心ﾙ 過酷┊時代┋一万裟┎長ゾ┋わ〞┪、鎖和┊持続社会┲築ゾ¿ド〞日

本┎縄文人  

ﾘジ┢┆┊ブﾙゼビ[ネ]用語┈ブ┆┈┩え┩┬┫薄┃┚┩┊情報社会ズ┩┎脱却┋一度 耳┲傾デ┆ほブい┈ﾏ  

.   ■本裟┎四季折々ヷMonthly from Kobe 掲載記事リンクリ]ト 

     http://www.infokkkna.com/ironroad/mutsu16list.htm 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1601metalroad201500.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/iron16list.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/walk16list.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/mutsu16list.htm


 

  今裟鰆裟 独┪┨ゼ┪┎勝手┊ペヸ[┋ジ付ゾ合いい〞─ゾ本当┋あ┪ゼ┈うパピい┞ブ〞ﾏ  

 私┋┈┃┆┏ 多く┎方┈┄┊ゼ┪、 ┉バズ┇┊┋ズ┎ジ役┋〞┆┐┈ヷヷヷヷヷヷ  

 私┎ライフワヸク┋┊┃〞ﾘ和鉄┎道ﾙ 好奇心い┃┑い┇ 興味津  々 今後┎展開┲眺┡┆い┞ベﾏ  

 頭┢回┩ペ、更新┢─┳─┳┞┞┊┩┌┨う┋┊┃┆ゾ┞ブ〞ゼ、引ゾ続ゾ┨┭ブくジ願いブ┞ベﾏ  

   

   ┞─┞─元気 好奇心┏あ┫ 仲間ゼ頼┪┇ベゼ、  

  元気┋ﾘ前向い┆ﾙ 今┇ゾ┫バ┈┲精一杯   

  今裟一裟 和鉄┎道ヷIron Road ┲振┪返┪┄┄  

            2016.12.10.  .  

           Mutsu Nakanishi  from  Kobe  

 

. 師走┎紅葉 バ┳┊紅葉ゼ見┩┬┞ブ〞  

毎裟晩秋ズ┩初冬へ移┪変わ┫時節 真┃赤┊紅葉┇、Top Page┲飾┃┆ゾ〞┎┇ベゼ  

鰆鰆月½旬ズ┩体調┲崩ブ┆、紅葉探勝┋┨う出ズデ┩┬ペﾏ 寂ブいペヸ[┋┊┫┈心配ブ┆い〞┎┇ベゼ、  

師走┋┊┃┆┢ ふ┈目┲や┫街┎紅葉ゼ美ブく、そ┳┊写真ゼ掲載┇ゾ┆ラッ╄ヸﾏ  

.┉バ┎街┋┢ ┞─知┩┊い素晴┩ブい景色┲見張┩ボ┫ポイントゼあ┫┏ペ   

僊麭 一度 気ままに窗散歩蝙渣もに そ㎖窗ⅶイントを厩探しく堙さい 

 

京都御所┇ 足元┎紅葉ブ〞落ち葉┲踏┟ブ┡┆ 2016.12.4. 

  

   

妙法寺 緑ヶ丘┎¿ズ┩ 袷側 妙法寺川ゼ流┬½┫谷越ブ┋眺┡┫若草甪┎丘 2016.12.6. 

我ゼ甪 神戸妙法寺┇ バ┳┊美ブい晩秋┈初冬ゼ入┪混プ┫紅葉┎里景色ポイント┲見┄デ┞ブ〞 



 

   

                 松山の街                     ほとばしる初出銑    柿渋で赤錆びのハチンコ玉・釘を漆黒に 

 

 

   人類ゼ幾多┎困難┲克服ブ、命┲┄┊い┇ゾ〞道┋今 世界ゼ注目ベ┫ 

 

        ■ 日本人のふるさと瓖 縄文瓘 縄文の心を映すストーンサークルを訪㿗る   

.  

http://www.infokkkna.com/ironroad/prezen/2008jyomon/jyomonslide.htm


あ┃┈いう間┋鰆鰈月師走 一裟ゼ過ダ┨う┈ブ┆い┞ベﾏ木枯┩ブ 1 号ゼ吹ゾ、厳ブい寒波┢あ┪┞ブ〞ゼ鰆鰈月

┏┏┞〞暖冬┋ﾏ 何ゼ起バ┫ズわズ┩┌厳ブい気象異変┋ 追い打ち┲ズデ┫ズ┎┨う┋地殻変動┢活動期┋ 日本

列島┏┉バ┇起ゾ┆┢不思議┇┊い巨大災害┎時代┋ﾏ ジ互い油断┊ゾ┨う  

鰆鰆月┎半┐ズ┩風邪┇体調┲崩ブ┆ い┞─┋ヅペヅペブ┆、ホヸムペヸ[┎更新┢┞┈┞┩┌┞┞┎更新┋┋┊┃

┆ブ┞い┞ブ〞ﾏ ジ許ブく─さいﾏ  

バ┎鰆裟今裟鰆裟 独┪┨ゼ┪┎勝手┊ペヸ[┋ジ付ゾ合いい〞─ゾ本当┋あ┪ゼ┈うパピい┞ブ〞ﾏ  

私┋┈┃┆┏多く┎方┈┄┊ゼ┪、┉バズ┇┊┋ズ┎ジ役┋〞┆┐┈ヷヷヷヷヷヷ  

私┎ライフワヸク┋┊┃〞和鉄┎道 好奇心い┃┑い┇ 興味津  々  今後┎展開┲眺┡┆い┞ベﾏ  

頭┢回┩ペ、更新┢─┳─┳┞┞┊┩┌┨う┋┊┃┆ゾ┞ブ〞ゼ、 引ゾ続ゾ┨┭ブくジ願いブ┞ベﾏ  

何┏┈┢あ┬、家族┈┢┉┢元気┋暮┩ボ┆い┫バ┈┋┢感謝  

┞─┞─元気 好奇心┏あ┫ 仲間ゼ頼┪┇ベゼ、 元気┋ﾘ前向い┆ﾙ 今┇ゾ┫バ┈┲精一杯┈   

ﾘ袷風小僧┏ ┞─バ┬ズ┩  パ留意く─さいﾏﾙ  

          ジ互い笑顔┇ 前向ゾ思考 仲間ゼ頼┪┇ベゼ、 

       ┞─┞─元気 好奇心┏あ┫  

             今┇ゾ┫バ┈┲精一杯    

              2016.12.10.  from  Kobe  Mutsu Nakanishi   

 

 東袷ヷ熊本ヷ鳥取┊┉ 日本各地┇被災似合わ┬〞人臉┲応援ブ┨う    

 3.17.東日本大震災ヷ福島原発事故┲忘┬ペ┋  復興┏┞─ 道半┐  

 ◎ 東袷讃歌    ﾘあ┎高嶺 鬼ベ┠誇┪  そ┎瀬音 久遠┎賛歌    

                     バ┎大地 燃え〞┄い┎ち  ババ┏ (東袷) ﾙ  - 袷¿市市民憲章┨┪ -  

    

◆ ﾘ東袷ヷ¡陸沿岸┎ Iron Roadﾙ┲訪┍┫ 総集 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1407sanriku00.htm


2016年 12月  home page 更新記事 概要  2016.12.10. 

**********   今月┎和鉄┎道 製鉄遺跡探訪 ヷIron Road 2016裟12月  *********** 

  勠勳湖交通・北陸や美濃・尾張・伊勢窗滬東日本渣畿内をつ窗餐交通蝙重要窗結接点 近江蝙彦根  

   纏向遺跡に匹敵篇る大型建造物蝙ある鉄器物流を担う拠点都市集落汲出土  

   弥生竹ズ┩古墳時代前期 (3世紀～鰊世紀)  邪馬台国ズ┩日本┎国家形成┎時代  

1.ﾘ鉄ﾙ┇栄え〞近江┎中心都市集落ﾘ彦根市稲部遺跡ﾙ訪問記(現地説明会) 2016.10.22. 

 

 
卑弥呼蝙時代にヤⅷト渣勠勳湖交通・東国を結ぶ結節点近江に鯲大和蝙纏向遺跡に匹敵篇る大型建物を持つ鉄蝙物流拠

点都市集落(彦根市稲部遺跡)麪汲出土。  10月 22日現地説明会汲開牙㎰た。   

巨大都市集落蝙中排蝙大型建物蝙篇餐そ蟒に粮幾棟も蝙鍛冶工房群(竪穴住居群)汲粮繰り返し數続して存在。   

鯲日本蝙国造り蝙 key蠎鉄麪渣言わ㎰窗汲㎳粮そ㎰を実感で笈窗牙廐た汲粮都市蝙中心部にこ㎖窗に鍛冶工房汲林立篇

る姿を見る蝙蠎初♢てで篇。   

鉄器物流を担う近江蝙拠点集落集落 まさに鯲鉄汲主役麪。  初期ヤⅷト王権に組♡込ま㎰た後も粮畿内渣東国・北陸を

結ぶ拠点  渣して粮更に勢力を伸蟒してい廐た近江蝙大勢力蝙拠点渣♡㎳㎰る。   

日本蝙国造りに滬㎖窗役割を演叛ていた蝙牙?  こ蝙巨大都市蝙中排で滬㎖窗鉄器生産汲行わ㎰ていた蝙牙?   

ま堙粮調査蠎始ま廐た蟒牙り。今後蝙検討汲う㎰しい遺跡で篇。 

2. 肥後金象嵌鯲地鉄蝙黒蝙美しさ麪 金細工蝙⑹ザインを浮牙び上汲㎳簾る鯲漆黒蝙黒蝙鉄素地麪 2016.12.1.  

 

金細工┎デザイン┲浮ズび¿ゼ┩ボ┫鉄素地┎ﾘ漆黒┎黒地ﾙ┎形成┏、赤さび┲鉄素地表面全体┋┄デ、そ┬┲柿

渋やジ茶┋含┞┬┫タンニン┇還元黒化ブ┆錆止┡ベ┫伝統技法ﾏ 

 柿渋┲買い求┡┆や┃┆┟┫

┈鉄┎赤錆ゼタンニン┇全面

美ブい漆黒┋┊┫┎┋び┃く

┪ﾏ  

古来ズ┩、何百裟受デ怫ゼ┬┆

ゾ〞鉄┎技ゼババ┋┢あ┫ﾏ 



***************   今月┎風来坊 Country Walk2016裟12月  *********** 

    晩秋┈初冬ゼ交錯ベ┫2016裟鰆鰈月┏プ┡   

  1. 今裟┏ベヅ近く┇ バ┳┊紅葉┋出会え┞ブ〞  2016.12.6.    

  

       1. 須磨アルプ] 妙法寺界隈 里山┎紅葉    2. 京都御所┎紅葉  

  

葉ゼ散┃┆ブ┞┃銀杏┎樹┲前景┋ 中央┋若草小学校ゼ見え┫若草甪┎丘    

初┡┆南┎緑ヶ丘┇見┄デ〞素晴┩ブいポイント┇ 2016.12.6. 

   

            京都御所┇ 足元┎紅葉ブ〞落ち葉┲踏┟ブ┡┆ 2016.12.4. 

 

**********  from Kobe  2016裟12月 *********************  

    瓺From Kobe   12月 𤭯 １2月蝙便り Merry Christmas !!    

 ● バ┎世界┎片隅┇ 久ブぶ┪┋映画ﾘバ┎世界┎片隅┋ﾙ┲見┆  

         縄文┎心ﾙ┎小文┇┏プ┞┄〞鰆裟┇ブ〞ゼ、 

         ブ┡くく┪┎鰆鰈月┋┢┞〞ﾘ縄文帰┪┎勧┡ﾙ┇  

     幸福感┨┪┢不安感ゼ増ベ激変ヷ変革┎時代┎今  

     今一度立ち止┞┃┆ﾘ地球環境ﾙﾘ鎖和ﾙﾘ暮┩ブﾙ┲考え〞い   

 



2016年 12月  home page 更新記事 リスト 2016.12.10. 

 

 

 

 

人類ゼ幾多┎困難┲克服ブ、命┲┄┊い┇ゾ〞道┋今 世界ゼ注目ベ┫ 

 

            ■ 日本人のふるさと瓖 縄文瓘 縄文の心を映すストーンサークルを訪㿗る   

  

http://www.infokkkna.com/ironroad/prezen/2008jyomon/jyomonslide.htm

