
コロナ禍もやっと収束へ ３年ぶりの神戸の春の記録
期待一杯で迎えた本年の春 弥生３月 神戸にうれしい春到来
でも 世相は混沌 先が見えぬ厳しい現実
なにか今までとは違う空気感を感じて
Top PageのPhoto全体をスライド動画とアルバムにして
「和鉄の道2023」の中にも記録保存しておきたいと本ファイルを作りました。

2023.3.15. BY Mutsu Nakanishi

https://www.asahi-net.or.jp/~zp4m-nkns/%E2%96%A0https:/infokkkna2.com/ironroad2/2023htm/walk20/R0503Kobe2023Haruweb.pdf
















春の訪れ 春霞の中で きらきら輝く須磨の海 旗振山山頂より 2023.3.7.



春の訪れ ぼんやり霞む須磨ノ浦 高取山山上で 2023.3.7.



西神戸に春を呼び込むイカナゴ新子漁解禁 2023.3.4.

イカナゴのシンコ漁解禁
県内の漁獲量は前年比2割減に くぎ煮作りへ「何とか届けたい」

瀬戸内に春を告げるイカナゴのシンコ（稚魚）漁が４日、
大阪湾と播磨灘で解禁された。
兵庫県水産技術センター（明石市）が７年連続の不漁予報を出す中、
県漁業協同組合連合会によると県内の漁獲量は前年解禁日の約８割にと
どまり、一部の漁港では過去最高値を付けた籠もあったという。

夜明け前、坊勢漁協（姫路市）の約１８０隻が出漁し、
漁師らは日の出を待って網を投入した。
午前８時過ぎに続々と妻鹿漁港に入ると、漁協職員らが満杯の籠を慌た
だしく運び出し、仲買人が目利きを始めた。



今日は神戸はイカナゴ解禁！いかなご新子の釜揚げで一杯が楽しみ
外出中に家内からLINEメール
「イカナゴ 目が飛び出ました
予約店が一番安くて、1キロ 3750円。2キロ注文でよかった。
Sさんに会いましたが、4キロ‼️すごいなぁ！」と

いかなごも今や高級魚 もう手が届かない。
でも 今年もなんとか口に・・・

「今夜はシンコで一杯」と楽しみに帰宅しましたが、
釘煮のにおいぶんぶん。でも釜揚げはなし！

家内曰く
「高くて 孫にくぎ煮炊くことで 頭一杯で、あんたまでまわらずと」。
でも 久し振りに家内と今日の「いかなご争奪戦?」の話など
聞きながら楽しく一杯。
なにはともあれ、神戸に うれしい春が来た!!

2023.3.4.夕 From Kobe   Mutsu Nakanishi

神戸に うれしい春が来た!!
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春の訪れ 春霞の中で きらきら輝く須磨の海 旗振山山頂より 2023.3.7.



真っ青な空に まっ黄色になった菜の花畑
毎年 眺める春の黄色はしあわせの色
2023.3.6. 総合運動公園 コスモスの丘で

青と黄色はウクライナ色
どうか平和がとりもとぜますように





嬉しい春の訪れ
満開の菜の花でまっ黄色になった菜の花



春の訪れ まっ黄色の丘に こころ晴れ晴れ
満開の菜の花でまっ黄色になったコスモスの丘 2023.3.6.



そよ風に乗って 菜の花の香りが丘に漂う
この香りを嫌う人もいるが、うれしい春の訪れ
花言葉は 小さな幸せ
まっ黄色の菜の花畑に出会えて しあわせ





私の散歩道 若草の丘から 車の田園地を抜けて 風早乗越から高取山へ登る
うららかな日差しの中 里山も芽吹いて春への胎動
田園地でも春の農作業が始まりました



本年初めて見つけた土筆
あるようで中々 見つかりませんでした。
最近は畦も焼いたり、土盛整備されたりで見つ
かりませんでした



田園地に生える野草と思っていましたが、春の七草 ホトケノザ らしい
この花にも「小さな幸せ」の花言葉 春の訪れをしめす野草です
最近は スマホで google photo 撮ればすぐ花の名前など教えてくれる
2023.3.7. 車の里の田園地で

田園地に生える野草と思っていましたが、春の七草 ホトケノザ らしい
この花にも「小さな幸せ」の花言葉 春の訪れをしめす野草です
最近は スマホで google photo 撮ればすぐ花の名前など教えてくれる
2023.3.7. 車の里の田園地で





車の里の田園地から緑ヶ丘・風早乗越そして高取山への散歩道
風早乗越から長田側へ乗り越したところで、美しい枝垂れ梅を見つけました
桜の花を愛でる一つに「一本桜」や「枝垂桜」があるが、梅でも「枝垂れ梅」の美しい姿に出会いました。
しだれ梅を意識したことがありませんでしたが、山裾の崖に一本咲く美しさや 枝垂れ梅の花のカーテン
を通してみる景色もまた美しいと。 街中で、家の塀からのぞく枝垂れ梅とはまた違った美しさです。
2023.3.7. 風早乗越下で

-本年最初に見かけた土筆



桜に一本桜があるが、梅では枝垂れ梅がそれにあたるのだろう
あまり意識したことがありませんでしたが、私の散歩道で
美しい枝垂れ梅を見つけました。







ぽかぽか陽気に誘われて
久し振り原チャリで駆けて雌岡山の梅見に 2023.3.6.

南の明石から北へ 子午線が通る古代伝承神話の山
この３年 コロナで遠のいていた山 久し振りの雌岡山梅林の梅見です。

歴史の里 神戸神出の里 雌岡山の春姿 2023.3.6.
東西に並ぶ雌岡山・雄岡山を背にして広がる西神戸 神出の里
山頂には神出の里のシンボル神出神社が見え、この雌岡山の東斜面に雌岡山梅林が広がり、雄岡山へと続く神話の里です

須磨沿岸西六甲縦走路 鉄拐山から眺める 名谷ニュータウン越し 西に雌岡山 東に雄岡山

雌岡山 雌岡山梅林↓ 雄岡山



ぽかぽか陽気に誘われて 久し振り原チャリで駆けて 雌岡山の梅見に
2023.3.6.



雌岡山の東山裾に原チャリを止めて、東から静かな森の坂道を抜けて雌岡山梅林へ 2023.3.6.



東の山裾から静かな森の坂道を抜けてほぼ満開になった雌岡山梅林へ
交通の便が余良くないこともあって、人出が少なく いつもゆったりと野鳥のさえずりを聞きながら
の散策で ゆっくり満開の梅を楽しめる雌岡山梅林です 2023.3.6.



ほぼ満開になった雌岡山梅林で 2023.3.6.



梅林から 東の対の山 雄岡山を眺める ほぼ満開になった雌岡山梅林で 2023.3.6.



梅の花越しに 南の淡路島が遠くに望める 雌岡山梅林で 2023.3.6.



梅の花越しに 南の淡路島・明石海峡大橋遠望 雌岡山梅林で 2023.3.6.



雌岡山梅林で 梅の花と香りに包まれて ゆっくり散策を楽しむ 2023.3.6.



雌岡山梅林で 梅の花と香りに包まれて ゆっくり散策を楽しむ 2023.3.6.



雌岡山梅林で 梅の花と香りに包まれて ゆっくり散策を楽しむ 2023.3.6.



雌岡山梅林で 2023.3.6.



梅の花に顔をすりよせて 雌岡山梅林で 2023.3.6.



梅の花に顔をすりよせて 雌岡山梅林で 2023.3.6.



梅の花に顔をすりよせて 雌岡山梅林で 2023.3.6.



梅の花に顔をすりよせて 雌岡山梅林で 2023.3.6.





雌岡山梅林で 2023.3.6.





梅林から西の坂道 遊歩道を１５分ほど登れば 雌岡山山上 神出神社展望台へ
雌岡山梅林で 2023.3.6.

雌岡山梅林で 2023.3.6.





雌岡山山頂 神出神社正面 展望台 2023.3.6.
南に明石海峡・淡路島を臨む西神戸が眺められる展望台で



長く南へ延びる西神戸 櫨谷ほかの田園地帯や西神ニュータウンから明石の街
奥正面遠くに春霞にぼんやり淡路島を背に明石海峡大橋が見えている

久し振りに眺める神出神社展望台からの春の遠望〔1〕 2023.3.6.が



西神工業団地
農業公園

西神ニュータウン

しあわせの村

神出南 合池
神出南 大池

うっすらと大阪湾沿岸を取り囲む近畿の山並を背後に
高取山 須磨アルプス 鉄拐山 旗振山

南東側には 遠く いつも雌岡山・雄岡山を眺める西六甲縦走路の山並みが見える
久し振りに眺める神出神社展望台からの春の遠望〔2〕 2023.3.6.が



ぽかぽか陽気に誘われて久し振り原チャリで駆けて爽快
久し振りに雌岡山の梅の花を満喫できました。2023.3.6.















2023.3.7. & 3.9. 神戸新聞 正平調より

取り残された人々の「つぶやき」を聞く力

今日の「正平調」 政治家・日本の指導者たちに読ませたい。
先が見えぬ日本の現状 誰の眼にも「日本の疲弊」がはっきりと
今また 高校・大学生の奨学金問題が取り上げられている。もう何度も・・・でも政治は動かない。

「非正規」「奨学金」問題で苦しむ若者たちや生活困窮世帯そして少子化等々。問題は数知れず。
大学生４年間の給付額 振り返れば数百万円 塵も積もれば山となる。厳しい返済の現実。
苦しい日常の今 どこからもそんな大金は出てこない。今の政治家たちにそんな認識あるのだろうか‥‥
一方 大企業には手厚い補助金・雇用調整金・脱炭素そして電気自動車等々。いずれもすごい金が動いている
また、オリンピックやワクチン接種の丸投げ数次下請け等々も。誰の眼にも犯罪行為。でも大物は・・・
年代層に限っての奨学金返済令免除の徳政令を出したって、
大企業に出している給付金と比べれば、その総額は小さい。でも どれだけ社会に活気を与えることか‥
救える人の数が政治家には見えない。あなた任せのご都合強弁はもう聞き飽き。今の政治に先はなし。
今日もまた政治家たちの自己責任・強弁がマスコミ上をにぎわしている。…
もう一度輝きを取り戻そう「日本」年老いた老獪連の「トリクルダウンの強弁と仲間だのみ」を排さねば。
自分がいなければ…の時代はもう 遠く過ぎ去った過去。
今必要なのは厳しい現実に立ち向かう行動の時代へ 人々の「つぶやき」にも耳を貸そう
そんな新しい若者変革の時代であってほしいなぁ‥‥と。 。

2023.3.8. Mutsu Nakanishi  From Kobe



「国民が政治を嘲笑している間は、
嘲笑に値する政治しか行われない -松下幸之助- 」 2023.3.9.

一昨日の神戸新聞「正平調」に続き、今日の「正平調」も 頭にすっと入ってくる。

老齢化日本 疲弊化する日本 先が見えぬ厳しい日本にあって、混迷・迷走する日本の政治
もう眺めているだけではどうにもならぬ。
頂点同調の仲間政治ではますます疲弊。
若者の時代であっても、年寄りの役割りと生きがいを見つけよう
誰がやっても同じとあきらめず、この時代をしっかり考えよう

2023.3.9. From Kobe Mutsu Nakanishi








	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63
	スライド 64
	スライド 65
	スライド 66
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70

