
2022.7.21.

昨日は雨混じりの曇天
でしたが、コロナで行け
なかった西播磨佐用(旧
南光)たたらの郷千種川
河岸のひまわりを家内
と二人で訪ねました

2022.7.21.千種川河岸 古いたたらの里 漆野段集落のひまわり畑

３年ぶり たたらの郷 佐用千種川沿い旧南光

林崎 & 漆野段地区のひまわり畑を訪ねました 2022.7.21.
あいにくの曇天でしたが、うれしなっかし たたらの郷のひまわりとの出会いに
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ひまわりの夏 2022 
酷暑お見舞い申し上げます

酷暑天候不順の夏にコロナ禍７波の急拡大

厳しい夏ですが、頑張りすぎす、
時には声上げて無理せずお過ごしください

God  be  with You!!
2022年盛夏 from Kobe

Mutsu Nakanishi
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３年ぶり たたらの郷 佐用千種川沿い
旧南光漆野段地区&林崎のひまわり畑MAP

2022.7.21.



山崎断層内の西端切窓峠を越えて宍粟から佐用へ 2022.7.21. 切窓峠

宍粟と佐用を隔てる山深い切窓峠を越えて佐用へ 2022.7.21.

青木の里から切窓峠を越えると千種川が流れ下る佐用・千種分岐点下三河の里
両側には大きな杉が立ち並ぶ下り道を下三河の里へ下る

県道５３号線 四季折々何度も通った一本道の街道です



自宅から北の中国道に沿って西へ 車で約２時間 中国山地南の山郷 宍粟市の中心山崎に入る。
何度も原チャリで走った道。 久振りの佐用行。 きょろきょ炉周りの風景を確かめながらさらに西へ
狭い山合 山崎断層の中の一本道県道５３号に入り、山里の景色を楽しみながら切窓峠へ。
切窓峠 手前の青木の里に夏のこの地の風景 「スイートコーン」のテント。
懐かしく思い出して、飛び込んで、孫の土産に。 2022.7.21. 山崎 青木の里で



切窓峠を越えると北の千種の山中から南へ志文川が流れる谷筋とのT字路 土万の里の三叉路
土万の三叉路 正面の尾根を乗り越えれば千種川が流れ下る佐用・千種の山合いに
この志文川・千種川の奥深い山中の谷筋は古いたたら跡が点々と残り、何度も訪れた道



土万の里の三叉路から志文川をわたり、正面の尾根筋を乗り越す八重谷峠を乗り越して
千種川水系の谷筋 左の北の千種から南へ 千種川が流れ下るT字路 下三河の里に
T字路正面にひまわり畑の案内板 左へ千種川沿いを下れば、千種川の河岸段丘が広がる
旧南光 徳久の郷 古い山合の里をつなげて街道筋が佐用の街へつづく。
この街道筋もまたたたら跡が点々とあるたたらの郷
やっと来られたとの思いと変わらぬ里の姿にほっとする。
心地よい佐用千種川沿いの街道筋にはいり、ひまわり畑を目指す

千種川の河岸 下三河の里のT字路 2022.7.21.



土万三叉路
★

八重谷峠下三河の里
T字路★

下野の里

漆野段の里
★ひまわり畑

下三河千種川の川岸T字路から川に沿って南へ下り、旧南光町徳久へ
古いたたらの郷の街道筋 ３年ぶりの懐かしい里景色との再会 2022.7.21.

北に千種の山々を眺め、中央を千種側が流れる谷筋
下野の里 ２つの赤い高架橋を潜り抜けるとまもなく漆野の里 期待一杯のひわり畑との再会

漆野の里

漆野本村
ひまわり畑★



狭い谷筋 下野の里 赤い高架橋の山腹に古いたたら跡が出てきた街道筋
千種川の両岸に広がる漆野の里は
西岸 糸桜で有名な本村と東岸山腹にへばりつく丘の上に広がる段地区の
２地域に分かれ、共にひまわり畑が開設されるが、本村は８月なので、
今日は段地区のひまわり畑へ。
下野の里を抜け、両側から張り出す枝尾根に大きく蛇行する千種川
トンネルで渡る中国道の高架橋を潜れば、漆野の里
右手に本村 左手川を挟んで向かい側橋を渡り、丘に登れば段地区。
でも 様子がいつもと違う。どこにも案内板がない。
橋を渡って高台の段地区の集落を抜けると狭い谷筋いっぱいに広がる
ひまわり畑を独り占め。
うれしい出会いになりました。

県道53千種沿いを南へ旧南光徳久の里から佐用の街への街道筋
下野の里 山崎から佐用へ向かう高架橋 ここも古代のたたら跡



漆野の里の入口 橋を挟んで左に段地区 右に本村 google Earth

千種川の橋を左に渡り、丘を登った高台に段の集落 集落を抜けた谷合の段々畑がひまわり畑





★漆野段の里 ひまわり畑

★漆野段の里

★漆野
本村の里

下野の里

★漆野段の里

圃場整備された漆野段集落の沢筋の段々畑のひまわり畑 ちょうど満開でした
この沢筋の段々畑周辺は古代のたたら跡 漆野沢遺跡 2022.7.21.





。



ひまわりの夏 2022.7.21. 古代たたらの里のひまわり畑 西播磨佐用 漆野の里
古代たたら跡に咲くうれしい漆野のひまわりとの出会いに
段集落内は道幅の狭い生活道路だけで、車の駐車場がないので、いつも静か
私の取って置きのひまわり畑 「やっと出会えた!!」の感慨もひとしお



ひまわりの夏 古代たたらの里のひまわり畑
西播磨 佐用 旧南光 漆野の里 2022.7.21.



ひまわりの夏 古代たたらの里のひまわり畑
西播磨 佐用 旧南光 漆野の里 2022.7.21.



ひまわりの夏 古代たたらの里のひまわり畑 西播磨佐用 漆野の里 2022.7.21 
古代のたたら跡 圃場整備された段々畑に咲くうれしい漆野のひまわりとの出会いになりました





西播磨佐用 漆野 段の里 ひまわり畑から眺める街道 2022.7.21 
古代のたたら跡 圃場整備された段々畑に咲くうれしい漆野のひまわりとの出会いに



西播磨佐用 漆野 段の里 ひまわり畑から眺める街道 2022.7.21 
古代のたたら跡 圃場整備された段々畑に咲くうれしい漆野のひまわりとの出会いに
沢筋をそのまま千種川の川岸まで下って、さらに千種川下流の佐用 旧南光 徳久林崎のひまわり畑へ



西播磨佐用 漆野 段の里 ひまわり畑から 千種川下流の徳久 林崎の里へ
千種川に沿って 県道５３号 街道筋をさらに下る 2022.7.21.

漆野段の里 出入口の橋
雨上がり 水量が豊富な千種川 青く透き通った流れが美しい
対岸の丘に隠れた漆野本村の出口の車道が見えているが、
まだ、ひまわりが開花していないと聞いて そのまま千種川の下流へ
なお 後で聞いたのですが、漆野段のひまわり畑は本年 コロナウイルス対応で
正式には開園していないと聞きましたが、丘全体に広がる満開のひまわりに出会えてラッキーでした



毎夏 西播磨佐用 旧南光のひまわり畑に通いだして もう１０数年
下記にPDFアルバム・スライド動画等その年のひまわりの夏があります
ご参考まで
■【写真アルバム】たたらの里 西播磨佐用町西下野に咲くひまわり 2009.7.31.

https://infokkkna.com/ironroad/2009htm/2009walk/9walk10.pdf
■ 千種川流域に咲くひまわり畑と製鉄神「天目一筒神」を祭る「天一神社」を訪ねる

ひまわりの夏2012 古代たたらの郷 佐用 西播磨佐用町（旧南光町）林崎 2012.7.19.
https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf

■ひまわりの夏2016
奥播磨 千種川が流れ下るたたらの郷佐用のひまわりを訪ねる 2016.7.20.

https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1608syhimawari00.htm
■ 2017 ひまわりの夏

恒例の夏迎え 播磨のひまわり畑を訪ねる 2017.7.19. & 7.20.
https://infokkkna.com/ironroad/2017himawarinonatsuweb.pdf

■ 2019ひまわりの夏 ひまわりwalk 2019.7.17

西播磨たたらの山郷 佐用(旧南光町)のひまわり畑
https://infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm

https://infokkkna.com/ironroad/2009htm/2009walk/9walk10.pdf
https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf
https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1608syhimawari00.htm
https://infokkkna.com/ironroad/2017himawarinonatsuweb.pdf
https://infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm




千種川下流の徳久 林崎の里へ 千種川に沿って
県道５３号 街道筋をさらに下る 2022.7.21.

山合いを蛇行して流れる千種川 狭い両岸の段丘の緑も美しい
山里佐用 千種川 夏の絶景です



★東徳久
ひまわり畑

★漆野 段
ひまわり畑
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★佐用JCT

中国道

中国道

鳥取道

佐用町スポーツセンター

若鮎ランド

千種川に沿って 山合を林崎へ 2022.7.21.

霧雨が降ったりやんだりのあいにくの天候ですが、
すぐに 広い段丘が広がる東徳久の里が見えてくる



狭い山合を抜けて殿崎の里に入ると広い段丘が広がる地区
前方千種川両岸に集落が見える 前方の家並みが東徳久 林崎の里周辺か…
千種川が流れ下るこの東徳久の郷もまた、先の下野・漆野の里から続く古代 西播磨の製鉄地帯
（三河製鉄遺跡群）の一角で 古代のたたら跡が幾つも点在する
この殿崎の里の右手の丘を回り込んだ傾斜地の山裾には
製鉄神「天目一筒神」を祭る「天一神社」がある。
ほんとに久しぶり 千種川の流れるこの街道筋 山郷の景色を眺めているといろんなことが思
い出されて懐かしい。

千種川に沿って山合いを抜けて 東徳久の林崎の里へ 東徳久殿崎の里付近で 2022.7.21.
狭い山合を抜けて殿崎の里に入ると広い段丘が広がる地区
前方千種川両岸に集落が見える 前方の家並みが東徳久 林崎の里周辺か…



千種川に沿って山合を抜けて 東徳久の林崎の里へ 東徳久 広い河岸段丘の田園地 2022.7.21.
狭い山合を抜けて殿崎の里に入ると千種川に沿って広い段丘が広がる田園地
千種川に沿って 黄色いひまわり畑の旗が見える
右手奥には駐車場のある若鮎ランド(運動公園)も見える



東徳久側のひまわり畑はもう満開を過ぎ昨日閉園した
と聞いて、見学は林崎のひまわり畑へ
また、姫新線の列車が並走する南の宝蔵寺の里のひま
わり畑も開園していないという。
今年はコロナと不順な夏の天候に振り回され、
きっちりした開園期間がざまらなかったようだ。
小野のひまわり畑も花を垂れているのが多かったので
すが、これももう満開を過ぎていたのだと初めて理解。

林崎のひまわり畑 2022.7.21.
頭を下げている花も多いのですが、いつもの視野いっぱ
い広がるひまわり畑に出会えました



林崎のひまわり畑 2022.7.21.
頭を下げている花も多いのですが、いつもの視野いっぱい広がるひまわり畑
西播磨佐用のひまわり畑 懐かしいひまわりの笑顔がここかしこ
うれしい出会いに。



林崎のひまわり畑 2022.7.21.
訪れた時期がちょっと遅かったようで、頭を下げている花も多い。
視野に入る近くのひまわりは頭を下げていて、すべてのひまわりが真正面に顔を向けたひまわり
をとらえられずでした。天候不順の今年の夏 ひまわりの開花がどことも早かったようだ。
視野いっぱい広がるこの林田のひまわり畑 久し振りの出会いにうれしい限り。
また来年!!   元気な姿を見に来たいと。
また、コロナ禍中でのひまわり畑開園 世界のひまわり園も開設されずでした



林崎のひまわり畑で 2022.7.21.



林崎のひまわり畑で 2022.7.21.



林崎のひまわり畑で 2022.7.21.



ひまわりの夏 うれしい顔がここかしこ
西播磨佐用 徳久林田の里のひまわり畑で

2022.7.21.



ひまわりの夏2022 西播磨佐用 徳久林田の里のひまわり畑で



ひまわりの夏2022 西播磨佐用 徳久林田の里のひまわり畑で



ひまわりの夏2022 西播磨佐用 徳久林田の里のひまわり畑で



ひまわりの夏2022 西播磨佐用 徳久林田の里のひまわり畑で



広い河岸段丘 千種川が流れ下る徳久林崎の里遠望 林崎のひまわり畑で 2022.7.21.



林崎のひまわり畑の丘から南の千種川ぞいにピンクの花一杯の蓮栽培地を見つけた
忘れかけていた清々しい夏の花との出会い 2022.7.21.



夏の涼風を運んでくれる
清々しい大輪の「蓮」の花

先ほどの雨粒を葉に乗せて うれしい出会いに



林崎のひまわり畑の丘から南の千種川ぞいにピンクの花一杯の蓮栽培地を見つけた
忘れかけていた清々しい夏の花 思いがけない出会い 2022.7.21.



広い河岸段丘 千種川が流れ下る徳久林崎の里遠望
林崎のひまわり畑で 2022.7.21.

３年ぶりに出かけた西播磨佐用のひまわり畑
コロナ禍とこの夏の天候不順が重なって、イメージが少し違っていましたが、
漆野のひまわり畑は満開で迎えて、沢を埋める素晴らしい夏の絶景をひとりじめ。
林崎のひまわり畑の満開には遅れての出会いでしたが、懐かしい山里の里景色
そして うれしいひまわりとの出会がここかしこ。
嬉しい西播磨のひまわり畑でした。
久しぶりに見る佐用千種川が流れる山里 夏の里景色に思いも新らた
またしっかり焼き付けました
出かけるといつも新しい発見がある佐用のひまわり畑
また来年と。
孫にと買った青木の里の特産 スイートコーンもまた絶品
曇天の中でしたが、清々しい思い出家路に

2022.7.21. 帰路 千種川の清流を眺めつつ



毎夏 西播磨佐用 旧南光のひまわり畑に通いだして もう１０数年
下記にPDFアルバム・スライド動画等その年のひまわりの夏があります
ご参考まで
■【写真アルバム】たたらの里 西播磨佐用町西下野に咲くひまわり 2009.7.31.

https://infokkkna.com/ironroad/2009htm/2009walk/9walk10.pdf
■ 千種川流域に咲くひまわり畑と製鉄神「天目一筒神」を祭る「天一神社」を訪ねる

ひまわりの夏2012 古代たたらの郷 佐用 西播磨佐用町（旧南光町）林崎 2012.7.19.
https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf

■ひまわりの夏2016
奥播磨 千種川が流れ下るたたらの郷佐用のひまわりを訪ねる 2016.7.20.

https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1608syhimawari00.htm
■ 2017 ひまわりの夏

恒例の夏迎え 播磨のひまわり畑を訪ねる 2017.7.19. & 7.20.
https://infokkkna.com/ironroad/2017himawarinonatsuweb.pdf

■ 2019ひまわりの夏 ひまわりwalk 2019.7.17

西播磨たたらの山郷 佐用(旧南光町)のひまわり畑
https://infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm

https://infokkkna.com/ironroad/2009htm/2009walk/9walk10.pdf
https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf
https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1608syhimawari00.htm
https://infokkkna.com/ironroad/2017himawarinonatsuweb.pdf
https://infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm




ひまわりの夏 2022 
酷暑お見舞い申し上げます

酷暑天候不順の夏にコロナ禍７波の急拡大

厳しい夏ですが、頑張りすぎす、
時には声上げて無理せずお過ごしください

God  be  with You!!
2022年盛夏 from Kobe

Mutsu Nakanishi



2022.7.21. 佐用千種川林崎のひまわり畑で


