
稔りの秋の訪れ 2020
西神戸・東播磨の田園を駆けました
◎西神戸 稔りの秋を迎えた押部谷 高和の里
◎東播磨加古川西岸里山が続く志方の里の秋
◎特産蕎麦の花満開 志方城山裏の野尻の里
◎志方/来住野小野アルプス 福甸峠の秋
◎小野市きすみ野秋景色 そば畑&稔りの田
◎帰り道 西神戸神出 雌岡山から眺める里の秋
◎帰り道 西神戸白川の里の秋

2020.10.2. By Mutsu Nakanishi





2020.9.27.朝 神戸総合運動公園 散歩の途中で

競技場・球場界隈に途絶えていた若者の声が響く 秋の大会が始まった



10月 あという間に秋に いかがでしょうか
爽やかな秋の風 青空がもとり、
久し振りに神戸運動公園には若者たちの声が響き渡る。
ユニバー競技場・ほっともっと球場・神戸アリーナでは秋の大会。
観戦はまだできませんが、戻ってきた歓声にうれしい秋の朝。
広場では朝の体操を楽しむ一団。
地下鉄の駅からも子供たちの明るい声が響く。
コスモスが咲き始めたコスモスの丘では散策を楽しむ家族連れ
秋の空気を胸いっぱい吸い込んで
うれしいいつもの秋が戻ってきて、ほっと一息です

2020.9.27.朝 神戸総合運動公園 散歩の途中で
Mutsu Nakanishi



2020.10.2.夕
実をつけた自宅の柿の木に目白が数羽 やってきました
最近は毎日実をつけた目白やヒヨドリがやってきます



神戸総合運動公園 コスモスの丘ではコスモスも咲きだしました
2020.9.27.朝

10月 秋到来
うまい空気を胸一杯 吸い込んで気分も新らた
God Be With You!! 
朝が来れば「よしっ」と元気に今を



稔りの秋の訪れ 2020
遅れていた彼岸花も満開になり、黄金色の田の畔を真っ赤に飾
る里の秋。また加古川東岸の田園地帯志方・きすみ野の里では
今蕎麦の花が満開という。
真っ青な空 爽やかな風に毎年恒例
西神戸・東播磨 加古川岸の田園の秋巡り

◎西神戸 実りの秋を迎えた押部谷 高和の里
◎東播磨加古川西岸里山が続く志方の里の秋
◎特産蕎麦の花満開 志方城山裏の野尻の里
◎志方/来住野小野アルプス 福甸峠の秋
◎小野市きすみ野の秋景色 そば畑&実りの田
◎帰り道 西神戸神出 雌岡山から眺める里の秋
◎帰り道 西神戸白川の里の秋
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稔りの秋を迎えた加古川西岸の田園地帯
加古川市志方の郷から小野市きすみ野へ
小野アルプスを越える福甸峠の秋風景が見たくて、
西神戸から加古川東岸へ原チャリで駆けました。

真っ青な秋晴れの中 今年は彼岸花が咲くのが約10日遅れ、
一面黄金色の田の畔を真っ赤な彼岸花が飾り、
また一面真っ白になったそば畑
毎年駆ける西神戸・東播磨の里の秋
また、毎日walkの西神戸の田園地帯もこの一週間で一変
今が盛りの彼岸花
コスモスの花も咲き出して 素晴らしい秋の風景に出会えました。
。 、

稔りの秋の訪れ 2020 2020.10.2.

西神戸・東播磨の田園を駆けました
彼岸花が畔を飾る稔りの田園地帯 西神戸から
加古川西岸に里山が続く志方の里&小野町きすみ野へ
一面黄金色の田園地帯の里の秋



◎ 西神戸 稔りの秋を迎えた押部谷 高和の里
◎ 東播磨加古川西岸里山が続く志方の里の秋
◎ 特産蕎麦の花満開 志方城山裏の野尻の里
◎ 志方/来住野小野アルプス 福甸峠の秋
◎ 小野市きすみ野の秋景色
◎ 帰り道 西神戸神出 雌岡山から眺める里の秋
◎ 帰り道 西神戸白川の里の秋

西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡りMAP



稔りの秋の訪れ 2020
遅れていた彼岸花も満開、黄金色の田を真っ赤に飾る里の秋。
また加古川西岸の郷 志方・きすみ野の里では今蕎麦の花が満
開という。
真っ青な空 爽やかな風に毎年恒例
西神戸・東播磨 加古川岸の田園の秋巡り

◎ 西神戸 稔りの秋を迎えた押部谷 高和の里
◎ 東播磨加古川西岸里山が続く志方の里の秋
◎ 特産蕎麦の花満開 志方城山裏の野尻の里
◎ 志方/来住野小野アルプス 福甸峠の秋
◎ 小野市きすみ野の秋景色
◎ 帰り道 西神戸神出 雌岡山から眺める里の秋
◎ 帰り道 西神戸白川の里の秋
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白川峠から西へ 里山が連なる山合いに集落が連なる西神戸の田園地帯
布施畑から伊川谷・櫨谷の集落を抜けると一面黄金色の田園がひろがり、
背後には美しい雄岡山がそびえる西神戸 押部谷高和の里の秋景色
いつも自宅近くの横尾道から眺める雄岡山 久し振りに見る心地よい里姿です

■西神戸の田園地帯を抜けて 加古川西岸へ
一面黄金色の田園の畔を彼岸花が飾る里景色



2020.10.2. 西神戸 押部谷高和の里の秋景色



2020.10.2. 2020実りの秋 西神戸高和の郷で



2020.10.2. 西神戸 押部谷高和の里の秋景色



2020.10.2. 稔りの秋 西神戸 押部谷高和の里で



2020.10.2. 西神戸 押部谷高和の里の秋景色



雌岡山・雄岡山の山裾 神出の里を抜けると
一面黄金色の田園の中に点々と野池が広がる
稲美野の田園地帯 県道65号線を西へ
加古の大池の傍を北に通り抜けると間もなく加古
川中流の上荘橋。前方に加古川西岸に連なる小野
アルプスの山並が見ながら、久しぶりの県道65
号線稲美野の田園地帯を西へ

加古の大池

稲美野から眺める小野アルプス

神出の里 雌岡山と雄岡山

■ 稲美野を駆け抜け加古川西岸志方の里へ

広尾



西神戸神出の里から加古川の岸まで広がる稲美野の田園地帯
久しぶりの県道65号線 いなみ野の田園地帯を西へ
気分転換によく駆ける道 加古の大池の土手にもランニング姿
コロナ禍の秋 みんなほっと一息です
2020.10.2. 稲美野 加古の大池の傍で



2020.10.2. 加古の大池を過ぎると加古川土手の向こう中央に
岩肌を見せる紅山が見える小野アルプス



2020.10.2. 加古川上荘橋を渡り、小さな里山の山合い平荘の郷を西へ抜けると
南北を里山て挟まれて田園が広がる志方の郷 行く手に城山が見える。
毎年10月中頃コスモス畑を見に来るのですが、まだコスモスには早そう
でも広がる田園は稔りの秋 蕎麦畑も花満開で真っ白と聞く
また小野アルプス山裾の福甸峠・きすみ野の秋景色との出会い
毎年恒例になった東播磨 加古川西岸の稔りの里の秋巡りです

■東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡り
◎志方の里の秋 田 & 特産蕎麦の花満開の野尻の里
◎志方/来住野小野アルプス越 福甸峠の秋景色
◎小野市きすみ野の秋景色 そば畑&稔の田



広尾

▲紅山

東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡りMAP



2020.10.2. 稔りの秋 南北を里山に挟まれて田園が広がる志方の郷
毎年美しいスモス畑を見せてくれる広城山の前の尾の集落が広がっている。
今年はどうだろうか・・・・



2020.10.2. 志方広尾の里のコスモス畑で 花はまだこれから
もうあと10日ほどか・・・今年もコスモス祭りはあるのだろうか…・



2020.10.2. 稔りの秋 南北を里山て挟まれて田園が広がる志方の郷の田園
コスモスが咲く10月中旬にはこの田園がピンクに染まる

楽しみな志方の里のコスモス畑 コスモスの便りが待ち遠しい
ひろびろとしたとした田園を渡る送電線の風景はいつもながら心地よし



■城山の北側に回り込んで山陽自動車沿いの山間
小野アルプス福甸峠を越えて小野市鴨池から
きすみ野・小野町へ静かな街道筋を駆ける街道筋の秋



城山の北側に回り込んで山陽自動車沿いの山間を志方から西へ
小野アルプス福甸峠を越えて小野市鴨池からきすみ野・小野町
静かな街道筋をかける 期待一杯の街道筋
●街道筋の秋を彩る隠れ里野尻の白い花 満開のそば畑
●小野アルプス越 福甸峠から見る黄金色の稔りの秋景色
●強く印象に残る美しさを見せてくれたきすみ野の蕎麦の景色にも
●最後は小野町駅に行って 名物の駅そばを昼食に



蕎麦の花満開の志方野尻の里 2020.10.2.。
昨年は出会えずで、今年はどうかと期待いっぱい。

集落の中に入ると前方に真っ白になった段々畑が飛び込んできた。
満開の花で畑全体を真っ白にしたそば畑 うれしい出会いです

久し振りにそば畑に入って、花をまじかに



2020.10.2.東播磨 志方 野尻の里で

2020.10月
そばの花 花言葉、
「懐かしい想い出」



2020.10.2. 加古川市 志方 野尻の里のそば畑

蕎麦の花



2020.10.2. 加古川市 志方 野尻の里のそば畑
蕎麦の花



そばの花の蜜を吸う蝶がいくつも
2020.10.2. 加古川市 志方 野尻の里のそば畑



そばの花の蜜を吸う蝶 ちょっとぼけています

2020.10.2. 加古川市 志方 野尻の里のそば畑



そばの花の蜜を吸う蝶
2020.10.2. 加古川市 志方 野尻の里のそば畑



2020.10.2. 加古川市 志方 野尻の里のそば畑



栽培面積が年々減っていると聞きましたが、
今年もうれしい一面真っ白な蕎麦畑に出会えました
蕎麦の花を吸う蝶のphotoも撮れました ラッキー

2020.10.2. 加古川市 志方 野尻の里のそば畑



2020.10月
そばの花 花言葉、

「懐かしい想い出」



■志方野尻の里から街道筋を東へ 小野アルプス福甸峠越へ
福甸峠から眺める黄金色の棚田 稔りの秋の里景色

南の加古川北IC ・高砂と北の加西とを
結ぶ十字路「中山」を過ぎ 小野アルプ
ス紅山の山中に入る。
まもなく小野市の標識と紅山登山口の標
識が立つ峠道の最高地点
峠道を少し下ると空が開け、黄金色に
稔った田の福甸峠の秋景色 原チャリを
傍らに止めて福甸峠の秋景色を楽しむ



南の加古川北IC ・高砂と北の加西とを結ぶ十字路「中山

峠道の最高地点に小野市の標識と紅山登山口の標識が立つ峠道の最高地点

きらら
きりい

Google Earthより



峠道の最高地点を少し下ると空が開け、
黄金色に稔った棚田福甸峠秋景色
四季折々見たくて通う峠の棚田の秋

原チャリを傍らに止めて福甸峠の秋景色を楽しむ

2020.10.2. 小野アルプス紅山越 福甸峠



2020.10.2. 小野アルプス紅山越 福甸峠の秋景色



2020.10.2. 小野アルプス紅山越 福甸峠の秋景色



福甸峠の坂道を下って、鴨池からきすみ野へ
2020.10.2. 小野アルプス紅山越 福甸峠の秋景色



稔りの秋を迎えた紅山山麓に広がるきすみ野
奥に真っ白になったそば畑や加古川西岸に広がる小野町の家並みが見える

2,020.10.2. 福甸峠を下った小野市鴨池の丘より眺める

■小野アルプスの北山麓の傾斜地と加古川西岸の間に広がる
小野市きすみ野秋景色 そば畑&稔りの田
小野市の市街地は加古川の東岸にあり、この西岸は田園地帯

でも この西岸をJR加古川線がはしり、この西岸側に小野町の駅があり、
小野の市街地を結ぶ。かつては小野市の中心駅でしたが、駅周辺は古い小野町
の家並みを中心に都市近郊の住宅そしてその背後にきすみ野の田園のが広がっ
ている



稔りの秋を迎えた紅山山麓に広がるきすみ野
奥に真っ白になったそば畑や加古川西岸に広がる小野町の家並み
さらに遠く小野・三木の町が遠望

2,020.10.2. 小野市鴨池の丘より眺める



小野市きすみ野のそば畑
今年も美しいきすみ野のそば畑に出会えました

2020.10.2. 小野市きすみ野で



小野市きすみ野のそば畑
今年も美しいきすみ野のそば畑に出会えました

2020.10.2. きすみ野を下った小野町で



きすみ野に行くといつも楽しみなJR加古川線小野町駅構内の蕎麦屋
今日は平日なのに長いwaiting の行列。1時間では食べられそうにない。
残念ながら今日はあきらめて次の機会に。
時間も十分 行きしな久しぶりに高和の里から眺める雄岡山の山姿を撮れた
のに、立ち寄れなかった雌岡山神出神社の展望台に立ち寄って、西神戸の田
園や明石海峡の眺めをして帰ることに。



小野町ではコスモスも咲きだして、街を華やかに
今年も美しいきすみ野のそば畑に出会えました

小野町駅の蕎麦が食べられなかったのは残念ですが、また次回

2020.10.2. 小野市きすみ野で



西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡りMAP

帰路
この1週間で一機に広がった西神戸の秋景色
びっくりで、行く道で立ち寄れなかった
西神戸神出の里・白川の里に立ち寄りました

◎西神戸神出
雌岡山から眺める里の秋

◎西神戸白川の里の秋

毎度歩く近場ですが、西神戸田園の秋景色
しっかりと記録にと。



快晴の住み切った青空 朝 高和の里から眺めた雌岡山の姿
を見たまま、雌岡山をパスして、稲美から加古川西岸へ向
かったので、帰りは、小野から南東へ三木の田園を抜けて
久し振りに神出の里雌岡山へ。
雌岡山神出神社の頂上に登り、神出神社から秋の西神戸から
明石海峡の大展望を楽しむことに。
大きく南に広がる大展望。山裾に広がる志方・きすみ野とは
違う秋景色。毎年秋駆ける西神戸田園walkの締めに。

◎ 西神戸神出 雌岡山から眺める里の秋



2020.10.2. 神出の里 雌岡山山上 神出神社から眺める南の田園から明石海峡



2020.10.2. 神出の里 雌岡山山上 神出神社から眺める南の田園から明石海峡

2020.10.2. 神出の里 南の田園から眺める雌岡山と雄岡山 (Photo合成)

南東側 須磨海岸方面 正面 南神出の田園から明石海峡



2020.10.2. 神出の里 雌岡山山上 神出神社より 明石大橋の遠望



2020.10.2. 須磨海岸方面 西六甲の山々が遠望
正面に 高取山・須磨アルプス 鉄拐山・旗振り山ほか



2020.10.2. 神出の里 南神出より 雌岡山 やつとすすきのPhoto



2020.10.2. 南神出の田園越に雌岡山遠望





2020.10.2. 押部谷 高和性海寺の里で



2020.10.2. 押部谷 高和性海寺の里で



1週間前には全く咲いていなかった彼岸花が
白川の里の田を美しく飾っていました

■西神戸白川の里の秋を彩る彼岸花 2020.10.3.



2020.10.3. 白川峠北 近くの白川の里入口で



2020.10.3. 白川峠北 近くの白川の里入口で





2020.10.3. 近くの白川の里のシンボル 石抱きカヤ周辺で



2020.10.3. 白川の里も彼岸花が彩る稔りの秋 真っ盛りでした



2020.10.3. 近くの神戸三木線 白川峠の坂道



秋の夕暮れはつるべ落とし
播磨灘 家島群島に沈む夕日

2020.10.6. 西六甲縦走路 高倉山より.

今秋初めての明石海峡の日没鑑賞です



2020.10.6. 西六甲縦走路 高倉山より.

家島群島男鹿島横の播磨灘の海に沈む夕日
もう数日で明石大橋に沈む夕日になるのですが・・・
明石大橋に沈む夕日は一日限りと聞く 毎日通わねば・・・・

.



2020.10.6. 西六甲縦走路 高倉山より.

秋の夕暮れ 日没
今日は家島群島男鹿島横の播磨灘の海に沈む夕日に
もう数日で明石大橋に沈む夕日になるのですが・・・
明石大橋に沈む夕日は一日限りと聞く 毎日通わねば・・・・

.



家島群島男鹿島横の播磨灘の海に沈む夕日
2020.10.6. 西六甲縦走路 高倉山より .



稔りの秋の訪れ 2020
西神戸・東播磨の稔りの里の秋巡り

いつも同じ景色ばかりですが、その時折々 新しい時を刻む
中々収めることができぬ秋の夕暮れ
2020秋巡りの中に納めることができました。
厳しいコロナ禍の中での２０２０年秋
明日も日が昇る 無理せず笑顔で 毎日を!!
God be with You!! と我が道を行く

2020.10.７. From Kobe Mutsu Nakanishi



神戸総合運動公園 コスモスの丘ではコスモスも咲きだしました
2020.9.27.朝

10月 秋到来
うまい空気を胸一杯 吸い込んで気分も新らた
God Be With You!! 
朝が来れば「よしっ」と元気に今を



西神戸・東播磨 加古川岸の田園
稔りの里の秋巡り 2020  2020.10.2.


