
  四季折々・ From Kobe  2021年を振り返って 

社会・暮らしの大変革 ポストコロナの新時代  令和の産業革命といわれる過酷な大変革の始まり  暮らしはどうなるのか   

 
◆ コロナ禍で寸断された日常生活・雇用 経済の再建  みんながみんな 命の危機に直面したコロナ禍   

◆ 巨大自然災害・地球暴走の歯止め 世界がこぞって舵を切る カーボン ニュートラル50 実現は切実な願い 

 

 

新型コロナ蔓延 新型コロナ・オブシロン株の大流行へ 

みんながみんなわが身の危険を身近に感じ、かつ行動自己節制・ワクチン接種も進んだが、いまだに収束が見えず。 

感染者・医療従事者のみならず、日々の暮らし・経済・雇用・人と人とのつながり・格差の増大等々社会はずたずた。  

日本が疲弊しきった状態に。 

でも 外から見ると日本は「心地よいぬるま湯のヒキガエル」。みんな置かれている状況に全く気が付いていないという。 

情報過多とも言える掛け声とは裏腹 日本だけが世界から取り残されている状況がここかしこに垣間見える。 

ワクチンの接種に危機的状況からの希望が見始めた状況ですが、語られ始めたポストコロナの時代の中身を考えると、

本当に厳しい状況。垣間見えるのは令和の大産業革命の入口。不安いっぱいの時代へ 

断片的な刹那の情報しか入らぬ日本 コロナ禍の先行き不安の厳しい状況が次々とわが身に。 

出口が見通せぬそんなコロナの状況を記す四季折々・ From Kobe掲載記事の数々。  

高齢で迎える我々の行く先は・・・・。 新しい状況に立ち向かわねばと右往左往の姿がありあり。  

さあ 日本はどこへ向かうのでしょうか…。 

ポストコロナで迎える新時代 激変過酷な厳しい時代だと皆が言う。 

「コロナ対策と経済・雇用の回復への暮らし・雇用・経済の復興」に並行して  

もう待ったなし「人類の危機地球温暖化の歯止め止め 低炭素社会への大転換」 

「令和の産業大革命 社会・経済の激烈な再編」誰もが避けられぬ経験したことのない時代へのターニングポイント 

評論ばかりしていても仕方なし。しっかり立ち位置を見出し、前向いて 頑張らねば・・・・と。 

四季折々・ From Kobe の記事を見直しながら、「ぶつぶつ」戸惑いの中にいるわが身が見える。 

「感染は軽いから、自分で守れ」と感染者は自宅待機という。 

コロナ医療がら切り捨てられた人の多さ 明日は我が身か・・・ 
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そして、もう労働人口の3０%近い多数の非正規労働やシングル家族・フリーランス・そしてアルバイトの学生たち等  々

数多くの国の平均所得が大きく伸びるこの１０年、日本のみが所得が伸びず、韓国・盗難アジアにも抜かれるありさま。

大阪難波の外国日本訪問者のすごい人の群れに うすうす感じていたことの現実 ショックでした。 

現実はあまりにも厳しすぎる あまりスポットが当たらぬ人たちの現実にも目を向けよう  

 

勝手な愚痴もしれませんが、政治・

掲載を引っ張る老獪リーダーたちの

だらしなさ。 

コロナ禍がもたらした個々の対応の

厳しさ。人任せにはできぬ現実には

っと気が付き、いい勉強になり、身

の引き締まる思いです。 

 

情報過多の中で 何一つ現実直視を

せぬ年寄りリーダーたち 相互寄り

かかり志向ではどうにもならぬ。  

もう「干上がってしまう」 そんな

日が迫っていると。 

でも 幾多の困難を乗り越えてきた

日本の底力 これからの新時代をリ

ードする若い力に期待一杯です。 

厳しい時代を生き抜くすべを みんなで出し合って。 

おりしもそんな力で乗り切ってきた２つの大地震 1.17. 3.11.の記念日が迫っている 

もう後ろから寿命を考える年になっていますが、がんばらねばと、 

神戸の片隅から・・・・・・・ 

 

仲間の元気は みんなの応援歌 !!  頑張りすぎず、時には声をあげて !!   

お互いスクラム組んで 助け合ってこの難局を乗り越えましょう  

ワクチン接種も済ませましたが、まだまだ収束は道半ば 

まだまた厳しい自己節制の日々が続きますが、どうか 無理せず、 

元気に前向いてお過ごしください 

また連絡ください     God Be With You!!   

 

  ２０２１年の From Kobe を読み返しつつ。 

    From Kobe   Mutsu Nakanishi 
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コロナ禍の中での厳しい時代　　スクラム組んでこの危機をのりこえよう!!
また、神戸籠りの中　四季折々　周りの景色の変化が心を慰めてくれました




    【和鉄の道・Iron Road】【風来坊・Country Walk】【四季折々・From Kobe】  

    2021 年和鉄の道・Iron Road を振り返って    . 

     和鉄の道・Iron Road    脱炭素カーポンニュートラル関係資料収集 10件  

     風来坊・Country Walk   コロナ禍の中 神戸・西播磨 四季折々の景色 16 

     四季折々・From Kobe   コロナ禍 神戸籠もりの中で 疲弊する暮らしに想いを寄せつつ  9件 

 

今日は目まぐるしく変わる天候とともに 西風我吹き荒れ 師走らしい厳しい寒さの神戸です。 

神戸では例年12付きの風物詩、光のルミナリエが今年も中止され、寂しい限りですが、やっと新型コロナも収束の落ち

着いた動き。コロナ変異株「オミクロン」の流行の兆しはアルもののホット一息。街もやっと明るさが戻りつつあります。 

油断大敵 マスクと行動の自己規制はかかせませんが・・・・ 

本年も勝手な風来坊「和鉄の道・Iron Road」にお付き合いいただきありがとうございました。 

また 一年 相変わらずですが、コロナ禍の中 "God be with You!!" の言葉とともにあっという間に1年が過ぎてゆ

く。つくづく日が経つのが早く感じる歳になったと。 

新型コロナ収束に向かいホッとしましたが、新たな変異株（オミクロン株）流行の兆し。 

 まだまた 気を緩めることなく頑張らねばと。 本当に我が身命の危険を身近に感じた一年でした。 

早く穏やかな暮らしが取り戻せるようにと願っています。 

振り返ってみれば 本当に色々あった一年、 

home Page の中味も神戸籠もリの中で、厳しいコロナ禍の中で なんとか明るく前向いてと。  

世は情報があふれるデジタル時代 電話もPhoto・メール・資料・情報そして会合・会議等々なんでもネットで見られる

情報社会。でも はっと気がついてみれば、みんな仮想現実・非日常。  

みんな今までと変わらぬというのですが、自分ひとりが取り残されているとの不安感。 

今ほど 顔を突き合わせ、お互い生の会話ができるありがたさを感じたことはなし。仲間に出会いたいなぁと。 

そんな中、温暖化による地球環境の激変化が切実・身近に 我が身に降りかかるようになって、待ったなし。 

避けることの出来ない脱炭素社会構築へ全世界が舵を切る。ポストコロナと脱炭素の時代 激変する時代に不安一杯。 

みんながみんな穏やかな暮らしを取り戻せるのか・・自分はどうなるのか・・・  

今一番 日本が取組遅れの厳しい現実に直面してる。  

姿を見せぬ本当の現実がコロナ禍の中で 垣間見え隠れしはじめ、思いもかけず、我が身に降りかかる。 

突破口を見いだせぬ日本に苛立ちを感じる様子がホームページ掲載の文面の随所にもありありと。 

自分では何も出来ないと感じながら、後ろから今を考える年代になったとつくづく感じてきた一年でもありました。 

毎朝見ている神戸新聞のトップ紙面コラム「正平調」にも上記一年の締めくくりとして、日本の状況につい手厳しい言葉

が綴られていました。  まもなく1.17の記念日がやってくる。 そしてあのルミナリエの灯がついた時を忘れない。 

否応なしにさらされる激変の時代の幕開けに、思いも新た。希望と期待をもって 頑張らねば・・・。 

鉄鋼もがんばれ!!  がんばろう!!     自分の時代でないとの思いはありますが、しっかりとこの時代を前向いて・・ 



 

◎「鉄の惑星 地球」 人類の歴史の中で 難局に出会うたびに新たなイノベーションを巻き起こし、 

    新しい展開を切り開いてきた鉄。 

  長く取り組んできた「鉄の起源・歴史」を 本年春 まとめることが出来た「たたらの源流 鉄の起源 &  

  ユーラシア大陸東遷の道」（愛媛大東アジア古代鉄文化センター国際シンポ 聴講記録集成聴講記録）にも 

  そんな事象がいくつも記されている。 

  HP開設以来20年を経過した年末には「私の和鉄の道・Iron Road」を整理して 眺め直す事もできました。 

  これからどんな姿になって、鉄がこの難局を切り開いてくれるのか それも楽しみな和鉄の道です。 

  ポストコロナ 脱差炭素社会がどんな姿で登場するのか 明日の時代の平和で穏やかな暮らしに期待して。 

  本当にエポックメーキングな一年 和鉄の道・Iron Road 2021でした。 

 

◎ 鉄とともに鉄のない縄文の世界にも惹かれ、ずっとHPへの掲載取組をしてきた「日本の縄文」。 

  心優しき縄文人たちが約1万年の長きにわたる永続社会をつくってきた日本の縄文  

  コロナ禍の中で、長年の夢がかなって、ユネスコ世界文化遺産に登録されたのも嬉しいニュースでした。 

◎ CO2排出ストップの厳しい操業携帯移行を迫られる鉄鋼 過酷化する地球環境に歯止めをかけるには待ったなし。 

  CO2排出量の多い大型高炉操業への依存度の高い日本の鉄鋼業は脱炭素社会構築の中で今一番厳しい立場に置かれ 

  ている。 退場を願うと言う人達も数多く、長く鉄鋼の中で育ててもらった私にとっても、一番気になっている。 

  今数々の新しい高炉操業変革に取り組んでいる。それがこれから目に見えてくる。 

  必ずや日本の鉄鋼の歴史が新しい道を切り開いてくれると期待一杯。 鉄鋼ガンバレ!!と。  

  

◎ 私ごとですか、本年6月末 足踵骨折で約20年ぶりに入院生活。 足を地面につけられぬ厳しい正つの苦しさや 

  入院高齢者が多いリハビリ病院の現実も知り、元気で健康でいるあがたさもつくづく。 

  入院・神戸籠りの中で、アルバム整理を兼ねた断舎離。今までの道を振り返る良い機会。忘れかけていた数々の人た 

  ちや事柄との交流がありありと。長くかかった整理ですが、自分の生き方を振り返りいい整理ができました。 

◎ 多くの知人や仲間にも助けてもらいながらも、孫たちも元気に成長。みんなに感謝です。 

  本当に早く出あいたいなぁとの思いも強いです。 

  気がかりは 今年も多くの仲間・先輩・知人の訃報に接し、秋送りをしました。 

   もうそんな歳になつたんやと今の健康に感謝しつつ、から元気の毎日。  

  毎日 前向いて元気にと 

 

本当に一年ありがとうございました。 引き続きよろしくおねがいします。 

まだまだ 好奇心もある。お互い 気力をふりしぼって、この厳しいポストコロナの時代を前向いて。 

引き続きよろしくおねがいします。 

いつも勝手な神戸からの便り お許しください。 

 

みなさまにとっても  

来る年が穏やかで 平和な年でありますよう 

God be with You!! 

また 元気に出会える日を楽しみにしています。 

 2021.12.17.夕 

 From Kobe   Mutsu  Nakanishi 

 

 

 

 



   まえがきにかえて  2021年 和鉄の道を振り返って             

      2021年 和鉄の道 Iron Roadトピックス 2022.2.1. Mutsu Nakanishi 

          【和鉄の道・Iron Road】 脱炭素カーポンニュートラル関係資料収集 10件 

 

 

「2050年カーボンニュートラル 政府脱炭素社会を目指す14重点項目策定 」 

    日本の鉄鋼 低炭素カーボンイーブン50の時代を生き抜く道 鉄の新時代  

    日本の鉄鋼業は世界が突き進む低炭素社会の時代に生き残れるのか・・・・ 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312carbonnewtralweb.pdf 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron01.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0302carbonnewtral.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0302carbonnewtral.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312carbonnewtralweb.pdf
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   ２０２1年風来坊を振り返って 

２０２1年 風来坊 Country walk トピックス    2022.1.5. Mutsu Nakanishi 

風来坊・Country Walk  コロナ禍の中 神戸・西播磨 四季折々の景色 16件 

 

 コロナ蔓延 いまだ収束せず 神戸籠りの自己行動節制の中で 

 

 

本年もコロナ禍の中 神戸籠り 行動自己規制の毎日 西神戸近郊の散歩道を歩くのが日課に。 

四季折々の景色が年々随分変わってきたことにはっと気が付くことがある。本年も相変わらずデジカメで撮った

Photoでこの神戸近郊の里景色を記録してきました。 地球温暖化が顕著になり、四季折  々 眺める景色の季節感が

随分薄れてきましたが、その変化が一様でない面白さ。自分なりに地球温暖化に結び付けて、あれやこれや考えるの

も楽しみに。デジカメ下げての毎日walkで撮ったPhotoをBGM付きのスライド動画にして楽しんでいます。 

もう後戻りはできない。低炭素社会への大変革の時代を前向いて過ごさねば…‥ 

毎年四季折  々 西播磨佐用の里に咲く草花を訪ねてきましたが、作用の里で春の訪れを告げるカタクリや菜の花や 

各地の一本桜を訪ねるwalk  夏の京朝顔展・バオバブの白い花 実りの秋:景色もままならず、神戸籠りの中で、 

四季折々の花や里景色をデジカメに収めて楽しみました。来年は是非とも遠くへも足を延ばしたい。 

■ トピックス【1】本年の風来坊 四季折々の西神戸・東播磨の里景色 

A. きらきら光る須磨の海 & 須磨離宮・網敷天満宮の梅と菜の花 

 
B 里山は芽吹き ピンクの三つ葉ツツジ満開の桜近郊の里は桜満開の春爛漫 
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     C 新緑 5月の風と氷ノ山山麓ドライブと春の掉尾を飾るバラ展 

    

    

     D 梅雨から夏へ 足骨折で夏を入院で 毎日届く朝顔便り 

    

     E.実りの秋を迎えた里の秋と秋の里を飾る草花と秋送り 

   

    

    

     F 紅葉の秋 初めて須磨の紅葉をしっかりと 

 



 

2021 四季折々 Monthly    目 次   mutsu2021.pdf 

Home page更新時の top page Monthly pageを集めて収録しています 神戸便り【20】 

  

 

  1 月 年賀 2021 年 迎春 年の初めに   2020 年を振り返りつつ 新しい年に思いをはせて   

 

                           2021 2月 春迎え 春の足音                          

    

                                      弥生3月 春の訪れ 元気出してゆこぅ                                    

 

                          4月 春爛漫  神戸の春 桜便り                           

   

                新緑 5月の風 うまい空気を胸いっぱい 厳しい春を前向いて                  

 

 

 

 



 

 

  6月 梅雨の始まり  厳しい新型コロナ蔓延 わが身大事で 梅雨を乗り越えましょう     

 

                       ７・８・9月極暑・コロナ禍の厳しい中を 踵骨折 入院・リハビリ生活                        

  

                                  10月 真っ青な空 秋の草花が里を彩る里の秋                                  

    

し  

              11月 & 12月の始まり  深まる秋から冬へ  秋送り   師走の足音も                 

 

2021年総括 コロナ禍の中で  home page 和鉄の道・Iron Road を振り返って 

                        

 

 



四季折  々 【From Kobe・思いつくまま 神戸便り 】 From Kobe    kobe2021.pdf 

 

コロナ禍 神戸籠もりの中で 疲弊する暮らしに想いをよせつつ  8件 

1【From Kobe 1月 年賀】 2021年 迎春 年の初め  2021.1.1. 

  まだ見通せぬコロナ禍の中で  新しい年に思いをはせて  笑顔が取り戻せるよう 

  明日への思いを託して  みんなでスクラム組んでがんばろう!  

  ◎和鉄の故郷 Iron Road  鉄の惑星地球   2020年を振り返りつつ 新しい年に思いをはせて 

2.【From Kobe２月 春の足音】  春の足音春迎え 春はもうすぐそこに   20212.5.   

  収録 2050年カーボンニュートラル   またぞろ外国頼みの周回遅れをたどるのか…  

3.【From Kobe  弥生3月】須磨の春  春の訪れ うまい空気を胸一杯  

   収録 ■ポストコロナへ 輝きを取り戻せ日本  ぬるま湯日本のつけ?  

        ■最近の新聞記事より  これでいいのか?日本 

4【 From Kobe 4月春爛漫】神戸の春 桜便り  

  収録 コロナ禍の中で 久し振りに野球とバスケの話題  

         神戸新聞正平調に田辺聖子さんのトラキチファンの話が取り上げられ、懐かしく 

5【From Kobe 新緑の5月】新緑の神戸の春便り 新型コロナ蔓延 神戸籠りの中で とにかく元気です  

  収録 コロナ禍の中で どうなる日本  

       1. 大音響約800m の五輪PR 隊  聖火ランナーは脇役か?  

       2. .ポストコロナの日本 元京大総長 山際寿一氏のオピニオン  

       3.. 胸に輝く“カラフルなドーナツ型バッジ”の正体 

6【From Kobe 6月梅雨】6月梅雨時の神戸便り コロナ禍の中で迎えた梅雨の絶景  2021.6.5.   

     神戸籠りの中 風来坊 勝手な梅雨時のPhoto 記録ですが 心やすめになれば  

   収録 大坂なおみさんの会見拒否に縄文の世界遺産登録を重ねて 最近の気になった新聞記事より  

         今人が人として一番大事なことを思い起させてくれた  コロナ禍の中で  

       参考1.【2014.6 月From Kobe】「利他的精神」について  朝日新聞天声人語より   

                競争社会から成熟社会へ 日本に必要なのは「心の優しさ」では  

       参考2. <NHK 取材班「Human」 視聴・購読メモ>  「なぜヒトは人間になれたのか」  

              1. 視聴・購読メモ 「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」   

               2. 補足メモ 人間を人間たらしめているもの「分かち合う心・通わせる心  

7.【 From Kobe 深まりゆく秋】  10月 新型コロナも収束の兆し   

     HP3ヶ月ぶりの更新 神戸の秋便り 2021秋迎え 稔りの里を飾る秋の草花     2021.10.5.  

   収録 コロナ禍の中で   追悼経済評論家 内橋克人さんご逝去   

行き過ぎた市場経済主義に警鐘 ブレることなく人重視を貫く  

     参考  ■【2021年10 月 From Kobe】  

              内橋克人さん逝去に想いをつのらせて 想いだすままに  by Mutsu Nakanishi  

               添付「和鉄の道- from Kobe」に掲載紹介してきた 内橋克人氏の記事リスト 

8. 【 From Kobe 11月 & 師走へ】 深まり行く秋から冬へ神戸の便り  2021.11.1.-11.20. 

   ま真っ赤に色づいた街 コロナ禍の中 やっと収束の兆し ポストコロナの新時代 

      ポストコロナを見据えて いろんな事がありました  

     「何も変わらぬこの閉塞感と不安感。心地よい、ゆでガエル状態」 

         今一度２０１９年３月に掲載した小林喜光氏の指摘に耳を傾けよう 

     収録 ポストコロナの時代の模索が始まっています  

             我々一人一人 今何をすべきなのか・・・・・ 

9. 【From Kobe  師走 2021年本年の締め】Merry Christmas!!  一年ありがとうございました 

   ポストコロナ 低炭素社会構築へ 大変革とコロナからの復興へ 激変の時代を前向いて  


