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           Country Walk  風来坊   
 

                2018.1.25.  By  Mutsu  Nakanishi 

 

Iron Road  縄文 ふらっと訪れた街の景色 四季折々  

日本各地に残る素晴らしい風景  自分だけの景色を見る楽しみ 

歳をとるにつれ、遠くへはなかなか行けませんが、まだまだ元気 好奇心一杯 

神戸を中心に 四季折々の風景を思いついては ふらっと訪ねています。 

毎年 同じ景色を眺めるのも楽しみ ふと見かけた自分だけの景色の発見もう

れしい 

全くの独りよがりの風景の羅列です。 

体力の衰えはいかんともしがたし 

だんだん 山や谷筋をへ入れなくなって きましたが、 

 その分 街歩きの楽しみが増えました 

http://www.asahi-net.or.jp/~zp4m-nkns/


              風来坊 Country Walk                 

        水行末 雲来末 風来末  和鉄の道  風来坊 

Iron Road  縄文 ふらっと訪れた山・里・街角 そして歴史を訪ねて  

日本各地には 自然・人・地域・歴史の痕跡とともに  

地域それぞれ・四季折々 素晴らしい日本の原風景が残り、 

訪れると いつも新しい発見があり、 自分だけの景色で迎えてくれる 

Country Walkの楽しみです

   

日本に「鉄」が伝来して、この「たたら製

鉄」が行われるまで、約800 年の長きに

わたってたたら製鉄法の摸索が続き、その

技術をさらに磨き高めながら1500年続

いてきた日本独自の製鉄技術。 

「鉄は国家なり」「鉄は産業の米」と「鉄」

の力が強調される一方で、文化を育み、そ

こに住む人たちの生活を豊かにし、現在に

至る日本を作ってきた。 

人里離れた里山の谷筋や川筋・海岸などな

どに、産業生産・工房・街・街道などの痕

跡とともに、それに携わった人々の賑わい

や数々のドラマとともに日本の原風景と

いわれるすばらしい景色が今も残ってい

ます。  

そんなIron Road を訪ねつつ、日本各地に残る素晴らしい 

四季折々の風景を求めてCountry Walk 10数年。 

最近は年とともに遠くへ行かれなくなりましたが、 

まだまだ 元気 好奇心も一杯。 

すばらしい景色とともに数々の出会いの楽しみも。 

日本各地のCountry Walkを楽しんでいます。 

  

         2018.1.25. 風来坊 Country walk   Mutsu Nakanishi from Kobe 



                      22001177  風風来来坊坊    CCoouunnttrryy  WWaallkk      

                            水行末 雲来末 風来末  

      2017 風来坊 里歩き・山歩き・街歩き まえがき 

本年も私の住む神戸を中心とした近郊の里を季節折々訪ねる相も変らぬ花便り・近郊ハイクの楽しみに、

本年から始めた肥満解消の一日 8000 歩健康 walk の過程で見つけた神戸須磨界隈の四季の景色も春 

梅・カタクリに始まり、菜の花・桜 そして石楠花・バラへ 夏はクリンソウ・アジサイ・ひまわりそ

して 京朝顔・京都府立植物園のバオバブを訪ねるのも定番に。秋は黄金色 Country Walk に輝く播磨

の田園とヒガンバナから紅葉等々。.毎年同じような景色ばかりで、新しい情報が提供できずですが、自

分的には季節を楽しむうれしい Walki。 そんな中で、私にとっては新しい Country Walk が付け加わ

りました。  

8 月 京都府の東南部 宇治茶の山郷 宇治田原 奥山田の里  ハート型猪目窓が大人気の 

正寿院 を訪ねる  

11 月   古い記憶を思い起こしながらの大阪港の渡し  

 

宇治茶の山郷の自然がハート型の猪目窓から見える景色など孫娘が行こうといわなければ、む見られぬ

景色。また、この walk で宇治川天ケ瀬ダムから豪快に一放水される姿を初めて眺められたのにも感激。  

 

また、親父の記憶が残る港区・大正区の木津川沿岸大阪北港今も現役の渡しを巡る walk にも感激。  

このスライド整理で河島英五が歌う「大阪の歌」に出会えたのもうれしい。  

私の故郷尼崎・親父の勤め先大阪内港大正の街を重ねて元気の出る歌です  

【◆ インタ－ネットより 映像詩   河島英五が歌う「大阪の歌」  

http://www.dailymotion.com/video/x5p059n 

【◆風来坊 Country  古い記憶を思い起こしながらの大阪港の渡し

walk】  

   http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/iron13/1711osakawatashi00.htm     

 

またまだ元気 好奇心もある 水行末 雲来末 風来末 毎日の街歩きが楽しみになりました 

http://www.dailymotion.com/video/x5p059n
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/iron13/1711osakawatashi00.htm


22001177  風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk    ももくくじじ  
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風来坊 Country walk 【16】山山歩歩きき・・里里歩歩きき・・街街歩歩きき  22001177    

  

11..  22001177年年新新春春  １１日日８８００００００歩歩・・早早歩歩きき２２００分分  健健康康 wwaallkk                      1177wwaallkk0011..ppddff      

    気気分分はは好好奇奇心心  一一杯杯のの探探検検気気分分新新春春のの西西神神戸戸近近郊郊をを巡巡るる    22001177..11..11..--11..1199..  

22..  国国指指定定重重要要無無形形文文化化財財  神神戸戸市市妙妙法法寺寺  車車のの里里  車車大大歳歳神神社社のの「「翁翁のの舞舞」」        1177wwaallkk0022..ppddff  

    前前年年のの実実りりにに感感謝謝しし、、そそのの年年のの豊豊作作をを祈祈るる新新春春のの伝伝統統行行事事    22001177..11..1144..夜夜  

33..  22001177年年早早春春  西西神神戸戸神神出出のの里里のの雌雌岡岡山山梅梅林林をを訪訪ねねるる                            1177wwaallkk0033..ppddff  

      春春をを運運ぶぶああたたたたかかなな陽陽気気にに  弥弥生生 33月月  どどここかかでで春春がが生生ままれれててるる  22001177..22..2266..            

44..  早早春春  柔柔ららかかいい日日差差ししがが差差しし込込むむ里里山山のの林林のの中中をを歩歩くく                                            1177wwaallkk0044..ppddff  

      白白川川かからら藍藍那那・・星星和和台台へへ  幻幻のの街街道道  白白川川・・藍藍那那古古道道((徳徳川川道道))          22001177..33..2222..  

55..【【春春のの PPhhoottooアアルルババムム】】神神戸戸のの春春到到来来 22001177  待待ちちかかねねたた春春  CCoouunnttrryy  WWaallkk            1177wwaallkk0055..ppddff  

      早早春春かからら春春爛爛漫漫へへ  駆駆けけ抜抜けけててゆゆくく神神戸戸のの春春をを追追いいかかけけてて、、神神戸戸近近郊郊 WWaallkk        

22001177..３３月月中中旬旬−−４４月月初初      

66..【【写写真真アアルルババムム】】22001177春春  たたたたららのの郷郷  西西播播磨磨佐佐用用へへ  原原チチャャリリでで駆駆けけるる            1177wwaallkk0066..ppddff  

        22001177春春  たたたたららのの郷郷  西西播播磨磨佐佐用用へへ播播州州路路をを原原チチャャリリでで駆駆けけるる」」  22001177..44..1122          

          11..佐佐用用へへのの播播磨磨路路  花花街街道道    

              11..11..  西西神神戸戸・・小小野野かからら北北条条・・加加西西へへ  桜桜堤堤ををトトララババーースス    

              11..22..  中中国国道道にに沿沿っってて  新新緑緑とと桜桜のの山山崎崎断断層層のの中中をを山山崎崎・・佐佐用用へへ    

              11..33..  宍宍粟粟((山山崎崎))とと佐佐用用をを隔隔ててるる切切窓窓峠峠をを越越ええてて佐佐用用へへ  

          22..千千種種川川がが流流れれ下下るる古古代代たたたたららのの郷郷  佐佐用用のの桜桜    

                22..11..  古古代代たたたたららのの里里のの一一本本桜桜  漆漆野野  光光福福寺寺のの大大糸糸桜桜    

                22..22..  姫姫新新線線のの列列車車がが走走るる志志文文川川  のの花花堤堤  久久保保大大橋橋    

          33..春春のの妖妖精精  カカタタククリリ  旧旧三三日日月月町町  弦弦谷谷  冷冷たたいい風風にに立立ちち向向かかっってて、、身身をを震震わわすす  

          44..wwaallkkをを振振りり返返っってて  22001177年年  西西播播磨磨佐佐用用へへ播播磨磨路路原原チチャャリリ wwaallkk  帰帰路路でで    

77..  22001177年年春春  ミミツツババツツツツジジがが岩岩尾尾根根をを彩彩るる須須磨磨アアルルププスス  馬馬のの背背をを歩歩くく            1177wwaallkk0077..ppddff  

久久ししぶぶりりにに栂栂尾尾山山階階段段をを登登っってて  栂栂尾尾山山・・横横尾尾山山かからら馬馬のの背背かからら東東山山      22001177..44..1199..  

88..  22001177  ひひままわわりりのの夏夏  恒恒例例のの夏夏迎迎ええ  播播磨磨ののひひままわわりり畑畑をを訪訪ねねるる                          1177wwaallkk0088..ppddff  

11..東東播播磨磨のの田田園園地地帯帯ににああるる小小野野市市浄浄谷谷  ひひままわわりりのの丘丘                                22001177..77..1199  

        22..西西播播磨磨千千種種川川がが流流れれ下下るるたたたたららのの里里  佐佐用用町町旧旧南南光光ののひひままわわりり畑畑        22001177..77..2200..  

                  ●●  たたたたららのの里里  漆漆野野段段集集落落ののひひままわわりり畑畑    

                  ●●  ひひままわわりり祭祭ののメメイインン会会場場  林林崎崎ののひひままわわりり畑畑  

99..  <<比比叡叡山山 wwaallkk    古古道道  雲雲母母坂坂  &&  八八瀬瀬ケケーーブブルル>>                                                            1177wwaallkk0099..ppddff  

緑緑のの雲雲母母坂坂をを登登っってて比比叡叡山山延延暦暦寺寺へへ  帰帰りりはは八八瀬瀬ケケーーブブルルでで      22001177..55..22..  

1100..  梅梅雨雨入入りり前前「「麦麦秋秋」」のの播播州州路路  播播磨磨富富士士「「高高御御位位山山」」へへ                22001177..55..1177  ..  1177wwaallkk1100..ppddff  

1111..  西西六六甲甲縦縦走走路路のの須須磨磨「「鉄鉄拐拐山山」」山山頂頂かかららのの展展望望  WWaallkk                                            1177wwaallkk1111..ppddff    

          六六甲甲連連山山&&神神戸戸やや大大阪阪湾湾  絶絶好好のの大大展展望望所所がが誕誕生生                      22001177..55..1166..  

  

  

------    次次ペペーージジにに続続くく    ----------  



  

  

1122．．若若草草山山かからら最最短短ルルーートトでで  南南ににそそびびええるる高高取取山山へへ              22001177..55..77..&&  66..55..      1177wwaallkk1122..ppddff  

崖崖下下のの周周囲囲かからら取取りり残残さされれてて残残るる不不思思議議なな谷谷筋筋地地形形をを通通りり抜抜けけてて  高高取取山山へへ    

すすりり鉢鉢地地形形ととししてて残残るる幕幕末末  神神戸戸開開港港をを支支ええたた神神戸戸亜亜炭炭のの採採炭炭地地のの痕痕跡跡かか??    

【【11】】  崖崖下下のの不不思思議議なな地地形形・・車車集集落落のの農農地地をを横横断断ししてて緑緑ヶヶ丘丘へへ      

【【22】】  緑緑ヶヶ丘丘・・野野路路山山登登山山口口よよりり高高取取山山をを目目指指すす  

1133    京京都都府府のの東東南南部部  宇宇治治茶茶のの山山郷郷    宇宇治治田田原原  奥奥山山田田のの里里                                        1177wwaallkk1133..ppddff  

        ハハーートト型型猪猪目目窓窓がが大大人人気気のの  正正寿寿院院  をを訪訪ねねるる                                    22001177..88..1155..    

11..  GGooooggllee  EEaarrtthh  SSttrreeeett  VViieewwでで  宇宇治治田田原原  正正寿寿院院へへのの道道ををたたどどるる  

22..  正正寿寿院院のの風風鈴鈴祭祭りり  

33..  正正寿寿院院  客客殿殿のの猪猪目目窓窓かからら眺眺めめるる夏夏  

44..正正寿寿院院ののああるる宇宇治治  緑緑茶茶のの山山郷郷  奥奥山山田田のの茶茶畑畑  

55..帰帰りりにに立立ちち寄寄っったた宇宇治治川川    

              11..関関西西のの水水ががめめ  放放水水中中のの宇宇治治川川天天ヶヶ瀬瀬ダダムム  22..宇宇治治平平等等院院  

1144..  京京都都府府立立植植物物園園  毎毎夏夏恒恒例例  京京都都半半日日会会    22001177京京朝朝顔顔展展          22001177..77..3300      1177wwaallkk1144..ppddff  

        【【京京朝朝顔顔展展・・虫虫のの目目展展--虫虫のの目目がが視視るる花花のの姿姿とと彩彩--・・ババオオババブブのの花花鑑鑑賞賞会会】】..      

1155..  22001177年年夏夏  わわがが家家のの庭庭のの朝朝顔顔帳帳                                                        22001177..88..1100..      1177wwaallkk1155..ppddff  

1166..【【PPhhoottoo  AAllbbuumm】】  22００１１７７  実実りりのの秋秋  東東播播磨磨ののココススモモスス畑畑            22001177..1100..1111..    1177wwaallkk1166..ppddff  

  加加古古川川中中流流西西岸岸にに広広ががるる  志志方方  &&  小小野野ききすすみみのの里里ののココススモモスス・・蕎蕎麦麦畑畑    

今今年年もも東東播播磨磨  実実りりのの秋秋のの田田園園をを飾飾るるココススモモスス・・ソソババのの花花にに出出会会ええままししたた    

11..志志方方のの西西のの入入口口  志志方方城城山山のの山山裾裾  広広尾尾のの里里    

              22..志志方方のの田田園園のの中中央央  城城山山がが見見下下ろろすす  高高畑畑のの里里    

              33..志志方方のの田田園園のの中中央央  送送電電線線がが渡渡っっててゆゆくく東東飯飯坂坂のの里里      

              44..城城山山のの北北側側のの山山間間  蕎蕎麦麦栽栽培培のの里里  志志方方野野尻尻のの里里    

55..志志方方とと小小野野のの境境    福福甸甸峠峠  実実りり秋秋景景色色    

              66..そそばば処処  小小野野アアルルププススのの山山裾裾  来来住住野野のの里里ののそそばばのの花花    

1177..  22001177 秋秋  今今右右衛衛門門のの色色鍋鍋島島ののププララチチナナ釉釉  &&  縄縄文文ののビビーーナナスス                                  1177wwaallkk1177..ppddff  

        11..陶陶芸芸美美術術館館特特別別展展  今今右右衛衛門門のの色色鍋鍋島島  煌煌めめくく人人間間国国宝宝ののわわざざとと美美、、そそののルルーーツツ展展」」    

22..京京都都国国立立博博物物館館特特別別展展「「国国宝宝展展」」  

久久ししぶぶりりにに縄縄文文ののビビーーナナスス・・女女神神たたちちにに出出会会っっててききままししたた  

1188..  古古いい記記憶憶をを思思いい起起ここししななががららのの大大阪阪港港のの渡渡しし wwaallkk                          22001177..1100..2277    1177wwaallkk1188..ppddff 

  



        【新春のPhoto アルバム】 

       2017年 新春 １日８０００歩 早歩き２０分 健康walk                    

      気分は好奇心 一杯の探検気分  新春の西神戸近郊を巡る 2017.1.1.-1.19. 

 

    

  2016秋の検診結果の評価表が送られてきて「こら あかん!! 」と。運動不足解消がまず第一と主治医も言う 

  1日あたりの運動量の目標がTVに示されていたのを見て、目標値の目安も判った。                            

  ちょっとやってみるかと12月下旬から デジカメ片手の新春の近場毎日Walkにトライ中。                                   

  気分は好奇心いっぱいの探検気分  気に入った景色をスライド写真に。 

  新春の西神戸界隈 知らなかったことが随所に。 三日坊主にならずに 何とか続いています。 

      知らなかった景色や古い道など色々 毎日の出会いが楽しみに !!  

 

中西睦夫
スタンプ



 

  

 



2017年新春 健康walk   気に入った写真抜粋  

 

白川の里を通り抜ける古道徳川道(藍那古道)と村中の分岐にあるカヤの巨樹  

石屋川付近から西国街道から分かれ、北へ六甲越えの道 摩耶山と長峰山の間の杣谷を更けて、杣谷峠で六甲の稜線を

超え、両線の北側を西へ 森林植物園から鈴蘭台・白川・高塚山(学園都市)・長坂から明石大蔵谷でまた西国街道に合

流する約34km西国街道のう回路「徳川道」。 六甲越の道としてよく知っていましたが、白川の里で 徳川道の案内

を見るまで、 六甲を超えてきた徳川道が私が住むすぐ近くの白川の里の中を通り、さらに学園都市の高塚山を抜けて、

伊川谷を下って明石に入るなど初めて知りました。 

六甲連山が須磨の海に落ちて、摂津・播磨の国境を作る。 かつては須磨の海岸部は厳しい難所。 山を分け入り国境

を越える街道がいくつもあり、点々と古い集落があり、これらの里には歴史を刻んだ伝承がいくつも残っている。 白

川の里もそんな古い里。 多分徳川道よりももっと古い歴史がある街道筋なのだろう。 

 

新春 白川の里 白川大歳神社で出会った楠の巨樹 その大きさと太さにびっくり!!  新春一番のエネルギー 



 

この健康walkで訪れたあちこちで 素晴らしい夕日・夕焼けのスポットに出会えました その一つです 

   

2017.1.2. 長田の森 長田神社へ初詣  

須磨の海が見たくなって、旗振山へ  新春の陽光に輝く須磨の海に出会えました  



   

高倉おらが山・旗振山から眺める須磨の海 2017.1.9.  

 

夕日の素晴らしいスポットを探して 妙法寺緑ヶ丘へ 2017.1.10.夕 

  

  

神戸のえべっさんも こんなに賑やかになっていました 兵庫柳原 十日戎の残り福 2017.1.11 

 



 

私の住む山麓バイパス沿い若草山からの夕景 えべっさんから帰り着いて 2017.1.11.夕 

西六甲須磨の山々を全山見渡せ、日の出・日の入を眺められる絶好のスポット高塚山 

 

  



 

  

  

   

高塚山北裾にはイチローゆかりのオリックス青涛館 でもオリックスも大坂へ 後はどうなるか 2017.1.12.夕 

 



 

 

 



                国指定重要無形文化財  

 2017.1.14.夜   神戸市妙法寺 車の里 車大歳神社の「翁の舞」   

    

    

   「とうとうたらりたらりろ たらりあがりららりろ'」と繰り返す翁大夫の不思議な祝言の謡で始まる 

   能楽「翁」・三番叟などのルーツを残す 妙法寺車の里の伝統行事 車大歳神社「翁舞」 2017.1.14.夜   

    

    現在の能楽「翁」・三番叟ではすでに省略されてない「父尉の舞」 



  

    「翁舞」が舞われた2014.1.14.夜は寒波襲来で 外は大雪でした  2017.1.14.夜 車大歳神社境内  

 

14日夜・15日の寒波が去った翌朝 子供たちは雪道を元気に登校 2017.1.16.朝 

 

寒波が去った17日の朝 鵯越の墓園から眺める明石海峡と淡路島全島 明石海峡・淡路島のベストスポット 

明石海峡を挟んで 大阪湾・淡路島・播磨灘 

 



2017.1.18. 摂津・播州国境 日本最古の厄神さん 多井畑厄神の「厄神さん」へ 

 

 

 
 



 TVで教えてもらって12月下旬から始めた「1日8000歩 早歩き20分」の健康Walk   

 初めて見ると 好奇心いっぱい コースを変えての毎日。 

 以前からぜひ見てみたいと思っていた景色のビューポイントを探したり、古い集落の中の道をあるいたり、 

 いつもバズや地下鉄で出かけていた神戸の街も案外近い。 

 デジカメと歩数計測ができるアプリを入れた格安スマホをポケットに入れて、歩く楽しみ。  

 知らなかったいろんな出会いがあって、毎日が楽しみに。 

 歩き出して うっすら汗が出だして、エネルギー消費しだしたなぁと感じるのが、歩き出して3000歩 約30分  

 あたり。8000歩から10000歩で約1.5時間から2時間か・・・・ 

 「1日8000歩 早歩き20分の意味はエネルギー消費継続20分かなぁ・・・・・」とわかってきた。 

  もっとも 効果のほどは これから。 ちょっと減量はできたかなぁ・・・・・ 

 

     《 home page に大きな写真をスライド動画にして 入れていますので、そちらもどうぞ》 

            2017年 新春 １日８０００歩 早歩き２０分 健康walk  
  【スライド動画】http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1702shinsyunwalk.mp4 

   【写真アルバム】http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1702shinsyunwalkphoto.pdf 

 

 今も元気に歩いています 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1702shinsyunwalk.mp4
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1702shinsyunwalkphoto.pdf


     国指定重要無形文化財 前年の実りに感謝し、その年の豊作を祈る新春の伝統行事 

神戸市 妙法寺 車の里 車大歳神社の「翁の舞」  2017.1.14.夜      

    

   

私の住む神戸須磨区妙法寺地区の車集落の鎮守車大歳神社に伝わる国指定無形文化財「翁舞」。   

一般には「三番叟」としてよく知られている古典芸能の原型というべき、日本各地に残る民俗芸能の一つで、この摂津・

播州に近い郷 妙法寺車集落の鎮守「車大歳神社」では 新春の神事・伝統行事として、 毎年 1 月 14 日の夜 車の

里の人たちによって上演されている。  

一般的な能楽「翁」では 現在「稚児(千歳)」「翁」「三番叟」の3つの舞で構成されるのに対し、この車の「翁舞」は 

さらに「父の尉」が付け加わる 4 つの舞で構成され、古い形式の「翁」の様子をうかがわせるものとして、国の重要

無形文化財に指定されている。 

 

西神戸須磨妙法寺川が流れくだる谷筋の街道には、 

まだ幾つも古い里が点在し、数々の伝承が残っています。  

健康 walk を始めたのを機会に ちょっとそんな伝承もかじ

ってみようとこの新春この車大歳神社の「翁舞」に出かけま

した。 

40年近く前、近くに越してきた時に1・2度見たことがあり、

毎年1月14日夜行われるのは知っているのですが、 

お能・謡など古典芸能はからっきし駄目の門外漢。 

内容についてはよく判らぬままでした。 

中西睦夫
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今回は インターネットで「翁舞」の演じられる内容とポイントなど予備知識も入れていたことも幸い。 

ちょうど 寒波襲来の寒い夜でしたが、甘酒のおもてなしもあって 久しぶりに最後まで興味津々で 見ることができ

ました。見たことがあるとの記憶はあるのですが、内容は本当に新鮮で 楽しい2017年新春となりました。 

「三番叟」の言葉はよく聞き、おぼろげながら知っていましたが、「翁舞」の中の一つの「舞」が原型ということも

恥ずかしながら初めて知りました。 

翁舞が終わった午後8時過ぎにはみぞれ交じりの大雪。 滑らぬよう注意しながら 家に帰りつきました。 

 

 ◎ 翁の舞 登場人物と翁舞 

   役者は  

  ◎露払い  :  10 歳ほどの少年がつとめる。◎翁（大夫） :  行事の主役で戸主が務める。  

  ◎三番叟  :  12 歳ほどの少年がつとめる。◎父慰    :  翁をつとめた人が兼ねる。  

  ◎地謡  ;  3～4 人。  ◎笛 :  2 人。  ◎小鼓 :  2 人。◎  大鼓 :  1 人。  

    

   翁舞では、最初に露払の舞がある。ついで 翁太夫が面箱を開き、御神体の白尉面を着けて舞う。 

   そして、三番叟が一度立って舞った後、黒尉面を着け、鈴を受け取って再び舞う。  

     最後に、翁太夫が父尉（ちちのじょう）の面に着け換えて、舞を見せる。  

      ・  

 翁舞は、日本の伝統芸能の舞。現在の能楽の原典とされる他、古くは田楽や猿楽、あるいは人形浄瑠璃、歌舞伎、 

 また民俗芸能などでも演じられる「儀式的祝言曲民俗芸能」として各地に伝えられている。 

  翁舞では一般には「稚児(千歳)」「翁」「三番叟」の3番の舞であるが、古い形では さらに「父の尉」の舞が付け 

 加わっていて4番構成。 車大歳神社の「翁舞」もこの古い形を伝える4番構成で、江戸時代初期の古い形を伝え  

 ているとして国の重要無形文化財として、伝承の維持保護が図られている。 

 翁の舞では 長寿の翁が人々の天下泰平を祈って舞い、三番叟の舞は五穀豊穣を寿ぐといわれ、 

 足拍子に農事にかかわる地固めの躍動的な揉の段、鈴ノ段では種まきを思わせる所作があり、豊作祈願の意図がう 

 かがえる。  



   翁の舞の流れ     

  １４日の午前、神前で、神事に奉仕する人たちや翁舞保存会の役員たちはお祓いを受け、神事を無事舞い納める事 

  を祈願した後、本殿に祀る神面 翁・黒色尉・父尉の「翁」三面を受け、行列を組んでヤドに持ち帰り、縁側より 

  入って床の間におさめる。 午後６時ごろ各員装束を整え、縁側からヤドに入り、最後の稽古の舞が舞われる。 

  午後７時、行列を整え、小田原提灯で足元を照らしながら神社に向かって参進し、拝殿において宮司によるお祓い 

  を受けた後、神酒をいただき笛と小鼓によって約１時間の翁舞が始まる。 

 

  翁の舞には 特にストーリーはないが、大体次のような流れだといい、呪術性が強く、車大歳神社のご神体と 

  して祀られている神面を使って「天下泰平」「国土安穏」「五穀豊穣」を祈願する。  

  翁の舞の中で、天下泰平・国土安穏を祈る祈祷のことばが謡われ、役者が神に変身して、祝福の舞を舞う。 

  翁の舞の中心となっているのは、御神体として大切に扱われている老人の顔をかたどった三面の翁面をかけて 

  舞を舞う部分で、白い翁面(白色尉)を翁太夫(シテ)が用い、また黒い翁面は三番叟が用いる。そのあとを翁太夫 

  が白式尉のかわりに父尉の面をかけ替えて舞う。 

  面をかけることで神に変身し、世の安寧を祈願して舞を舞うという内容となっている。 

  通常の翁舞や三番叟にない「父尉」の付け加わった古い形を今に伝えていることや、現在の能楽には見られぬ 

  しぐさが随所にみられること、意味もよくわからぬ謡が残っていることなど見どころも多いといわれている。 

  翁の舞の詳細を書くにはちょっと謡やお能他の古典芸能の理解不足ですが、インターネット等調べて、 

  大まかな構成と回れる内容を下記にまとめました。( 理解不足・間違いあれば、お許しを) 

  

           翁の舞               三番叟の鈴の段の舞     父尉の舞 

  〇 舞殿・役者を清める儀式 

    まず最初に 翁舞が奉納する清浄な空間を準備するため、神主によるお祓いで、舞台が清め 

    られる。座についた演者一同が御神酒と洗米を頂き、身を清める儀式を行なう。 

  〇 翁太夫による翁舞 冒頭の呪文・祈祷の謡 

    翁太夫は前に置かれた神面の入った箱のひもの結びを解き、神面を取り出せるようにする。 

    すぐに、笛・小鼓が演奏を始め、冒頭にあたり、太夫(シテ)は御祈祷の呪文を唱える。 

   「とうとうたらりたらりら…」と呪文を唱え、続いて天地・人民の長久を祈って御祈祷の謡をうたう。 

  〇 稚児の露払いの舞 

    翁太夫の謡が終わると、稚児が大地を踏み鎮め、座を清めるための露払いの舞を舞う。 

  〇 翁の舞 翁太夫は「翁」の神面をかけ、祝福の言葉を唱え、舞う。 

    神に変身した翁太夫は、舞台中央へ進み出て、両袖を広げ、天下泰平・国土安穏の祝福の言葉を 

    唱えると、小鼓の演奏に合わせて御祈祷の舞を舞う。舞い終わると翁面をはずし、翁面を面箱におさめる。 

  〇 三番叟 揉みの段 

    後方に控えていた三番叟が舞台に進み出て、再び座を清めるため、〔揉之段〕という躍動的な舞を舞う。 

  〇 三番叟 鈴の段の舞 

    揉みの段の舞が終わると 三番叟は、御神体である黒色尉の面をかけ、再び舞台上に進み出る。 

    鈴を貰い受け、その鈴を振って祝福の舞を舞う。 

    三番叟の舞はテンポの速い足拍子を強く踏む活発なもので，烏飛び，種卸（たねおろし），種蒔， 

    面返（おもがえ）りなどの動作がある躍動的な舞。 

  〇 父尉の舞 翁大夫が「父尉」の神面をつけて 祝福の舞を舞う 

 



 

         翁の舞が行われる 車大歳神社 境内    2017.1.14. 

 翁舞の開始は午後7時過ぎ。寒さの厳しい夕刻6時過ぎに 家内と二人家を出て、車の集落の中を東に抜け、 

 大歳神社へ。 境内には 集落の人や近くの人たち そしてカメラを抱えた人たちなど多くの人が集まっている。 

 境内にはたき火がたかれ、集落の人によ 

 る甘酒・ お神酒の接待。 寒い夜で嬉 

 しい。 

 開始まではまだちょっと時間があるで、 

 お参りしたあと、境内の滝費を囲む。 

 世話役の人が、いろいろ動き回って、翁  

 舞の演者たちが今、ドヤにいることや  

 まもなく演者たちの宮入が始まること 

 など教えてくれる。また、翁舞は拝殿(舞 

 殿)で回れるのですが、その奥の本殿向い 

 て舞われるので、見物には拝殿と奥の本 

 殿の間に周る方がよいと教えてもらっ 

 た。まもなく、演者たちがドヤを出て、 

 大歳神社に向かったとの報が入り、  

 いよいよ 神面を入れた箱を先頭に演者たちの宮入が始まった。 

  ◆ 翁の舞 宮入 

   



  ◆ 舞殿・役者を清める儀式 

 大歳神社の神主は本殿に入り、お参りし、次いで本殿に上がり、舞殿・席についている演者を祓い清める。 

 翁太夫の前には箱に入れられた神面がおかれている。次に座についた演者一同が御神酒と洗米を頂き、身を清める。 

 翁大夫は新面の入った箱の紐を解き、唇面の一つを取り出し、箱の上に置き、翁舞の準備を整える。 

  
 ◆ 翁舞 冒頭 翁太夫によるの呪文・祈祷の謡  

 笛・小鼓が演奏を始め、約1時間の翁の舞が始まる。 

 まず笛二管と小鼓三丁の演奏とともに、翁大夫の「とうとうたらりたらりろ たらりあがりららりろ'」と繰り返す不  

 思議な謡。続いて天地・人民の長久を祈って御祈祷の謡をうたう。 

  

 ◆  稚児の露払いの舞 

 「よーほん、はいーいや」という掛け声がずっと響くなか、「なるは滝の水 日は照るとも・・・」と唱えながら 

 稚児が登場。体全体を右に、左に向ける所作、後は扇を前に出して拝殿をぐるりと回って拍子を踏む。 

 稚児が大地を踏み鎮め、座を清めるための舞である。 

  

 



 ◆ 翁の舞  翁太夫は「翁」の神面をかけ、祝福の言葉を唱え、舞う。 

  翁大夫が白式尉の面をかけた後、肘を上げるようにして、少し腕を曲げた構えで舞い始める。 

  最後は「千秋萬歳の。祝ひの舞なれば、一舞、舞はう萬歳楽」と・・・ 翁大夫と地謡の祝言「萬歳楽」の 

  掛け合いがひたすら続く。  

 

  

  

 

 

 



 ◆ 三番叟 揉みの段・鈴の段の舞  

翁が舞い終わると次は三番叟の揉之段。小鼓方のひとりが大鼓に持ち変え、張扇で打ち始め、再び座を清めるため、三

番叟の男の子が舞いはじめる。小鼓を打っていた時とは打って変わって、気合の入った掛け声が響く。 

 

 

続いて鈴之段。御神体である黒色尉の面をかけ、再び舞台上に出て、鈴を貰い受け、その鈴を振り、祝福の舞を舞う。 

テンポの速い足拍子を強く踏む活発なもので，烏飛び，種卸（たねおろし），種蒔，面返（おもがえ）りなどの動作が

ある躍動的な舞を舞う。。 

 

 



 ◆ 父尉の舞   

  翁大夫が「父尉」の神面をつけて 祝福の舞を舞う。 

  現在の翁舞や三番叟ではすたれて回れなくなった舞 

  であるが、車大歳神社の翁の舞がずっと伝承してきた 

 古い形の翁舞を伝える舞である。  

 父尉の面は 翁の年老いた姿といわれる  

       

                                                        父尉               翁 

 

 

翁の舞が始まって 約1時間 父尉の舞で無事舞い納めとなりました。 



 

 

中西睦夫
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大雪の中で 2017年の車大歳神社の「翁舞」 

前に見た時のことはほとんど覚えておらず、新鮮でした。 もっとも この翁舞が三番叟の原型であるのも知らずで、

恥ずかしい限り。 

でも 歳を取り、予備知識も多少あって、聞こえてくる地謡や舞 そしてそのしぐさもちょっぴり理解もして、うれし

い2017年車大歳神社の翁舞でした。 

家内と二人 寒さに震えながらも、ああやこうやと話しながら、滑らぬよう家に戻りつきました。 

            2017.114.夜 
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中西睦夫
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2017年早春 西神戸神出の里の雌岡山梅林を訪ねる 2017.2.26. 

春を運ぶあたたかな陽気に 弥生3月  どこかで春が生まれてる 

 

 

 

弥生3月 各地の梅だよりが伝えられ、暖かな陽光にキラキラ光る須磨の海。そして、菜の花が近くの丘を真っ

黄色に染め、自宅ではサクラソウの花も咲きだしました。どこかで 春が生まれてる。  

毎年この時期 春を探しに出かける西神戸 神出の里の雌岡山。気になる時節に・・・・・・ 

子午線が走る明石の街の北 西神戸の丘陵地「神出」の里に美しい三角形状をしたほぼ同じ高さの二つの山  

雌岡山(標高249m) 雄岡山(標高241m) が東西に並ぶ。    

「神出」の地名の由来は大己貴(大国主命)」が、雌岡山上に天降りして、ここで百八十一柱の神々を生んだので、

この地を「神出」というようになったと伝えられ、雌岡山の山頂に古代鍛冶神「スサノオ」「タマヨリヒメ」 「大

己貴(大国主命)」を祭るこの地の守り神「神出神社」が、神宿る里そして鍛冶伝承の地である。   

 

西神戸 神出の里 南神出の田園から眺める雌岡山 2017.2.26.  

西神戸の田園地帯の南 遠く明石海峡・淡路島を正面に見下ろして、                 

スサノオ、クシナダヒメとオオナムチを祭る神の座す山 雌岡山 

 雌岡山山腹をピンクに染める梅林 そして林の中でひっそり咲く雪割草・カタクリの花 

野鳥の声を聴きながらたどり着いた山頂から眺める東播磨・海峡の春の大展望 

 みんな神出の里で生まれる春景色 

中西睦夫
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雌岡山頂上神出神社の南側雌岡山頂上神出神社の南側 西神戸から東播磨の海岸部を一望できる展望台西神戸から東播磨の海岸部を一望できる展望台 2017.2.26.2017.2.26.  

神出の里の春 2017.2.26. 

 

弥生3月の訪れ 各地の梅だよりが伝え

られ、菜の花が近くの丘を真っ黄色に染め

ている。 

そろそろ遠く明石の海を見下ろす雌岡山

の梅も満開になる頃。山頂近くの林の中 

カタクリはまだにしても、今頃雪割草が 

ひっそりと可憐な顔を出しているだろう 

また、雑木林の中を抜け、ほんの30分足

らずで頂上にたどり着いた神出神社の展

望所から眺める大展望 東播磨の里の春

景色も魅力。ため池が広がる広大な神出の

里の田園地帯では農作業がはじまり、フキ

ノトウや土筆も顔を出す。 神出の里・雌岡山の春の訪れ  どこかで春が生まれてる 

あたたかな春の陽光が降り注ぐ、2月26日朝  

春を見つけに 今年も西神戸神出の里の雌岡山に春を見つけに出かけました。 

いつもは、自宅から原チャリなんですが、今回は神出の里までバスで行って、そこから歩くことに。 

久しぶりの雌岡山 春の息吹をもとめて ゆったりと歩きました。 

 

1. 神出の里 神出南の田園地帯 子午線上の道をまっすぐ 北の雌岡山へ  2017.2.26. 

 

まっすぐ北に雌岡山が見える神出南のバス停に降り立ったのは午前11時。地下鉄・バスを乗り継いでの神出の里。

原チャリだとすっと来れるのですが、時間がかかる。  

晴れ上がった空の向こうに見える雌岡山まで、広い大地いっぱいに田

園がひろがっている。昨年はこの田園で見た菜の花・フキノトウをさ

がしながら、北の雌岡山へ向かおう。  

前から一度歩いてみたかった雌岡山正面の麓にある子午線標識から

まっすぐ南に延びる子午線の道を歩いて、山に登ろうと。 

久しぶりの神出の里 胸いっぱい 里の空気を吸い込んで歩き出す。 

集落の中 雌岡山南の田園地帯を眺めながらバス道を少し戻るとま

っすぐ北へ延びる子午線道との十字路である。           雌岡山南麓に建つ子午線標識          



写真中央 電柱が立っている道が私が子午線道と呼ぶ道 2017.2.26. 

左手白い建物神出中学校の横に子午線標識があり、また 雌岡山の頂上に神出神社が小さく見えている 

 

              神出の里・雌岡山 walk の google Earth 関係図 

「子午線道」は私が勝手に読んでいる道で、正確には子午線上ではないのですが、南から北へ子午線標識へまっす

ぐ南北に神出の田園地帯を伸びる道で、雌岡山頂上の展望所からも 南北にまっすぐ伸びる道がよく見え、勝手に

そう呼んでいます。 

 

    雌岡山麓の子午線標識にまっすぐ伸びる私が勝手に「子午線道」と呼んでいる道 (1) 2017.2.26. 



 

雌岡山麓の子午線標識にまっすぐ伸びる私が勝手に「子午線道」と呼んでいる道 (2) 2017.2.26. 

 
北正面には日本標準時子午線標識がある山麓の学校まで

まっすぐ伸びる道。また反対側のみなみへは明石の海岸

線へ向かってまっすぐ伸び、道の東には雄岡山が小さく

見えてる。時間はちょうど昼前 私の影が道の中央子午

線標識に向いている。 ごく普通の農道・生活道路がこ

んなにまっすぐ見渡せるのにも驚きです。 

ぽかぽか陽気の中 この道を雌岡山へ。  

残念ながら 道端の菜の花・フキノトウは見つけられず。 

今年は冷たい風が吹いた精かも。 昨年見つけた場所はもう少し東の畑。帰得るときにもう一度探そう。 



  

     山麓を東西に走る舗装道路がみえると子午線標識で 雌岡山への登り口 2017.2.26. 

いつもは見すごす茅葺の建物がす山麓へ出るすぐ手前にありました。貸農園や農業体験 周辺に点在するため池巡

りなど楽しい里づくりを進める神出「めっこうファーム」の建物で、 雌岡山の北側にある楽農センター「かんで

かんで」しかしりませんでしたが、南側でも新しい里づくりが進んでいることを知りました。 

  

登山口はこの山麓の少し東側 神出神社の大鳥居から山

腹を西から北へ巻きながら頂上神出神社へ至る舗装道路

の参道がありますが、この子午線標識からも古い鳥居を

くぐり、巻き道の車道を横切って まっすぐ切通しの山

道を登って 山腹の南側を頂上へ至る旧参道がある。 

カタクリの群生地から頂上へ行きたいので、鳥居をくぐ

って すぐ上で舗装道路に出て、西への道を登ってゆく。 

山腹は雑木林に包まれ、あたたかい日差しの中野鳥の声

を聞きながら、ゆったりと登ってゆく。15分も登れば頂

上直下北山腹のカタクリ群生地。雑木林の間からは先ほ

ど歩いてきた子午線道がこっちへまっすぐ続いているの

が見える。 

里はまだ モノトーンであるが、雌岡山中は緑に包まれ

た緩やかな坂道。山腹を北側に回り込んだところで、金

網に囲まれて カタクリ群生保護地が見えてくる。 

通いなれた道である。 

 

 

 



2. 雌岡山 頂上直下のカタクリ群生保護地  2017.2.26. 

    カタクリはまだ土の中 でも可憐な雪割草が保護地の端でひっそり咲いていました 

  
雌岡山 頂上直下の北斜面 カタクリ群生保護地  2017.2.26. 

階段を登って、山の北斜面に整備された保護地へ入り、見渡すが、緑がほ

とんど見えない。 まだ ここは冬か??  カタクリは冬眠中。 

いつも雪割草が顔をのぞかせてくれる保護地の端のところに目を移すと、

今年も雪割草が少し花を咲かせていました。一瞬 消えてしまったのか? 

と思いましたが、昨年よりもちょっと遅いようですが、真っ白な花びらの

縁を淡いピンクに染めて、雪割草が咲きだしていました。  

「春が生まれている」と思わせる清純な花 今年も出会えてよかったと。 

 

 

  

 

この群生地の斜面をそのままよじのぼると 雌岡山の頂上 神出神社の境内である 

 

人知れずひっそりと春の到来を教えてくれる

雪割草。梅の花ととともに、雌岡山の春を告

げる愛らしい花です。 

カタクリが咲きだすとにぎわうのですが、 

今はだれもいない静かな林の中。 

雪ではありませんが、落ち葉を掻きわけて 

そっと顔を出す。 

うれしいねぇ  今年も来れてよかった 

「春が生まれてる 」と実感する 

 



3. 雌岡山頂上 神出神社からの西神戸 明石平野の大展望 

 

  

 神出神社については何度か紹介してきましたので今年は省略。眼下に広がる西神戸・明石海峡そして東播磨の大展望

はいつ来ても心地よい。遠く遠望する西六甲連山 中央には春霞に煙る明石海峡と明石大橋 そして西に加古川の工業

地帯が霞んでぼんやり浮かんでいる。その前には西神戸のニュータウン群もぼんやりと。そして直下には いくつもの

ため池が点在する田園地帯の中、神出の里が広がる。 眼下東端には優美な三角錐姿の雌岡山が座っている。 

ここの膨大なパノラマ。案内板と見比べながら、場所の特定を飽きることなく・・・・・・。  

 

雌岡山南側に広がる春の霞に煙る西神戸から東播磨の大展望 眼下にはため池が点在する神出の里の春景色 



 

 

春霞に浮かぶ明石大橋と淡路島の島影 2017.2.26. 

 



   4. 梅満開 雌岡山東斜面に広がる雌岡山梅林 

 

   
頂上から雑木林の中を東へ少し下るとパッと視界が開け 満開の梅 2017.2.26. 

  



  

 

    

 



   

 

 



   5. 雌岡山の東から南へ いつも原チャリを走らせる道を下って帰路に  

 

   

毎年2月の末に 春を探して出かける雌岡山 今年も春景色を見つけることができました 

今年下旬 晴天がつづいたものの 冷たい風が吹き抜け、ちょっと春が遅れているようだ 

でも 心地よい春が生まれる田園の里に身を置いて 楽しい一日でした。 

不漁になると聞き、気になっていた 神戸の春の風物詩 イカナゴの新子漁 

その解禁日は3月7日と 今年も随分遅く、不漁のようだ 

 待ち遠しい春 元気に前向いてと 

    2017.3.1. 雌岡山の春の整理をしながら…・ 

by Mutsu Nakanishi  

 

       ◎ 参考  2017年早春 西神戸神出の里の雌岡山梅林を訪ねる 2017.2.26. 

春を運ぶあたたかな陽気に 弥生3月  どこかで春が生まれてる 

動画とPhoto Albumを下記にサイトに入れています。 

    ◆ スライド動画 file :  2017早春 西神戸神出の里の雌岡山梅林を訪ねる 2017.2.26. 

       http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1703kandenoharu.mp4 

        ◆ Photo Album  :  2017早春 西神戸神出の里の雌岡山梅林を訪ねる 2017.2.26. 

          http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1703kandenoharuphoto.pdf 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1703kandenoharu.mp4
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1703kandenoharu.mp4
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1703kandenoharuphoto.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1703kandenoharuphoto.pdf


早春 柔らかい日差しが差し込む里山の林の中を歩く    2017.3.22 

白川の里から藍那・星和台へ 白川・藍那古道(徳川道)  

気になっていた白川の里から北へ藍那・しあわせの村へ抜ける道 

◆ 白川の里の石抱え大カヤの巨木のところで東の鵯越へ向かう側が未開通となっている県道16号線  

◆ 北の藍那へ向かう道も幾つもの里山を抜けてゆく太陽と緑の自然歩道・古道「藍那古道・徳川道」 

 

白川の里 集落の真ん中 石抱きケヤキの巨樹前 太陽の道・藍那古道が左手へ抜けてゆく 

 

石抱き欅巨樹前★ 

★旧白川峠 

布施畑 

南 
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【PDF Photo アルバム】  

神戸の春 到来 2017  早春から春へ 2017.4.4.  

 神戸の春到来 2017  早春から待ちかねた春へ  

神戸のCountry Walkから 変化してゆく春を追いかけました2017 by Mutsu 

    

早春から春爛漫へ 神戸の春到来 Nakanishi  

● 芽吹きを迎え刻々変化する近郊の里山の春景色 

● 陽光に輝く須磨の浦 名産の須磨海苔の摘み取り作業 

● 須磨離宮の梅  菜の花と水仙が一緒に 

● ジャズが流れ、春到来に華やぐ神戸の街歩き ほか 
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白川の里 石抱きカヤの前から里山の谷筋の中を北の藍那へ 古道白川・藍那道(徳川道)が続く。 

里山が開発され市街化してしまっ

た周辺で、この藍那への古道が伸

びる尾根筋は美しい雑木林と里山

の景観を残し、藍那里山公園とし

て整備保全されている。 

徳川道は江戸時代の街道だった西

国街道（山陽道）の迂回路として、

幕末に急遽建設された幻の街道で、

神戸の石屋川から六甲山に入り、

明石の大蔵谷までの約34km。 

完成は1867年12月。翌1868

年は明治元年で、使用されること

もほとんどないまま、 歴史に消え

てしまった。 その昔のままの痕

跡が今もこの西神戸の白川峠下の

白川の集落の中に残っている。 

白川峠を北に下る坂の途中 白川集落への入口に

良くわからぬ県道16・県道22の街道標識が上

下に掲げられているが、これもその一つ。 

内容はわかるのですが、土地勘がない人には ち

んぷんかんぷん。 

ずっと不思議に思ってきた標識である。 

県道16号は左側から白川峠にかかるこの白川の

集落の入口で、奥へ折れて白川の集落に入り、細

い生活道路となって石抱きカヤの巨樹のところで

ストップしてしまう。藍那のしあわせの村入口までが未開通で、 

しあわせの村からまた 県道16号となって、北の小部峠へ。  



また、白川峠を越えて神戸三木線(県道２２号線)が走り抜ける。 

左手から県道２２号と併用で坂道を登ってきた徳川道・県道１６号がここで北の村の中へ折れ曲がるややこしい標識な

のである。そして 徳川道は左側の布施畑から集落に入り、集落の中を 石抱きカヤの巨樹から北へ里山の尾根筋を藍

那・しあわせの村から小部峠へと抜けてゆく。 この街道標識は神戸の裏街道同士をつなぐここが古くからの交通の要

衝の象徴か・・・・・ 

 

 



 

  

  



 

  

  

 



 

 
 



 

 



【スライド動画】毎年春になると待ちかねて 出かける播州路  2017.4.12. 

 2017春 たたらの郷 西播磨佐用へ 原チャリで駆ける」

 
古代からのたたらの郷西播磨佐用 四季折々の山里の景色が魅力  もう訪ね始めて何年になるだろうか? 

四季折々幾度となく訪ねる。 各地の桜便りが届きだす春四月初め、佐用のカタクリが咲きだす時期に合わせて、 

春になると古代たたらの山里 佐用へ原チャリを走らせるのも恒例。 

 4月12日 今年は天候が安定せず、やっと神戸の桜の花も満開になり、カタクリの花に出会えるか心配しつつ、 

遅れていた佐用へ播州路を原チャリで駆けてきました。      

佐用への播州路の山里 草木燃え、山は芽吹いて桜満開の桜街道。久しぶりに佐用漆野の一本桜 光福寺の大糸桜に出

会えるのもうれしい。  うまくゆけば桜とカタクリの両方。だめでも爽快な桜街道原チャリ ツーリンクが楽しめると 

  2017春 たたらの郷 西播磨佐用へ播州路を原チャリで駆ける」 

 1.佐用へのへの播磨路 花街道  

    1.1. 西神戸・小野から北条・加西へ 桜堤をトラバース  

     1.2. 中国道に沿って 新緑と桜の山崎断層の中を山崎・佐用へ  

     1.3. 宍粟(山崎)と佐用を隔てる切窓峠を越えて佐用へ 

  2.千種川が流れ下る古代たたらの郷 佐用の桜  

     2.1.古代たたらの里の一本桜 漆野 光福寺の大糸桜  

     2.2.姫新線の列車が走る志文川 の花堤 久保大橋  

  3.春の妖精 カタクリ 旧三日月町 弦谷  

    冷たい風に立ち向かって、身を震わす 

  4.walkを振り返って  2017年 西播磨佐用へ播磨路原チャリwalk 帰路でし終えて  

 

佐用への播州路の山里 草木燃え、山は芽吹いて桜満開の桜街道。 久しぶりに佐

用漆野の一本桜 光福寺の大糸桜に出会えるのがうれしい。 うまくゆけば桜とカ

タクリの両方。だめでも爽快な桜街道原チャリ ツーリンクが楽しめると。  

西神戸から佐用へ通過する山里・街道筋はどこもかしこも芽吹きと桜満開の素晴ら

しい山里の春景色。 また、西播州一の一本桜 漆野光福寺大糸桜も満開の枝を四

方に垂らす素晴らしい姿。播州の春爛漫。  

姫新線が走る志文川の桜堤で桜の中を走る列車も撮れました。  

また、心配していた弦谷のカタクリは、盛りは過ぎていましたが、元気に冷たい風に身を震わせて 立ち向かう姿を見

ることができ、デジカメVideoに収めることができました。 出会えたら幸運といわれる「白いカタクリ」の姿もその

中に…。今年もうれしい春の妖精 カタクリとの出会いになりました。         

気分晴れ晴れ、今日一日を思い浮かべつつ また一年 がんばるぞ!! と  

               2017.4.12. by Mutsu Nakanishi 
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 【写真アルバム】2017春 たたらの郷 西播磨佐用へ 原チャリで駆ける」2017.4.12. 

     

   1. 佐用へのへの播磨路 花街道  

   1.1. 佐用へのへの播磨路 花街道【1】  西神戸・小野から北条・加西へ 桜堤をトラバース 

    

   1. 2. 佐用へのへの播磨路 花街道【2】 加西から中国道に沿って新緑と桜の山崎断層の中を山崎・佐用へ 

     

 1.3. 佐用へのへの播磨路 花街道【3】  

    山崎からは山深い峠道 宍粟(山崎)と佐用を隔てる切窓峠を越えて佐用へ       

      



    2. 千種川が流れ下る古代たたらの郷 佐用の桜 

       

          2.1. 西播磨一一本桜 満開の古代たたらの里 漆野 光福寺の大糸桜  

          2.2. 姫新線の列車が走る志文川 の花堤 旧三日月久保大橋 

       

   2.1. 西播磨一一本桜 満開の古代たたらの里 漆野 光福寺の大糸桜 2017.4.12     

       

   

  



     

  

    

         



  2.2. 姫新線の列車が走る志文川 の花堤 旧三日月久保大橋  

   

     

  

   



   3. 春の妖精  佐用旧三日月町 弦谷のカタクリ     冷たい風に立ち向かって、身を震わす    

  

  

 

 

 



  出かけるのが遅かったので、 

  心配でしたがカタクリの花 

  に出会えてよかった。  

誰もいないカタクリの群生

地で 風に身を震わせる姿

の動画も撮れました。 

それに、出会えたら幸運と

いわれる「白いカタクリ」

の姿もその中に… 

今年もうれしい春の妖精 

カタクリとの出会いでした。 でも 春の妖精カタクリの花 来年はもう少し早くやってこねば…・・と 

      

4.walkを振り返って  2017年 西播磨佐用へ播磨路原チャリ walk   

   

    
   

                                                         

白いカタクリ  



ﾜ]ふイぉ動画ﾝ  

  2017裟春 つをうをを[ゼ彩┫ 西六甲縦走路┲歩ヂ 2017.4.19.   

つをうをを[ゼ岩尾根┲彩┫須磨アほプ] 馬┎背     

久ブ┖┪┋栂尾山階段┲登┃┆ 栂尾山れ横尾山ズ┩馬┎背ズ┩東山 

 

新緑 須磨の春 2017 風薫㎱ 5月   

 海も野山も街も新生の息吹 若草色に染ま㎲ゆ笈  

草木燃え 吹笈来㎱風汲心地よい 元気に外へ飛び出そう!!  

 

私┎住┠神戸須磨区妙法寺地区┏南┎海岸線┋立

━並┖西六甲 須磨アほプ]┎山並┟┎北側┋ケ

┪ﾎ四季折々美ブい姿┲┟せﾎ毎日┎散歩コろ]

┋┏事欠ズ┊いﾏ ┊┳┉┢パ紹＞ブ〞山並┟┇ベ

ゼﾎバ┎西六甲┎縦走路┇┏＜つをうをを[ゼき

ン╆┎花┲咲ズせ┆い┞ベﾏ  

毎日変わ┪ゆヂ新緑┎中 須磨┎海┲見晴┩ベ岩

稜┎縦走路┎岩陰┋咲ヂきン╆┎つをうをを[┎

落━着い〞美ブビ┋┓┃ヂ┪ﾏ  

何度┢通う縦走路┇ベゼﾎ 満開┎つをうをを[ゼ

彩┫縦走路┏記憶┋┊ヂﾎぅ[カメ┇えチへえチ

へﾏ ]ふイぉ動画┋ブ┆楽ブ┳┇い┞ベﾏ 家ズ

┩歩ゾ─ブ┆ﾎ廱3時間ほ┉┎山歩ゾ 須磨┎春┎一コち┲紹＞ﾏ 
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ﾖ 須磨アほプ]┎縦走路┲飾┫つをうをを[ 2017.4.19. ﾗ 

  

 

     

    ﾖ つをうをを[ゼ岩尾根┲彩┫須磨アほプ] 馬┎背 walk   2017.4.19. ﾗ  

          久ブ┖┪┋栂尾山階段┲登┃┆ 栂尾山れ横尾山ズ┩馬┎背ズ┩東山へ 

春┎野山┎ﾘつをうをを[ﾙ 花言葉┏ 節制れ鎖和┊┉ﾏ 六甲┎春┲代表ベ┫花 最近┏少┊ヂ┊┪┞ブ〞ゼﾎ  

やせ〞尾根や岩場ﾎ里山┎雑木林┊┉┇ﾎ春美ブい廳紫色┎花┲咲ズせ┫ﾏ子供┎蹼 仁川れ逆瀬川や奥池┊┉┎六

甲いイキン╇┇見ズデ〞美ブい光景ゼ記憶┋ケ┫ﾏ＜ 芽吹ゾ┲迎え〞須磨┎里山┎ケ━バ━┇┢きン╆┎花┲咲ズ

せ┆い┞ベﾏ 

ベヅ隣┎若草山┎岩控┋┢きン╆┎つをうをを

[ゼ 美ブヂ咲ゾ─ブﾎ毎日見┫須磨アほプ]

┢芽吹い┆ 山体┲日┋日┋若草色┋変えﾎ真

┃青┊空┋ 心地┨い春┎風┋乗┃┆鳥〞━┎

声 元気┊新一裟生〞━┎列ゼ春┎草花┋彩┩

┬〞街角┲通┪過ダ┆ゆヂﾏ5月 新生┎息吹

┋触┬┆ 心┢へくま｠‶ュﾏ 

須磨┎春 六甲┎縦走路┎春┲代表ベ┫きン╆

┎つをうをを[ ┕┈須磨アほプ]┎つをうを

を[┋出会い〞ヂ┊┃┆ﾎ 午後┎Walk┏ 久

ブ┖┪┋栂尾山┎直登階段┲登┃┆ 須磨アほプ] 馬┎背┎縦走路┲歩ヂバ┈┋ﾏ 

2017.4.19. 晴天┎午後 た╈｠ぇ┋ペ｠ぇそぇほ┲入┬┆歩ゾ出ベﾏ 



 ● 横尾道ズ┩栂尾山登┪口┎栂尾山直登階段へ 

  栂尾階段┲登┃┆栂尾山ズ┩東へ横尾山れ馬┎背┲目指ベ 

   

     栂尾山へ┎直登階段ゼケ┫多井畑池┎奥¿┎T字路  東┎横尾道北 多井畑 南 須磨離宮へ┎T字路 

つをうをを[┏花攻岩質┎六甲連山┎春┲代表ベ┫花ﾏ┇┢ﾎ山┋入┫┈┉バ┇┢バ┎時期見┩┬┫┎┇ﾎ＜┞┇気

┋ブ〞バ┈┊ヂﾎバ┎須磨アほプ]┎全山縦走路┋┄い┆┢ﾎ咲ゾ誇┫つをうをを[┎記憶┏┊いﾏ  

昨春 但馬┎山道┇見〞つをうをを[ゼゾ┬い┇ﾎ強ヂ印象┋残┪ﾎつをうをを[ゼ咲ヂ時節┋┊┃┆ﾎ子供┎蹼┎

記憶┢ケ┪ﾎﾘ＜裟┏是非 ┉バズ六甲┇ 登山道┋咲ヂつをうをを[┋出会いﾎブ┃ズ┪記録ブ〞い┊カﾏﾙ┈ﾏ   

そ┎手始┡┟〞い┊感プ┎須磨アほプ]散策┇ケ┫ﾏ 

 

妙法寺鄂ズ┩南へ団地┲抜デ┆ 横尾山┎山裾┋沿┃┆横尾道┲西へ   栂尾山へ┎直登階段ゼケ┫多井畑池┎奥

¿┎T字路へ向ズうﾏ横尾山┎蹲¿┲┊ゼ┡┊ゼ┩┎walkﾏ     

横尾山┏┉バズ┩┇┢登┬そう┊┎┇ベゼﾎ見¿ド┫蹲¿へ┎枝尾根┎崩壊ゼ激ブヂﾎ西六甲┎全山縦走路以休┋┏ﾎ

いイキン╇コろ]程度─┈思┃┆迷い込┠┈厳ブいﾏ啓明学園┎横┎横尾道ズ┩┏ ┞┃ベヅ野路菊┎丘ズ┩岩尾根

┲横尾山へ登┫比較的┏┃ゾ┪ブ〞ほろぇゼケ┫┎┇ベゼﾎ＜日┏横尾山┎┢う一┄南┎栂尾山┎登┪口 直登階段

ズ┩西六甲全山縦走路┋入┪ﾎ栂尾山ズ┩横尾山れ馬┎背┲縦走ブ┆ﾎ┞〞 横尾道れ妙法寺鄂┋降┪┫ﾏ 啓明学園

┎生徒〞━ゼﾎ新緑┎山裾┲一斉┋ふンニン╇┋鄒デ┆ゆヂﾏ若い人〞━┎元気┊姿┋出会え┫┈う┬ブヂ┊┫ﾏ  

ベヅ高倉台┎角 栂尾山┎直登階段┎登┪口─ﾏ 

 

                                         



西側旗振┪山れジ┩ゼ山┲½┃┆高倉台┎住宅口┲抜デ┆ゾ〞西六甲全山縦走路ゼﾎバ┎県道53号線┲渡〞┃〞┈

バ┭ゼﾎゾ┄い栂尾山へ┎階段登┪口ﾏ山腹┋廱400段┎コン╆へろぇ階段ゼ栂尾山┎稜線へ一直線ﾏ    

振┪返┫┈須磨┎市街地れ海れ須磨海岸┋落━┫六甲┎山並┟ゼ一望┇ゾ┫ﾏ   

┞〞ﾎ階段┎¿ズ┩ﾎ林┎中┲抜デ┫┈ベヅﾎ栂尾山┎山蹲┇ﾎ 眼½┋┏西六甲西端┎鉢伏れ旗振┪山┲う｠╆┋ 

須磨高倉台┎住宅地そブ┆広ヂ神戸┎市街地ズ┩明石海坑れ淡路島そブ┆播磨灘 ┎西神戸┎展望ゼ開デ┫ﾏ 

 

  ● 横尾山-横尾山/馬┎背┎コほ(西六甲越┎喉)-馬┎背へ 

  



 

      岩稜 横尾山ズ┩馬┎背 ┎縦走路┋咲ヂつをうをを[  横尾山┎鞍部┎喉へ┎降┪路┇ 

 

         馬┎背┎狭い縦走路ズ┩ε┬落━〞両側┎谷┎岩壁┋┏い┃┑いつをう┄┄プゼビい┆い┞ブ〞 

 



 

          馬┎背┲渡┪ε┪ﾎ振┪返┃┆ 馬┎背ズ┩横尾山┋延┓┫縦走路┲眺┡┫ 

 

             馬┎背┲過ダ┫┈ビ┩┋西へ樹間┲½┃┆東山┎鞍部へ 再度登┪返ブ┆ﾎ東山へ 

  

         東山山蹲┏樹木┋囲┞┬〞小ビ┊広場 樹間┎間ズ┩┏四方ゼ見渡せ┫ 

東山┏東┎高取山┋向ズう六甲全山縦走路┈北┎横尾道れ妙法寺 南┎板宿方面へ┎δ岐点ﾏ 

陽ゼ長ヂ┊┪┞ブ〞ゼﾎ午後5時近ヂ┋┊┪ﾎババズ┩北┎横尾道れ妙法寺鄂へ一機┋½┫ﾏ  

● 東山 須磨アほプ]┎縦走路┲歩ゾﾎ┞〞横尾道れ須磨鄂へ戻┫ 



 

    い┄┢眺┡┫須磨アほプ]┲反対┋北┎横尾れ妙法寺方面┲一望 若草山ズ┩鵯台 そブ┆ 自宅┢正面┋  



 

      須磨アほプ]  横尾山ズ┩馬┎背へ┎縦走路 荒々ブ岩稜┋咲ヂつをうをを[をを[  2017.4.19. 

 

        17:30  妙法寺横尾道 須磨アほプ]登山口┋降┪┫  2017.4.19. 

須磨アほプ]┎縦走路┋ バ┳┊┋多ヂ┎つをうをを[ゼ咲い┆い┫┊┳┆!!  初┡┆気ゼ付ゾ┞ブ〞ﾏ  

い┄┢┎思い付ゾ┇歩い〞┎┇ベゼﾎ一番ゾ┬い┊時┋歩デ〞┨う─ﾏ 

う┬ブいつをうをを[┎縦走路ﾏ  

そ┬┢子供┎蹼┎記憶┋┄┊ゼ┫岩稜┋咲ヂつをうをを[┎春景色ﾏ 

本当┋ふ｠キろ!!   

爽快感い┃┑い┇横尾道┋出┆ゾ┞ブ〞ﾏ  

ほ┳┎午後┎┒┈時 須磨アほプ]walk┎魅力┇ベﾏ  

 

 2017.4.19.  17:30  仇刻  

妙法寺横尾道 須磨アほプ]登山口┇   Mutsu Nakanishi 

 

 



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. 

 

1. 東播磨の田園地帯にある小野市浄谷 ひまわりの丘  2017.7.19. 

2. 西播磨千種川が流れ下る山郷 佐用町旧南光のひまわり畑 . 2017.7.20. 

        ● たたらの里 漆野段集落のひまわり畑     

        ● ひまわり祭のメイン会場 林崎のひまわり畑  

  

 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017himawarinonatsuweb.pdf
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空は真っ青な夏の空に入道雲 一面 青々と成長した田園の畔では吹きわたる夏の風邪に山田錦の旗がはためい 

ている。 ひまわりの夏2017の到来。今年も西神戸の田園から中国山地の山裾を抜けて 西播磨佐用のひまわ

り畑へ 原チャリで駆けて、元気なひまわりの笑顔に出会ってきました。 

毎年恒例のひまわりの夏  東播磨の小野のひまわりの丘 そして 西播磨佐用のひまわり畑の元気なひまわりの

笑顔をお届けします。 

1. 東播磨の田園地帯にある小野市浄谷 ひまわりの丘     2017.7.19. 

 

 



 

   

 

東播磨 小野市浄谷 ひまわりの丘で     2017.7.19. 

 



2. 西播磨千種川が流れ下る山郷 佐用町旧南光のひまわり畑 . 2017.7.20. 

        ● たたらの里 漆野段集落のひまわり畑     

        ● ひまわり祭のメイン会場 林崎のひまわり畑  

  

  

   

  



  

 

   

 



  

  

 



 

  



 

 



 



  

  

 



 



    新緑┎京都ﾘ比叡ヷ雲母坂walkﾙ - 雲母坂 & 八瀬ケヸブル -  2017.5.2. 

        京都ズ┩簾練湖へ┎比叡越閏道 雲母坂┲登┃┆ 比叡山 延暦寺へ 

 

 

久ブ┖┪┋比叡山へ┎閏道ﾘ雲母坂ﾙ┲登┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

５月比叡山直½┎八瀬霊園┋ジ参┪┋出ズデ┫バ┈┇ﾎ睾ブ┆い┫┈家内ゼﾘ┢う何十裟乗┃┆い┊い八瀬ケヸブル┋

乗┪〞いﾙ┈いうﾏ┞〞ﾎ鰈鰌鰆鰒裟鰈月┋登┃〞雲母坂ズ┩比叡四明ヶ岳ﾏﾘ阪本ケヸブル┢八瀬ケヸブル┢休拍

中┇ 雪┇ツルツル┎雲母坂┲降┪〞┎ゼ強烈┊印象┇ﾎケ┎雪┇埋┞┃┆い〞雲母坂 雪┎┊い┈ゾ┏┉う┊

┎ズ登┃┆┟〞いﾙ┈いうﾏ京都人┏八瀬ケヸブル┈いう┈ 蛇ゼ池冬┎スキヸ場ヷ夏┎ジ粟デ屋敷┈誰┢ゼ知┃┆

い┫┎┇ベゼﾎ異瓜液音┋ﾘ最近┏出ズデ〞バ┈ゼ┊い┊カﾙ┈いうﾏ 

 

┨う ジ├え┆い┫┊カヷヷ┈驚ゾ┄┄ﾎ 

ﾘプ┣カ 今回 雲母坂登┃┆ﾎ延暦寺┞┇

行┃┆ﾎ懇┪┏八瀬ケヸブル┇降┪┨うﾙ┈ 

 

久ブ┖┪┋修学院離宮横ズ┩┎閏道 雲母坂

┲登┃┆ﾎ比叡山へﾏそブ┆ 懇┪┏八瀬ケ

ヸブルﾏ新緑ゼ心地┨い比叡山ﾏ  

晴天┋恵┞┬〞比叡山¿延暦寺┎山間┋┏ 

新緑┋包┞┬┆ﾎ見パ┭┲迎え〞石楠花ゼ至

┫所┋咲い┆ﾎ 

心地┨い緑┎空間散歩┲瞳ブ┳┇懇┃┆ゾ┞

ブ〞ﾏ  
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 1. 雲母坂ズ┩比叡山へ  高葭橋ズ┩雲母坂 登┪瓜へ 

 

    

  

雲母坂┏簾練湖┈都┲最短距離┇結┖比叡越┎主要閏道┇ケ┫ﾏズ┄┆┏延暦寺┎僧兵〞━ゼバ┎雲母坂┲神輿┲担

い┇ 鄒デ½┪┆ゾ〞┈いいﾎ学生時代ズ┩ 何度┢登┃〞┨ヂ知┫道 ┇┢ 雲母坂┎登┪┏ゾ┄ズ┃〞ヷヷヷヷヷ

┈記憶ベ┫ﾏ┞〞ﾎ八瀬ケヸブル┏┒┃そ┪┈比叡山へ登┃┆┦ヂマイナヸ┊ケヸブル┈思┃┆い┞ブ〞ゼﾎ 

高¬差ゼ日本一┎561ｍﾏ鎖均勾配┏1/40┈急勾配┎ケヸブルカヸ─┈いうﾏ 

スタヸト┏高葭川┎袷大路高葭橋ﾏ ババズ┩東袷へ高葭ヷ一乗寺┎集落┲抜デ┆ 比叡山┎山甼修学院離宮┎南縁

┎雲母坂登┪瓜ズ┩雲母坂┲登┃┆ﾎ八瀬ケヸブル┎比叡山頂¿鄂┇┢ケ┫四明岳蛇ゼ池┋出┆ﾎ比叡山延暦寺へﾏ

懇┪┏ﾎ八瀬ケヸブル鄂ズ┩八瀬へ┬ケヸブル┇降┪┆ﾎ叡電┇懇┫ﾏ  



 

   高葭橋ズ┩眺┡┫雲母坂┎ルヸト  2017.5.2. 右端┎⇒宅┎ベヅ¿┎尾根筋ゼ雲母坂ズ┩┎ルヸト 

5.2.朝快晴 8:20 高葭橋ズ┩スタヸトﾏ 高葭川┎向バう┋濠右バランスゼ┨ヂ取┬〞稜線ゼ┦┃〞┪┈長ヂ引い〞

比叡山四明嶽ゼ美ブい姿┲見ボ┆い┫ﾏ バ┬ズ┩登┫雲母坂┎ルヸトゼ真柏面┋見えﾎ四明嶽┎頂¿┎電波塔┢ヂ┃

ゾ┪ﾏ今日┏特┋簾練湖側へ降┪┫予定ゼ┊い┎┇ﾎ┎┳┓┪雲母坂┲登┭うﾏ 

┞ペ┏ﾎ斜┡┋ﾎ高葭ヷ一乗寺┎街┲抜デﾎ東山山麓沿い┲南袷┋銀閣寺ズ┩岩倉へ延┓┫白川通┎曼硲院道┋出┫ﾏ 

曼硲院へ┎坂道┲登┃┆ﾎそバズ┩袷側┎谷川沿いへ降┪┬┐ﾎ修学院離宮┎南側┎端 雲母坂┎登┪瓜┇ケ┫ﾏ 

曼硲院道┎坂道┲東山┎坂道┲登┫┈京都市街地┈┏別世界 京都┎田舎ﾏ振┪向ヂ┈西山┎山並┟ヷ愛宕山ゼ市街地

┎向バう┋見えﾎ知┩ペ知┩ペ┎う━┋諚δ東山┎山甼┲登┃┆ゾ〞┈ﾏ 

バ┎坂道┲登┪ε┫┈ﾎ袷┎雲母坂へ降┪┫坂道┎案内板ﾎ小ビ┊森┎向バう┋谷川ゼ見え┫ﾏ林┎中┲½┃┆谷筋┋

降┪┫┈┢うそバ┏緑┋包┞┬┆ﾎ東山ズ┩谷川ゼ流┬½┫静ズ┊別世界ﾏ雲母坂┎登山瓜ﾏ 

谷川沿い┎東┋橋ゼ見えﾎバ┎橋┲渡┬┐ﾎ雲母坂┎登┪瓜ﾏ 高葭橋ズ┩約鰒鰌δ┛┉┇到着ﾏ 

  

 

曼硲院道ズ┩東山┎山麓へ 雲母坂へ┎道┲〞┉┫  2017.5.2. 



   

雲母坂 比叡山登┪瓜 2017.5.2.  9:12 

 

2. 雲母坂┲登┃┆ 比叡山 四明嶽ヷ蛇ゼ池へ 

 

 



雲母坂┎登┪瓜┋入┫┈修学院離宮┎塀┋沿┃┆ﾎいゾ┊┪ゾ┄い登┪道ﾏ ババズ┩ 四明岳┎蛇ゼ池┞┇ 緑┋包

┞┬〞林┎中 樹木┎間ズ┩時折痳デ┫市街地┤周耜┎山並┟┲除い┆約鰆時間 痲界┎開デ┌尾根筋┎登┪道ゼ曲

ゼ┪ヂ┍┪┊ゼ┩¿へ¿へ┈続ヂﾏ                                     

最┢５月┎新緑┋日差ブゼ差ブ耨┟心地┨い山道ﾏ┞〞ﾎゾ┄い控路┲登┪ε┪ﾎ尾根筋┋出┫┈前方見¿ド┫道┎際

┋┏ 時折 長い裟月┲生ゾ抜い┆ゾ〞バ┈┲示ベズ┎パ┈ヂ バ┖─┩デ┎堂々┈ブ〞巨樹ゼ現┬迎え┆ヂ┬┫ﾏ 

 本体ズ┩┏周囲┋幾┄┢┎立派┊幹┲思いε┪広ド┆い┫ﾏ  

ﾘ雲母坂┋バ┳┊┋い┃┑い閏木ゼ今┢箸┃┆い〞┎ズﾙ┈う┬ブヂ┊┫ﾏ 

 

   

                    比叡山雲母坂 2017.5.2. 

花攻岩質┎岩肌ゼ露出ブ〞坂道 雲母坂 花攻岩┎中┋含┞┬┫雲母ゼ日差ブ┋キラキラ┈ゲ┃〞バ┈ズ┩雲母坂┈

疫付デ┩┬〞┈聞ヂﾏ ┞〞 バ┎比叡山ヷ東山一恨┋┏鉄鉱石ゼケ┪ﾎ閏代┎甬鉄地恨┇┢ケ┪ﾎバ┎雲母坂┏閏代

和鉄┎道┇┢ケ┃〞ﾏ( 花攻岩┋┏雲母┈┈┢┋鉄ゼ班┈ブ┆含┞┬┫バ┈┢多ヂﾎ砂鉄ゼ取┬┫┎┇ベゼﾎバ┎雲



母坂周耜┇砂鉄┲見〞バ┈┏┊ブﾏ) 

 

尾根筋┎バ┖┲一┄越え〞┈バ┭┇ﾎ修学院離宮┎囲い網┈┏別┬ﾎ━┧┄┈瞳┋┊┃〞ビ┩┋尾根筋┲行ヂ 

 



 

   

  

四耡┲過ダ┆ﾎ京都トレイルヷ尾根道┲四明岳へ向ズう閏道┎道際┋┏ 閏木ゼいヂ┄┢ 鰈鰌鰆７．５.鰈. 

相変わ┩ペ 林┎中 登┪ゼ続ヂゼ 樹木┎菻┊┪ゼ減┃┆ 空ゼ明┫ヂ┊┃┆ゾ┆ﾎ四明岳ヷ蛇ゼ池┢近いゼﾎ 

┞┢┊ヂﾎ樹間ゼ途ε┬ﾎ今度┏南西側┎京都市街地ゼ┕い┋現┬〞ﾏ 



   

 

 



  

比叡へ┈続ヂ新緑┎雲母坂ゼバ┳┊┋心地┨い┈┏ヷヷヷヷ今回初┡┆認識ブ┞ブ〞 2017.5.2. 

家内┈2月┋以前歩い〞時┋┏ バ┎ケ〞┪┎坂道ズ┩寒い雪道┋ﾏ滑┩┌┨う歩い〞┎┈┏大違い┇ベ 

   

林┎樹木ゼ一気┋杉林┈┊┪ﾎ林┲登┪ゾ┫┈四明岳┎頂¿部 ケヸブル鄂横┎電波塔┎ケ┫展望広場┋ 

  

 

 

展望広場┲抜デ┆少ブ登┫┈ 四明岳ズ┩┞┃ベヅ½へ広ゼ┫草地┎傾斜地 旧蛇ゼ池スキヸ場跡到着 



 

ズ┄┆┏大い┋┋ダわ┃〞京都┎蛇ゼ池スキヸ場┇ベゼﾎハイカヸゼ数人見え┫─デ┇静┞┪返┪ﾎ 

バ┎¿┲ベヅ¿┎四明岳頂¿へ┎短いロヸプ┽┿イゼベヅ½┎ケヸブル鄂ズ┩伸┓┆い┫ 

 

2013.2.23. 蛇ゼ池スキヸ場へ来〞時┎様子  

時刻┏ ┞─ 昼前┎鰆鰆時半  雲母坂┎登┪瓜ズ┩約鰈時間

┛┉┇蛇ゼ池到着ﾏ予定┏八瀬ケヸブル┋乗┃┆降┪┫バ┈─デﾏ 

家内┏延暦寺根本中堂┎中┋入┃〞バ┈ゼ┊い┎┇ﾎ鰆鰈鰌鰌裟

灯ブ続デ┩┬┆ゾ〞ﾘ不滅┎法灯ﾙ┢見〞バ┈┊い┈いうﾏ 四

明岳へ行┃┆┢何┢┊い┎┇ﾎ昼┲済┞ボ┆ そ┎┞┞延暦寺┞

┇行┃┆ﾎ引ゾ返ブ┆ ケヸブル┇八瀬へ降┪┫バ┈┋ﾏ 

 京都市街ズ┩┢┨ヂ┟え┫四明岳┎袷┎肩 ┄┄プ丘┞┇行┃

┆昼食┋ﾏスキヸ場ズ┩袷へトラバヸスブ┆ﾎ四明岳┎山腹┲袷

┋巻い〞突端┎展望台┇ケ┫ﾏ 



  

  3. 延暦寺Walk     延暦寺根本中堂へ 11:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ┄┄プヶ丘┇昼食┲済┞ボﾎ延暦寺根本中堂へ 11:59 

 

┄┄プゼ丘ズ┩四明岳┎山腹袷側┲巻ヂ広い遊歩道┲少ブ行ヂ┈比叡ドライブ┽┾イゼ入┫山王神社┎前┋ 

 比叡山ドライブ┽┾イ┲½┋見┊ゼ┩山腹┋沿┃┆杉木立┎参道┲東へ行ヂ┈比叡山┎泉ﾘ弁慶水ﾙﾏ弁慶ゼ山王院



堂┋バ┢┃┆修業┲ブ┆い┫┈ゾ┋ﾎ 仏┋供え┫水┲1000日間┋わ〞┪汲┟┋通┃〞┈┎言い伝えゼケ┫場所┇ﾎ

┢うババ┏延暦寺┎境内┇ケ┫ ﾏ弁慶水ズ┩緩┤ズ┊坂道┲超え┫┈杉木立┎中ﾎ丘┲ε┪開い〞台地┋延暦寺┎諸

施設┎建物ゼ建┃┆い┫い┫┎ゼ見え┆ゾ┆ﾎ比叡山延暦寺┎中心部┋ﾏ 法華総持院┤觀弥觚堂へ┎広い参道へ┎坂

道┈┎δ岐┎┈バ┭┋大講堂へ┎諂段ゼケ┪ﾎ大講堂┎台地ズ┩根本中堂へﾏ   

大講堂┎台地へ登┫諂段┎そ┐┇ﾎ石楠花ゼピンク┎大輪┎花┲┄デ┆い┫┎ゼ見えﾎラッキヸ┈ﾏ 

諂段┲¿ゼ┫┈広い台地┎奥┋大講堂ゼ見えﾎ台地┎¿ 参道沿い┋┢┨ヂ手入┬ビ┬〞石楠花ゼ花┲咲ズブ┆い┞ブ

〞ﾏ比叡山┋石楠花? そういえ┐ 比叡ヷ比良┎山並┟┏石楠花┎宝庫─┈思い出ブ┞ブ〞ﾏ比叡山境内┇┢┨ヂ手

入┬ブ┆石楠花ゼ咲い┆い┫ﾏ 

  

   大講堂へ登┫諂段┎横┤大講堂┎ケ┫境内┋┢石楠花ゼピンク┎花┲咲ズブ┆い┞ブ〞  2017.5.2.    

 

大講堂┇ジ参┪┲ブ┆境内┎奥へ進┠┈根本中堂へ降┪┫石段┇ﾎそ┎½ゼ根本中堂ﾏ ┇┢ 多ヂ┎大型機械ゼ囲い

ゼビ┬〞根本中堂┋┈┪┄い┆い┫┎ゼ見え┫ﾏ今 ━┧う┉回廊┊┉┎回臼拷事中ﾏ中┋入┬┆┢┩え┊いズ┈一瞬

思い┞ブ〞ゼ┇┢ 多ヂ┎観ゲ┎人〞━ゼ睿┡ズデ┆い┫┎ゼ見えﾎ諂段┲降┪┆入瓜┋行ヂ┈参拝 ok┇ブ〞ﾏ 

根本中堂┎中┋入┪ﾎパ本尊薬師如来┋ジ参┪ブﾎ世界鎖和ヷそブ┆家族┋思い┲┏ボ┊ゼ┩頭┲½ド┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

パ本尊┎前┲照┩ブ続デ┆1200裟間一度┢消え┫バ┈┊ヂ輝ゾ続デ┆い┫ﾘ不滅┎法灯ﾙ┢プ┃ヂ┪見┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

┤┃┑┪鰆鰈鰌鰌裟┎菻┟┏ベパいﾏ気δ┢新┩〞┇ベﾏ根本中堂┇┏写真ゼ取┬┊い┎┇ﾎ根本中堂柏面┎碓対側┋

立┄文硲堂へ┎急┊石段┲登┃┆ﾎプ┃ヂ┪┈根本中堂┲眺┡┫ﾏ 



 

石段┎¿ズ┩ﾎ頭┲½ド┫┎┢┉うズ┇ベゼﾎ今一度根本中堂┋頭┲½ド┫ﾏ 

久ブ┖┪┎根本中堂ﾏ 杉木立┋囲┞┬ﾎ拷事ゼ終わ┬┐ ┞〞静寂┋┊┫ﾏ 

石段┲登┃〞ケ 石楠花┎花┎向バう┋文硲洞ゼケ┪┞ブ〞ﾏ 

 

バ┎建物┏根本中堂 真柏面┎東側┋立┃┆い┆ﾎ延暦寺┎山門デモ┢ケ┫┈いうﾏ 

洞┎中┋┢入┬┆┢┩え┫┈いうバ┈┇家内┏洞┋┢登┃┆ﾎ〞ヂビ┳知恵┲┢┩┃┆ゾ〞┈ 



  文硲洞┲½┋降┪┫┈大黒堂前┎広場┇ 延暦寺┎南┎端┇ﾎ南┎縁┲奥┋ 根本中堂┤簾練湖側┎阪本ケヸブル 

  ┤ドライブ┽┿イズ┩┈┄┊ゼ┃┆い┆ﾎビベゼ┋数多ヂ┎人〞━ゼ見え┫ﾏ   

  バ┬┇ 今日┎比叡山延暦寺根本中堂散策┢終わ┪ﾏババズ┩引ゾ返ベﾏ 

 

 

 文硲洞┲½┋降┪┫┈大黒堂前┎広場 延暦寺┎南┎端  根本中堂┎台地┎½┲袷へ戻┫ 2017.5.2.  

       道┎濠手 東側杉木立┎間ズ┩┏ ━┧┃└┪ 簾練湖ゼ見え┫   

    

  法華総持院┤觀弥觚堂へ┎広い参道へ┎坂道┈┎δ岐へ┢┉┃┆ﾎ ┈来〞道┲┖┩┖┩散策ブ┊ゼ┩ 

  ┄┄プゼ丘へ戻┪八瀬ケヸブル鄂へﾏ 

  八瀬ケヸブル鄂1鰒時鰒鰌δ┎ケヸブル┇ 京都側┎八瀬へ降┪┫ﾏ 

      

    



 

 

 い┄┢八瀬霊園ズ┩眺┡┫比叡山ﾏババ┲ケヸブルゼ登┃┆┦ヂ┎┇ベゼﾎ家内┏八瀬ケヸブル┎記憶ゼケ┞┪┊い

┈いうﾏ 念願┎八瀬ケヸブル┋┢乗┬┆大満足ﾏ 



 

 

 

 



         【 5月中旬 西神戸・播磨Country walk  Photo アルバム 】 

    梅雨入り前「麦秋」の播州路 播磨富士「高御位山」へ 2017.5.17.     

 

麦秋を迎えた加古川市神吉の里から眺める播磨富士「高御位山」 2017.5.17. 

  

 5月の連休も過ぎ、西神戸・東播磨の田園では

田に水が入り、田植えの準備が急ピツチ。 田園

地帯一帯を黄金色一色にする「麦秋」の里も。梅

雨入り前・初夏 西神戸の田園の美しい景色が頭に

よぎって、久しぶりに東播磨の田園から加古川土

手へ行きたくなって原チャリを走らしました。 

西神戸神出の集落を抜け、稲美に入ると眼前に広

がる田園は黄金色一色の「麦秋」。 

ビールや麦茶原料となる大麦栽培が盛んになり、

田に水を入れる前の大麦収穫の真っ最中。                      麦秋の東播磨 稲美の里 

この収穫が終わらぬと田に水が入らない。 

農家は今一番忙しい時期である。 

 加古の大池の土手に登ると湖面の向こうに播

磨富士「御位山」の美しい姿を見せている。  

「高御位山へ登って、久しぶりに 頂上から播磨

平野の大展望を眺めてみたいなぁ」と。 

 

中西睦夫
スタンプ



 < 播磨富士「高御位山」 高さ304m > 

 播磨平野の加古川下流域では高い山が少なく、  

 高御位山が加古川市・高砂市の最高峰。                           

 頂上では断崖の岩場がせり出し、播磨平野や瀬 

 戸内海を一望できる。逆に播磨灘・東播磨の田 

 園どこからでも、ながめることができる。       

 頂上には岩場を磐座としていた高御位神社があ 

 り、高御位の名前も神座、磐座から転じたと考 

 えられている。                               

  社伝によると、欽明天皇10年(549年)に創建 

 され、祭神は 大己貴命と少彦名命。天津神の命 

  を受け、国造りのためにこの高御位山の磐座に      稲美 加古大池越しに眺めた高御位山 2017.5.17.  

  降臨したとされ、地元の人々に守り継がれてき た信仰の山でもある。 

 

高御位山を眺めながら加古川の上荘橋を西へ渡って、西へ 志方の里へ入る丘陵地を平荘・志方へ。          

姫路への裏街道県道65号を走るのも久しぶり。 季節の折  々 東播磨の田園地帯を訪ねて走る道である。  

志方の里 投松の十字路を南へ折れて 高砂への県道45号の飯盛山裾を抜け、大きなため池の縁のバイパスに

入ると右手に一面黄金色の麦畑が広がり、その奥に高御位山が再度 きれいな姿を現す。 

加古川の西岸に広がる神吉の里で、この奥に高御位山の麓が登山口のある志方成井の集落である。 

 

 

     麦秋真っ盛りの加古川市神吉の里 背後に高御位山が顔を見せる  2017.5.17. 

写真の右端に少し見えている小さな丘が宮山と呼ばれ、神吉城跡・神吉八幡神社のある。神吉の里は知っていま

したが，いつも通過。神吉にお城があったというのも初めて知りました。  



播磨富士と呼ばれる秀麗な姿の高御位山をバックに眼前に広がる田園は黄金色一色。  

まったく知らなかった高御位山山麓「麦秋」の景色。黄金色の麦畑のすぐそばの休耕田では蓮華の花盛り。 

こちらも 高御位山がバックに。梅雨前のほんのひととき ラッキーにもこんな素晴らしい初夏の景色が見られ

ました。 

  

 初めてみる高御位山山麓「麦秋」の景色。黄金色の麦畑のすぐそばの休耕田では蓮華の花盛り 2017.5.17. 

 

麦秋の高御位山山麓の田園地帯に広がる麦秋を楽しみながら、田園の中をまっすぐ登山口へ。 

登り口のすぐ横の駐車場に原チャリを置いて、頂上からの展望を期待しつつ高御位山の頂上へ。  

久しぶりの成井登山口。よく整備された新緑の山腹を約30分ほど登れば頂上である。

 

  

   新緑が美しい志方成井の高御位神社参道登り口からの登山道 頂上の高御位神社への参道でもある 

          時折 樹木の間から 志方の田園地帯が顔をのぞかせてくれる 2017.5.17. 

 



 

    

こんなに良くせいびされていたか? とびっくりするほどよく整備された登山道が頂上まで続く 

  

今は時期ではありませんが、このすぐ横の山腹は笹ユリの群生地  

6月の終わりから7月にかけて、花が咲くとこの登山道もハイカー 

でにぎわう。 

登山道はゴツゴツした岩肌むき出しの岩の上になって、まもなく岩盤

の上の頂上稜線も近い。でも まだ もうひと登り。 

 

 



 

  

岩肌むき出しの急な道をよじ登ると、空がぽっかり空いて 頂上稜線の岩場が見える。 

360度の展望が楽しめる視界が開ける!!   2017.5.17. 

   

高御位山稜線の岩尾根の上にとびだし視界が一機に開ける  2017.5.17. 

山麓からもよく見える頂上部の岩場の崖・広い岩盤の上で 頂上の磐座もすぐ上に  



西は姫路 東は神戸須磨海岸まで、播磨の大展望が 眼下に広がる2017.5.17.  

 

   
                    播磨灘沿岸の工業地帯遠望  2017.5.17. 

 

高御位山の山頂部は麓からもよく見える南へ切れ落ちた剥き出しの岩盤の上  2017.5.17.   

 眼下直下の高砂市阿弥陀の里 そして遠く播磨灘まで広がる高砂市の街並が遠望  

絶好の展望台播磨平野から播磨灘への大パノラマが広がっている。 

  



【西は姫路 東は神戸須磨海岸まで、眼下に広がる播磨の大展望 2017.5.17.】  

  

 

 



      《《鉄鉄のの風風景景》》  高高炉炉遠遠望望  淡淡路路島島をを背背にに加加古古川川河河口口東東岸岸にに神神戸戸製製鋼鋼加加古古川川  22001177..55..1177..  

 

                やっぱり眼が行く「鉄の風景 -加古川河口神戸製鋼加古川製鉄所-高高炉炉遠遠望望 」22001177..55..1177.. 

  

東西凹型に広がる高御位山の山並み 正面には高砂市阿弥陀の里から播磨灘まで高砂の街一望 2017.5.17. 

 

この高御位山の南周辺は古代からの石

切り場 すぐ南には竜山石・石宝殿生

石神社で有名な竜山もすぐそこに。 

 

遠く加古川の高炉と古代から続く竜山

石の砕石場竜山が1枚のアングルに               

  頂上稜線 岩盤上の登山道より    

         2017.5.17.  

 

 

 

 

 

   加古川河口            法華山谷川河口          家島群島      姫路 

  神戸製鋼加古川             高砂港                     飾磨港 

                 高御位山正面直下 高砂市阿弥陀の里 

 

 



 展望を楽しんだ後、高御位神社が鎮座する山頂へ 見上げる岩山の崖 頂上までひと登り。 

          

 

 

 高御位の大神が降臨したという磐座がある岩場の崖の後ろに高御位神社の社殿 2017.5.17. 



  この高御位山頂上岩場一帯は古代祭祀遺跡で 社殿へ登る階段横に案内板がありました。 

 

   

    頂上の岩場崖 西の奥 高御位の大神が降臨したという磐座 

 



  

頂上の岩場から登ってきた東のほうを眺める 神吉の黄金色の麦畑も点々と見える 2017.5.17. 

 

 頂上の岩場の縁に立ち、崖を見下ろすと垂直に落ち込んでいて、やっぱりすごみがある。 

 標高は低いが、この高御位山が信仰の山になりえたことがよくわかる。 



 
 

稜線縦走路を少し西

へ行って、西から頂

上周辺を眺める    

  2017.5.17. 

 

 

 

 

 

 

  頂上の崖越しに山の東の登り口側 飯盛山を背に加古川市神吉の里 志方横大路の田園地帯が見える。 

  今日は縦走しないで もと来た志方成井の登り口に引き返すので、ここから頂上へ戻る。 

 

 



  

頂上の高御位神社を通って縦走路を東へ、北の成井登山口への分岐への岩場の東端へ戻る 

 

  

 

 



  

ほどなく、登り口の麓の田園地帯がかいま見えるようになり、志方成井の里の登り口にもとってきました。 

いつもの気まぐれ風来坊の原チャリを走らせての東播磨の田園walk。 

爽快感いっぱいで「麦秋」の神吉の里を抜けて家路へ。振り返ると秀麗な高御位山がが帰りを見送ってくれる。

 
 

東播磨 麦秋の播磨富士「高御位山」walk。  

いつもの気まぐれ 風来坊 行き当たりばったり 

のwalkでしたが、梅雨入り前の素晴らしい 

東播磨田園の景色に出会えました。 

 

 

 

 

 ◎ 訪れた高御位神社参道登り口近くの神吉の里でも「麦秋」真っ盛り。  

   播磨富士と呼ばれる秀麗な姿の高御位山をバックに眼前に広がる田園は黄金色一色。まったく 

   知らなかった高御位山山麓「麦秋」。思わずラッキーと。                                                 

 ◎ 久しぶりに登った新緑の登山道が見違えるようによく整備されていてびっくり。また、登り口から1時間 

   弱で登った頂上からの東播磨の田園地帯から播磨灘沿岸の大展望も期待にたがわず。  

 



 ◎ また、やっぱり探す「鉄の風景」。久しぶりに高炉の風景に出会えたのもうれしい。 

   それも 播磨灘にぼんやり浮かぶ淡路島の山々を背景に 高炉を中心とした製鉄所が霞の中に浮かぶ 

   素晴らしい景色でした。 

  

播磨富士「高御位山」を背に麦秋を迎えた山麓の神吉・志方の里 2017.5.17. 

  

            やっぱり眼が行く「鉄の風景 -加古川河口神戸製鋼加古川製鉄所-高高炉炉遠遠望望 」 

             高御位山山頂からの360度の眺望 22001177..55..1177..  

   

 

      無理せず元気に!!  これからの梅雨を乗り切りましょう  

いつもの気まぐれ風来坊の原チャリwalk。 

梅雨入り前の初夏 「東播磨田園の麦秋」の新しいページが加わったと。 

「今日は早く帰って ぐいとビー.ルを飲みたい」と思い浮かべつつ、麦秋の高御位山山麓を離れる。 

     梅雨入り前の気まぐれな天候の2017.5.17.午後   

      麦秋の東播磨田園地帯を走り抜けながら   

                     Mutsu Nakanishi  

 



       西ヅ亟愼糘路ﾘ鉄親山ﾙ山頂ズ┩┎展望 walk  2017. 5.7. &  6.5.  

      西ヅ亟愼糘路 躅砹┎斧┎ﾘ鉄親山ﾙ┎頂¿ゼε┪開ズ┬┆い┫ !!  

            躅砹┎西ヅ亟ダ山愼糘路┋新ブい鐶е矇生 

 

 

 

   
 鰮月５日 今日┏久ブ┖┪┋┨ヂ翻┟渡┪ 枳宅ズ┩┢大阪戊ゼ見え┆い┫ﾏ 

 快晴┎日┇┢ﾎ地霊偏凧粟ゼ進行ベ┫中 PM2.5 ┎孜蹕ズ?  西ヅ亟┎愼糘路ズ┩大阪戊┤明石芙坑┊┉ゼﾎ 

 ヂ┃ゾ┪臟望┇ゾ┫日┏少┊いﾏ今日┏新〞┋ε┪開ズ┬〞鉄親山山頂ズ┩ヅ亟┎山並┤大阪戊そブ┆明石芙坑 

 ┲カメラ┋臼┡┩┬┫怐喬┎チャンスﾏ卒脾 デ[カメ┖┩ビド┆ 西ヅ亟 鉄親山山頂へﾏ  

 予十通┪ 今┞┇ ズベ┳┇ヂ┃ゾ┪┈┏見え┊ズ┃〞神丈市街地ズ┩大阪戊┎パノラマゼヂ┃ゾ┪匯前┋広ゼ┫ﾏ 

 ┞〞ﾎ菻┊┪英┃┆┏┃ゾ┪ブ┊ズ┃〞ヅ亟ダ山愼糘路┎山並┟ヷ神丈¡宮┎市街地 そブ┆大阪戊┲╇ルリ┈取┪ 

 囲┠生 酊山ズ┩‖¿山ヷ毓翰山ヷ蕚Н山そブ┆和泉ズ┩和陪山┎山々ﾏそブ┆廩物芙坑ヷ物路巷┢ﾏ        

 劭┲西ズ┩袷┋續プ┫┈ 明石芙坑ヷ明石大橋ズ┩染砹┎拷業地恨ズ┩染砹┎田園そ┎斂至┎山々┢ﾏ  

 バ┎鉄親山┏ビえダ┫┢┎┢┊ヂﾎヅ亟ズ┩神丈大阪戊ダ体ゼ一度┋眺┡┩┬┫西ヅ亟一┎展望地ﾏ 

  バ┬ズ┩┎愼糘路walk┋┞〞一┄瞳ブ┟ゼ祈え┞ブ〞┎┇ﾎパ彭＞ﾏ  

神丈ヷヅ亟┎山並┟そブ┆大阪戊ダ体┎パノラマビュヸ怐喬┎展望所┋ 

中西睦夫
スタンプ



 

西ヅ甲縦走路┎西端 須磨ヷ高倉台 高倉山ズ┩旗振┪山ヷ

鉢伏山へ 狭い稜線┎尾根┲〞┉┫道ﾏ視界┏開デ┊いゼﾎ

群生ベ┫ウバメ╃‶┎トンネル┲抜デ┆旗振┪山┋至┫心

地┨い私┎散策路┎一┄┇ベﾏ  

西ヅ甲┎縦走路┏部δ的┋大阪湾沿岸┲眺┡┩┬┫┈バ┭

┏あ┫┎┇ベゼﾎ山┎尾根┊┉┎重┊┪┊┉┇ﾎヅ甲┎山

並┟ヷ神戸┎市街地ヷ大阪湾 全部ゼ｠┭┃〞大パノラマ

┲眺┡┩┬┫ゼ場所ゼ┊ヂﾎ西ヅ甲┎縦走路┎展望┋何ズ

物足┪┊ビ┲感プ┆い┞ブ〞ﾏ 

｠┳┊バ┈┢あ┃┆ﾎベヅ½┋須磨┎裏ゼ広ゼ┫須磨沿岸

┎山並┟┎稜線┲歩ヂバ┎道┎途中┉バズ┇ﾎ南┎視界ゼ

開デ┬┐ﾎ大阪湾全体┲展望┇ゾ┫場所ゼ┇ゾ┆ﾎ┢┃┈

いいwalking コヸ]┋┊┫ﾙ┈常々思┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

  

鰄月鰛日┎午後 ＜日高倉台ズ┩ﾎジ┩ゼ山(高倉山)┎縦走

路┋出┫┈ 前方ﾘ鉄拐山ﾙ┎頂¿ゼε┪開ズ┬┆い┫┎

┋気ゼ付い〞ﾏ 

鎖安時代竹期┎ﾘ源鎖一ノ谷┎戦いﾙ┇ﾎ源義経ゼ奇襲攻

撃ﾘ鵯越┎逆落┈ブﾙ┇駆デ½┃〞┎ゼﾎバ┎鉄拐山┎東

南斜面┈ビ┬ﾎ歴史¿┎山┇あ┫ﾏ 

バ┎頂¿部┏┄い最近┞┇ﾎ雑木┋覆わ┬┆い┆ 展望ゼ

全ヂ効ズペﾎ┞〞短い┈┏いえﾎ急┊山道┲登┪½┪ボ┍

┐┊┩┊ズ┃〞〞┡ﾎ縦走路┢道ゼ鉄拐山頂¿┲通┫道┈

牧道┎二手┋δズ┬ﾎ┟┳┊頂¿へ┏行ズペ┋ﾎ鉄拐山┎

山腹┲袷┋巻い┆通過ベ┫ﾏ 

 

｠┳┊バ┈┇ﾎあ┫意味┇┏忘┬┩┬┆ゾ〞山┇ﾎ須磨海

岸┇ﾎ周褐┋ビえダ┫┢┎┎┊いトン╃リ山┇あ┫バ┈ベ

┩忘┬┆い┞ブ〞ﾏ鉄拐山┲地轄┇見┫┈ 鉄拐山┎山┎

形ヷ位置ゼヅ甲┎山並┟ヷ神戸市街地や大阪湾｠┬┩全体

┲眺┡┫絶好┎山┇あ┫バ┈ゼ┨ヂわズ┫ﾏ 

ﾘ鉄拐山ﾙ 歴史┈名前ゼいい┎┋ 登山道┢整備ビ┬ペﾎジブい┈常々思┃┆ゾ〞山┇あ┫ﾏ  

位置ズ┩ベ┬┐ﾎ神戸┎市街地や西ヅ甲全山縦走路┋並┓立┄山々┎姿ゼ見え┫┋違い┊いﾏ 

早速 ＜日┏ポ┒ 鉄拐山┎頂¿へ¿┃┆ 頂¿ズ┩┎展望┲確ズ┡┨うﾏ  

<ヅ甲連山┎山並┟> 

 



 

 

 

鉄拐山  

 

西ヅ甲縦走路 鉄拐山┎袷側ズ┩┎登┪口 急┊階段ゼ頂¿へ続ヂ 2017.5.7. 



        ﾜ 鉄親山山頂ズ┩┎大阪戊一望┎大パノラマ展望 2017.5.7. ﾝ 

   

  鉄親山山頂ズ┩東ズ┩南へ  諫┆┫┢┎ゼ何┢┊ヂ 西ヅ亟┎山並┟ヷ神丈┎街ヷ大阪戊沿公ゼ一望 2017.5.7. 

  

  袷東側 菻┊┪英┃┆腱┊┫ヅ亟┎山並┟       袷東側  神丈┎街ズ┩大阪戊 

  
  袷西側  疫谷ニュヸタ┽ン┎向バう高揮山ヷ総英膰юツ園周耜   南側 ベヅ直½┎躅砹┎斧                     

    中窮奥┋譚護山ヷ譌護山ゼズベ┳┇見え┆い┫  

思い青い┆い〞大阪戊一望┎大パノラマゼ見┩┬┞ブ〞ﾏ 箸念┊ゼ┩ ┤┃┑┪臟ヂ┏豼┳┇い┆ﾎヅ亟┎山並┎菻

┊┪┤ﾎ大阪戊┲取┪囲┠生酊┤毓翰ヷ蕚Н山 そブ┆泉南┎山々┤廩物芙坑┊┉┏見┩┬┞ボ┇ブ〞ﾎﾏ 

┇┢ ﾎ鉄親山頂¿┏┤┃┑┪弸晴┩ブいヅ亟ヷ神丈ヷ大阪戊沿公┲一望┇ゾ┫弸晴┩ブい展望台┇ケ┫バ┈砬認ﾏ 

バ┎頂¿ゼε┪開ズ┬〞バ┈┇ﾎ躅砹┎西ヅ亟愼糘┋新〞┊鐶еゼзわ┃〞バ┈┋間違い┊ブﾏ 

┊ジﾎババズ┩┏ 箸念┊ゼ┩ 西南┎明石芙坑ヷ大橋ヷ物路巷┏尾根筋┋覿┞┬┆見え┊いゼﾎ 

ジ┩ゼ山(高倉山)┤ベヅケ┎捉振┪山ズ┩眺┡┩┬ﾎ鉄親山ズ┩┎大展望┎鐶е┏変わ┩┊いﾏ  

鉄親山┎手前 ジ┩ゼ山(高倉山)┤捉振┪山ズ┩┢神丈ヷ大阪戊ゼ眺┡┩┬┫┎┇ベゼﾎ尾根筋┎山々┊┉┋ 

覿┞┬ﾎヅ亟┎山並┟ヷ神丈ヷ大阪戊一悋┎大パノラマ┋┊┩ペﾎ硹┋┏┢う一┄聶еゼ┊いﾏ 

バ┎鉄親山ゼε┪開ズ┬┆ 本司┋散歩術瘍┎短時間┇展望台┋立━ﾎ  

輾┋援ズ┬┊ゼ┩ ┦┃ヂ┪┈大展望┲瞳ブ┡┫鐶еﾏバ┎西ヅ亟┎愼糘路散策┎瞳ブ┟ｐ祈┇ベﾏ 



  

       ジ┩ゼ山ズ┩┎眺望 2017.5.7.           捉振┪山ズ┩┎眺望  2017.5.7. 

 ﾃ 翻┟渡┃〞2017.6.5. 西ヅ亟愼糘路ズ┩┎臟望ゼ瞳ブ┡┫怐喬┎機〒 !!   

    鉄親山ズ┩鰒鰮鰌度┎弸晴┩ブい大阪戊沿公┎大展望ゼ瞳ブ┡┞ブ〞 

 

鰮月５日快晴 今日┏久ブ┖┪┋┨ヂ翻┟渡┪ 枳宅ズ┩┢大阪戊ゼ見え┆い┫ﾏ  

地霊偏凧粟ゼ進行ベ┫中 PM2.5 ┎孜蹕ズ?  快晴┎日┇┢ﾎ西ヅ亟┎愼糘路ズ┩ 大阪戊┤明石芙坑┊┉ゼﾎ

ヂ┃ゾ┪臟望┇ゾ┫日┏少┊ヂﾎ新〞┋ε┪開ズ┬〞鉄親山山頂ズ┩ヅ亟┎山並┤大阪戊 そブ┆明石芙坑ゼヂ┃

ゾ┪見え┫久ブ┖┪┋皺┬〞チャンス─ﾏ  卒脾 デ[カメ┖┩ビド┆ 西ヅ亟 鉄親山山頂へﾏ 

予十通┪ 今┞┇ズベ┳┇ヂ┃ゾ┪┈┏見え┊ズ┃〞神丈市街地ズ┩ 大阪戊ゼヂ┃ゾ┪ﾏ 

菻┊┪英┃┆┏┃ゾ┪ブ┊ズ┃〞ヅ亟ダ山愼糘路┎山並┟ヷ神丈¡宮┎市街地 そブ┆大阪戊┲╇ルリ┈取┪囲┠

生酊山ズ┩‖¿山ヷ毓翰山ヷ蕚Н山そブ┆和泉ズ┩和陪山┎山々ﾏそブ┆廩物芙坑ヷ物路巷┢ﾏ        

劭┲西ズ┩袷┋續プ┫┈ 明石芙坑ヷ明石大橋ズ┩染砹┎拷業地恨ズ┩染砹┎田園そ┎斂至┎山々┢ﾏ  

鉄親山┏西ヅ亟一┎展望地 ヂ┃ゾ┪┈見え┫大阪戊沿公ダ体┎ベ┐┩ブい眺┡┋┤┃┈出〒え┞ブ〞ﾏ 

  

新〞┋ε┪開ズ┬〞  

鉄親山頂 

横尾道ズ┩眺┡┫西ヅ亟┎鉄親山ヷ捉振┪山 2017.6.5.       



 

ジ┩ゼ山(高倉山)ズ┩┎ヅ甲山並ヷ神戸┎街｠ブ┆大阪湾沿岸┎遠望 2017.6.5. 

＜日┏澄┟渡┪ﾎ遠ヂ┞┇┨ヂ見えﾎ鉄拐山ズ┩┎大阪湾沿岸┎大パノラマへ┎期待ゼ一層膨┩┠ 

 

               

  ジ┩ゼ山ズ┩西へ 群生ベ┫ウバメ╃‶┎トンネル┎中┲歩ヂ鉄拐山ヷ旗振┪山へ┎西ヅ甲縦走路 2017.6.5. 

 



ﾜ鉄親山山頂ズ┩┎今裟一佰┎大阪戊沿公┎大展望 2017.6.5.ﾝ 

         西ヅ亟┎山並ヷ神丈┎街ヷ大阪戊沿公ヷ廩物芙坑┞┇    

 

 



 

 



 

 



 

 

 



ﾜ鉄親山┎ベヅ西 捉振┪山ズ┩┎明石芙坑ヷ物路巷  2017.6.5.ﾝ 

 

 



 

 

 



 

   

  

    
 

   ◎ﾜWeb Siteﾝ  西ヅ甲縦走路ﾘ鉄拐山ﾙ山頂ズ┩┎展望 walk          2017. 5.7. &  6.5.  

      http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1706tesukaisan00.htm    

  ◎ﾜ ]ライド動画 File ﾝ 西ヅ甲縦走路ﾘ鉄拐山ﾙ山頂ズ┩┎展望 walk      2017. 5.7. &  6.5.  

        http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1706tetsukaisan.mp4 

  ◎ﾜPDF ]ライド写真集 Fileﾝ西ヅ甲縦走路ﾘ鉄拐山ﾙ山頂ズ┩┎展望 walk  2017. 5.7. &  6.5.  

        http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1706tesukaisan.pdf 

   

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1706tesukaisan00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1706tetsukaisan.mp4
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1706tesukaisan.pdf


    榿草山ズ┩最短ルヸト┇ 南┋そ┓え┫高取山へ  2017.5.16.   

         控½┎周囲ズ┩ ┞┫┇取┪箸ビ┬〞ズ┎┨う┋箸┫不思窕┊谷筋  

       ベ┪薛型┇箸┫ﾘ繻集落┎耘地ﾙ┲横遭ブ┆ﾎ高取山へ  

 

      榿草山ズ┩眺┡┫ 濠:高取山  右:躅砹┹ルプス 邨┎斂ヷ横尾山  

   匯½┋┏ 人拷况┇不思窕┊ベ┪薛型地姿┇箸ビ┬┆い┫教法寺ﾘ繻集落┎耘地ﾙゼ広ゼ┃┆い┫ 

 1. 榿草┎⇒宅地┎南 不思窕┊ベ┪薛濫┎地姿┎ﾘ繻集落┎耘地ﾙ そ┎柏体┏???  

    周囲┎開冢ズ┩取┪箸ビ┬〞ズ┎┨う┇ い┄┢気┋┊┃┆い┫地姿┎パ彭＞┇ベ 

    ┞〞 バ┎地姿┲横遭ブ┆高取山へ登┬┐ﾎ高取山へ┎最短╊ヸス 瞳ブい散策╊ヸス┇ベ 

    

榿草┎丘┎南 南袷┲控┇炊┞┬ﾎ東西┋広ゼ┫人拷况┋≒┩┬〞┈思え┫不思窕┊地姿ゼケ┫ﾏ 

躅砹┎芙公┲東西┋腱┊┫高取山ズ┩邨┎斂ヷ横尾山┎躅砹┹ルプス┲眺┡┫硹┎⇒┠榿草┎丘 

そ┎南┎直½控½┋周囲┋┊プ┞┌不思窕┊人拷况┊地姿?┈思え┫周囲ズ┩┞┫┇取┪箸ビ┬〞ズ┎┨う┋ベ┪薛

濫┎地姿┎ﾘ繻集落┎耘地ﾙゼケ┫ﾏ  

東西┋広ゼ┫バ┎耘地┎南袷側┋┏急┊控┈┊┃

┆い┆ﾎ袷側┎控┎¿┋┏繻集落ヷ榿草┎⇒宅地

ゼ広ゼ┫丘ﾏ南側┎控┎¿┋┏緑ヶ丘┎⇒宅地ゼ

広ゼ┃┆い┫ﾏﾎü側┲控┇炊┞┬〞耘地┎中窮┲

袷東ズ┩南西へ 教法寺川┎最¿流ゼ小ビ┊谷川

┈┊┃┆ 地姿┋英わボ┊ゼ┩ﾎ少ブ蛇行ブ┆流

┬½┫ﾏ 

バ┎耘地部┏ ┊─┩ズ┇┏ケ┫ゼ┇バ├バ┎傾

斜地┇ﾎいヂ┄┋┢〃譬┋囲ε┩┬〞耘地ゼ東西

┋広ゼ┃┆い┆ﾎ川┋沿┃┆南西側ズ┩袷西┎端

┞┇伸┓┫本道┈耘地┎中窮部 川ズ┩袷西へ繻

┎集落へゼデ┲登┫道ゼケ┫─デ┇ﾎケ┈┏そ┬

中西睦夫
スタンプ



〝┬┎耘地┲囲ε┫侘道ゼいヂ┄┢┡ヅ┩ビ┬┆い┫ﾏ  

周囲┎丘┤山┲ε┪開い┆腓┩┬〞ニュヸタ┽ンゼ広ゼ┫中┇ﾎババ─デゼ 囲亶操齢┢ビ┬ペﾎ妥┎田舎┎記憶┲そ

┃ヂ┪そ┎┞┞ﾎ┈┉┡┆い┫┨う┊耘地ゼ広ゼ┃┆い┫┎┇ベﾏ 

    

   

教法寺地囲┏小ビ┊山┤丘ゼ入┪彿┳─畊譬┊地貫┇ケ┫バ┈┲揆え┫┈ﾎガ々┏率い V 袈┎谷筋ゼε┪開ズ┬〞┎

┇┏┊いズ┈正憲ビ┬┫┎┇ベゼﾎ┊┳┈┢不思窕┊地姿ﾏ硹┏〞〞┩┎山蔆┲思い符ズ┙┊ゼ┩ﾎ┊┳┎根壬┢┊ヂ

地姿┎面白ビズ┩ﾎババ┏ゾ┃┈妥┋ε┪開ズ┬ﾎ多ヂ┎人ゼ⇒┳┇い〞場所ﾏそ┬ゼﾎ┞〞ﾎ耘地┋戻┃┆い┫┈阿

手┋思┃┆い┫ﾏ 

バ┎地┋⇒┟─ブ┆ﾎ鰒鰌裟┲超え┆い┫┎┇ベゼﾎい┄┢気┋┊┫場所┇ﾎ時々控½┋降┪┆ﾎ周囲┲眺┡┆┏ﾎ  

そ┬バそ尸菜┟〞い┊耘地散策┲瞳ブ┳┇い┫ﾏ  

┞〞ﾎ硹┎⇒┠榿草山ズ┩柏面┋眺┡┫高取山へ┏ﾎバ┎控½┋降┪┆ﾎ┞┃ベヅバ┎耘地┲横遭ブ┆ﾎ緑ケ丘へ登┬

┐高取山へ┎最短╊ヸスﾏ┇┢ 通梱┏控┲降┪┫道ゼ┊い┎┇ﾎ╊┎袈型┋耻回ベ┫〞┡ﾎ一度⇒宅┎西側┲糘┫神



戸ヷ¡木線┲南┋½┃┆ﾎ悧ケ丘┎西┎入┪瓜ズ┩悧ヶ丘┘入┪ﾎ悧ケ丘┎中央部高取山┎山腹┋取┪付デ┫葭路山ツ

園冩山瓜ズ┩西ヅ亟全山縦走路┋入┪ﾎ高取山┘冩┫ﾏ 

バ┎ベ┪鉢状┎農地┲横断ブ┆悧ヶ丘┘冩┬┬┐ﾎ高取山┘┎最短コヸ]┋┊┪ﾎバ┎擂鉢状地形┎農地┎散策┇┏周

┪┲眺┡┊ゼ┩ﾎ悧ヶ丘┘┎冩┪瓜ゼ┊いズ┈星ベ┎┇ベゼﾎ＜┞┇┨う見┄デ┞ボ┳┇ブ〞ﾏ 

 

昨裟 神戸新聞┎報膺ズ┩ バ┎ベ┪鉢状地形周辺┎いヂ┄┢┎谷筋ゼﾎ幕竹 神戸開港┲支え〞亜炭┎整炭地┇ﾎ 

ツ開ビ┬〞絵轄や地轄ズ┩バ┎谷筋┢｠┎一┄┇ﾎ整炭地┎中心的┊場所┈知┬┞ブ〞ﾏ  

ズ┄┆┎ﾘ〞〞┩鉄山ﾙゼ｠う┇ケ┃〞┨う┋ﾎバ┎谷筋┋┏い

ヂ┄┢┎整炭坑瓜┈┈┢┋ﾎ川筋┎丘や山ゼε┪開ズ┬ﾎ亜炭ゼ

整取ビ┬┫┈┈┢┋ 諸施設ゼ立━並┳─┈イメヸ[ビ┬ﾎ｠┎

痕跡ゼ＜┎地形┈┊┃┆残┃┆い┫┎┇┏?? 

イメヸ[┲膨┩┞ボﾎ 山甼┋沿

┃┆ 急┋崖ゼ伸┓ﾎベ┪鉢状┎

段々┋複雑┋入┪組┳─鎖地ゼ

広ゼ┃┆い┫バ┎Ö思議┊地形

┲一人┊┳┈┊ヂ理解┇ゾ〞┈ﾏ 

  

 

 

      参考  幕竹神戸┎街┋炭鉱 !!  神戸開港┈密接┋関係ブ〞ﾘ幻┎神戸石炭ﾙ  

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

               http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1604kobesekitanweb.pdf           

                             2016.3月12属 神戸新聞┎記事┨┪       

   

＜裟┋┊┃┆ﾎ偶然バ┎ﾘ車集落┎農地ﾙ┎畦膺ズ┩南┎悧ヶ丘┘横断ブ┆ﾎ崖┎¿┘直接冩┬┫畦膺ルヸトゼケ┫バ

┈┲知┪ﾎポ┒ 近いう━┋ 若草山ズ┩バ┎農地┲横断ベ┫最短コヸ]┇ 高取山┘冩┭う┈ﾏ   

特┋意味┢┊い┎┇ベゼﾎ1/25000┎

地轄┲眺┡┊ゼ┩バ┎最短コヸ]┋興

味津々ﾏ   

━┧う┉真向い┎悧ヶ丘葭路山ツ園ズ

┩尾根┲直冩ベ┫西ヅ亟全山縦走路妙

法寺冩┪瓜┲冩┬┐ﾎ私┎住┠若草山ズ

┩高取山┘┎最短┎コヸ]┇ケ┫ﾏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1604kobesekitanweb.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1604kobesekitanweb.pdf


2. 若草山ズ┩最短ルヸト┇ 南┋｠┓え┫高取山┲冩┫ ﾜ1ﾝ 

 2.1. ベ┪鉢鎖底┎人家┎┊いÖ思議┊農地域┎中┲横断ブ┆ 悧ヶ丘┘  

 

鰄月鰆鰮属┎午後 若草┎自宅ズ┩ ┞┃ベヅ高取山┘向ズ┃┆ﾘ車集落┎農地ﾙ┲横断ベ┫最短コヸ]┋挑戦ﾏ 

最近┏悧ヶ丘┎東┎端 風早┎乗越ズ┩飛竜寺霊園┎参膺┲冩┃┆┦ヂバ┈┢多い┎┇ベゼﾎ＜属┏久ブ┖┪西ヅ亟全

山縦走路妙法寺冩┪瓜ズ┩┎高取山┘冩┫ﾏバ┎膺┢久ブ┖┪┇ 楽ブ┟ﾏ  

若草┎崖┎縁┋ケ┫若草小学校横ズ┩南┎高取山┲眺┡┆]タヸト┋ﾏ 

 

若草山ズ┩最短ルヸト┇高取山┘ルヸト轄(冩山路ヷ½山路併記) 2017.5.16.   

崖½┎Ö思議┊谷筋ﾘ車集落┎農地ﾙ┲横断ブ┆ﾎ高取山┘    



  

以前┏ババズ┩そ┎┞┞½┎段々┋囲ε┩┬〞耘園ゼ広ゼ┫ベ┪薛濫地姿┎繻集落┎耘地へ降┪┩┬〞┎┇ベゼﾎ急┊

控┲降┪┆┦ヂケポ道┇ﾎ今┏橲罪ブ┆何回ズ降┪┨う┈ブ〞┎┇ベゼﾎ降┪┬┊いﾏ 

繻┎集落┤榿草┋⇒┠人〞━┋何度ゼそ┬┈┊ヂ聞ヂ┎┇ベゼﾎ½ズ┩┎登┪道┢ストップビ┬┆ﾎ今┏┢う道ゼ┊いﾏ

耻回ブ┆繻┎集落大薄神社┎横ズ┩½┪┫┎ゼ┨い┈いうﾏﾏ  

今日┢ スタヸト┋控┎¿ズ┩ 柏面┋見え┫高取山そブ┆ﾎ匯½┎ベ┪薛濫┎繻集落┎耘地┲眺┡┫〞┡┋ﾎ立┃┆

┟┞ブ〞ゼﾎ耻回ブ┆繻┎集落大薄神社┎横ズ┩½┪┫バ┈┋ﾏ 

 精缺ブ〞地轄┋┏ズ┄┆ダイレクト┋降┪┬〞道躇┎┢┎┢記缺ビ┬┆い┞ベゼﾎﾎ繻┎集落┎中┲抜デﾎ 

大薄神社横ズ┩½┪┫バ┈┋ブ┞ブ〞ﾏﾏ 

 

   榿草山ズ┩最短ルヸト┇高取山へルヸト轄(登山路ヷ½山路∫記) 2017.5.16.   

 ﾜ登山路ﾝ 榿草小横控½旧折瓜-繻集落耻回-繻大薄神社(繻集落┎耘地入瓜)- 繻集落┎耘地横遭-緑粟丘出瓜 

      -緑ヶ丘葭路山ツ園 高取山登山瓜-冐電鉄塔½-高取山稜線-東工-高取山山頂ヷ高取神社 

 ﾜ½山路ﾝ高取神社-愼糘路東展望所-戻┃┆高取神社石段½ズ┩袷へヷ轣磘寺霊園-輾卒乗越-緑ヶ丘-広价橋 

      -神丈¡木線-榿草南入瓜-榿草 喉                                  



  

 榿草┎⇒宅地ズ┩ﾎ一賊西側┎神丈¡木線┋出┆繻大道ズ┩東へ繻集落┎中┲トラバヸスブ┆ﾎ集落┎畔神┇ケ┫ 

 大薄神社┎雕袴前┋出┫ﾏ判裟鰆月1５日叶┎菻要貰姿文粟箝ﾘ捐桿ﾙゼ桿わ┬┫亞悋ケ┫神社┇ケ┫ﾏ14:20  

 バ┎神社┎東ズ┩控½へ½┫坂道┲½┃┆ベ┪薛濫┎耘地貫┋入┫ﾏ 

 坂道┎南┋┏ 邨┎斂ヷ横尾山ゼ集落越ブ┋見えﾎ降┫  

 坂道前方┋┏ﾎ東┋広ゼ┫ベ┪薛濫地姿┎耘地貫部ゼ┟ 

 えﾎ袷東榿草┎⇒宅地┎東端葭谷ズ┩流┬½┫教法寺川ﾏ 

 そブ┆そ┎対公┎控¿┋ケ┫緑ヶ丘┎舵翰高呈┎呈舎ゼ 

 見え┆い┫ﾏ  

 坂┲½┪ゾ┫┈━┧う┉ベ┪薛濫地姿貫┎中窮 いわ┐ 

 済┎部δ 袷東ズ┩南西へ流┬½┫教法寺川┈袷┎控┈ 

 南┎控┲┄┊ヅ┟━┋直ズ┫橋ﾏ━ヅ┫┪┈見渡〞ブ┆ﾎ   

 地姿┲眺┡┫ﾏ 

 ズ┄┆ﾎバ┎袷┎控周耜┏嵯竹 ）緬┲整取ブ〞官瓜ゼ 

 並┳┇い〞場所┈思うゼﾎ段々┋┊┃〞价┈控┋┊┃┆ 

 い┫滾ゼ広ゼ┃┆い┫─デ┇ﾎ司時┎面孜┏ダヂ┊いﾏ 

 

  ベ┪薛濫┎耘地貫中窮┎済┎部δ┋ケ〞┫教法寺川┎端ズ┩ 南┎控 緑粟丘方面┲眺┡┫ﾏﾜ1ﾝ 2017.5.16. 

今┏眉山┎篝耘園ゼ畊譬┋囲ε┩┬┆ 諂段濫┋広ゼ┫篝耘園抛ゼ広ゼ┪ﾎ袷ズ┩南 緑ヶ丘┎控┎方へ耘地┎伉┲抜

デ┆┦道ゼ見え┫ﾏ バ┎道ゼ川┎南側┎主┊道┇ケ┫ゼﾎ控½┎耘地┎間┲┡ヅ┫─デ┇ﾎ控¿へ┏┇┩┬┊いﾏ 



 

  ベ┪薛濫┎耘地貫中窮┎済┎部δ┋ケ〞┫教法寺川┎端ズ┩ 南┎控 緑粟丘方面┲眺┡┫ﾏﾜ2ﾝ 2017.5.16. 

         南┎控┎向バう柏面┋┏ ┉┃ブ┪┈斎┫高取山  高取山西工┎電波塔ゼ見え┫ﾏ 

  ┞〞ﾎ 宋え┆┢┩┃〞繝┊┪ゼ丘┎出瓜┏ 侘道┲〞┉┪┊ゼ┩ 控際┲┢う少ブ西┋行┃〞┈バ┭─┈ 

 

 



橋ズ┩南┎控へ少ブ坂┲登┪ﾎ┕┪ズえ┃┆ 袷側┲眺┡┫┈ﾎ柏面控┎¿┋榿草小学呈ゼ輕┲┎〝ズボ┆い┫ﾏ 

┤┏┪ﾎ控┎部δ┏滾┇ジジわ┬ﾎベ┪薛濫地姿┎中┏ 篝耘園ゼ広ゼ┫耘地┇ﾎバ┎ベ┪薛濫地姿┎中┋┏ 教法寺

川┲┏ビ┳┇ﾎ南┢袷側┢ダ体┋人家┏┊ヂﾎﾎ教法寺川流┬½┫苛一┎出瓜┇ケ┫南西┎教法寺鄂側┋┏ﾎ別┎丘┎

¿┋立┄大ゾ┊ニュヸタ┽ン┎マン‶ョンゼ見え┆い┫ﾏ 

周囲ゼ新ブヂ開冢ビ┬〞ニュヸタ┽ン┇ 痞い┄ヂビ┬┆い┫┎┋ 本司┋不思窕┊場所┇ケ┫ﾏ  

┇┢ そ┳┊麓境┎中┇ﾎ緑┋包┞┬〞尸菜┎┨う┊耘園ゼ広ゼ┃┆い┆ﾎ散策┇ゾ┫ﾏ粃眉┊空間┇ケ┫ﾏ 

 

 

バ┳┊┋広い耘園ゼ広ゼ┫緑┎耘地ゼ箸┃〞齢亞┏何┊┳─┭うズ™™ 

そ┳┊バ┈┏┊い┇ブ┧うゼﾎ卒ヂ┋谷筋ゼ）緬整征現場┈ブ┆ 開冢ビ┬〞バ┈ゼ孜蹕ブ┆い┫┎┇ブ┧うズ?ﾏ  

╁ヸ》ドックス┋揆え┫┈ バ┎地貫┏ 周囲┎山┋炊┞┬〞ﾘ落英ﾙ┇ﾎ川ヷ粥砂迷激┎者┬┫磯誡ズ┩ズﾎ人家┲

建┆┫バ┈ゼ 卒ヂズ┩痰ψビ┬┆い┫┎ズ┢ブ┬┌? いペ┬┋ボ┨ﾎ広ヂ開デ〞大空ゼ広ゼ┫中 手ゼзえ過ダ┩

┬┆い┫ツ園┈┏違いﾎ耘園地恨ゼ箸ビ┬┆い┫┎┏う┬ブいﾏ  

周耜粥砂迷激ズ┩┎艀讒マップ┎      

部δ况抜ゾ出ブ  馭椶┎部δゼ 粥砂ヷ地

滑┪迷激穹菖━┈いうﾏ━┧う┉そ┳┊急

斜面┎落英ゼバ┎場所┎┨う─ 



 

   

                    緑緑ヶヶ丘丘┎┎控控┎┎縁縁┞┞┇┇登登┪┪ﾎﾎ袷袷側側┲┲眺眺┡┡┫┫      22001177..55..1166.. 

 袷側┎控┎縁┋┏ 嵯竹 ）緬┎整征地─┃〞┈いう┎┇ﾎそ┎傅跡ゼ┊いズ星ベ┎┇ベゼﾎ┨ヂわズ┩┊いﾏ 

 〞〞┩跡┇ 山┲江ブ〞至 鎖地┋ポツリ┈箸丘ゼ箸┃〞┪ﾎ段々价ゼ幾段┋┢い┓┄┊姿┇箸┫バ┈ 教法寺川ゼ 

 傾斜┎ゾ┄い谷川┎Ч┋ü側┎段々价ゼ広ゼ┃┆い┫バ┎地姿そ┎┢┎ゼﾎそ┎傅跡ズ┢ブ┬┊いﾏ  

  

一佰南┎端┎亀際┞┇ﾎ价┎伉

┲〞┉┪┊ゼ┩歩ゾﾎ舵翰高呈

┎½┎┈バ┭ズ┩ﾎ宋え┆┢┩

┃〞通┪ﾎ亀┋沿┃┆ 東┋歩

ヂ┈ﾎ控┎¿┎⇒宅┎白いフ┾

ンス┎┈バ┭┋ﾎ小ビ┊諂段出

瓜ゼケ┫┎ゼ見え〞ﾏﾏ 

そ┐┞┇ 来┊い┈見え┌┈ﾏ 



 

緑ヶ丘┎出瓜┞┇登┃┆ﾎ袷側┋広ゼ┫耘地┲ヅ┫┪┈見渡ベﾏ 

┉う見┆┢バ┎ベ┪薛鎖済┎地姿┏山ゼε┪江ビ┬┆人拷况┋姿紹ビ┬〞地姿ﾏ 

本司┋時┲示┬〞ズ┎┨う┊田舎┎輾卓ゼ┨ヂ箸ビ┬┆い〞┈┄ヂ┅ヂ思うﾏ 



2. 若草山ズ┩最短ルヸト┇ 南┋｠┓え┫高取山┲冩┫ ﾜ2ﾝ 

 2.2.  西ヅ亟全山縦走路 悧ヶ丘 葭路山ツ園冩山瓜ズ┩ 高取山┘冩┫   

  

悧ヶ丘┎街中┲抜デ┆ 葭路山ツ園冩山瓜┘向ズう 2017.5.16. 

  

  
 悧ヶ丘┎丘┎住宅地┋¿

ゼ┃┆ﾎ袷┎鵯越ズ┩南┋延

┓┫山甼┲南┘悧ヶ丘┎住

宅地┲トラバヸ]ブ┆ﾎ 

 高取山┎山甼 葭路山ツ

園┎高取山冩山瓜┋出┫ﾏバ

┎冩山瓜┋┏ 西┎須磨ア

ルプ](横尾山ヷ馬┎背)┲東

┋縦走ブ┆ﾎ妙法寺┋½┃┆   高取山┎葭路山ツ園冩山瓜  ベヅ横樹木┎間ズ┩須磨アルプ]ゼ見え┫  

ゾ〞西ヅ亟全山縦走路ゼ妙法      ババズ┩高取山┎山腹┲冩┫西ヅ亟全山縦走路  2017.5.16. 15:09 

寺川ゼ流┬½┫谷筋 神戸¡木線 妙法寺┎街┲クロ]ブ┆ﾎビ┩┋東┘ 冩┃┆ゾ┆バ┎葭路山ツ園┎冩山瓜┈┄┊

ゼ┃┆い┫ﾏ 

何祭┢冩┃〞バ┈┎ケ┫膺┇┇ベゼﾎ岩肌┠ゾ出ブ┎急┊冩┪ゼ続ヂ山膺┈┎郁象ゼ強ヂﾎ最近┏ババ┲冩┫┎┲避デ

┆い┆ﾎ諚δパ無沙汰┎冩山膺ﾏ＜┏┉う┊┃┆い┫┎ズ 楽ブ┟┊冩山膺┇ベﾏ 



    

      樹木┋痞わ┬〞高取山┎山体┲┒〞ベ┩┨プ登┃┆┦ヂ 2017.5.16.    

久ブ┖┪┎教法寺葭路山登┪瓜ズ┩┎高取山愼糘路ﾏ  

ズ┄┆┏ ┢┃┈┠ゾ出ブ┎パ┄パ┄ブ〞登山道┈  

思┃┆い┞ブ〞ゼﾎ道ゼ諚δ操なビ┬┆い┫ﾏ  

痲界┎開デ〞岩場┋冐電鉄塔ゼケ┪ベヅ横┋行デ〞┈ 

思い┞ブ〞ゼﾎ今┏╊ヸスズ┩休┬┆い┫ﾏ 

本司┋┨ヂ操なビ┬〞愼糘路┋┊┃┆ﾎ 

印象ゼダヂ違うﾏ 

 

岩肌┠ゾ出ブ┎橲々ブい道┲控┎縁┋┨プ登┫┈  

一気┋痲界ゼ開デﾎ周耜ゼ見え┞ブ〞 

 

      

   バ┎岩┲┨プ登┫┈痲界┎開デ〞控┎端 ┇┢ババ┲碓対方向へタヸンブ┆┞〞樹木┎中へ登山道ゼ続ゾ┞ベﾏ  

     控ズ┩┏西側┎横尾渇地┎斂┋ 東山ヷ山┎斂ヷ横尾山 西ヅ亟┎山並┟ゼ見えﾎ一惹入┬┫ﾏ 



     

    南西側ゼ開デﾎ横尾山ズ┩山┎斂へ急┊岩場┲一気┋½┫西ヅ亟┎愼糘路ゼ┨ヂ見え┆い┫ 2017.5.16. 

 

 高取山┤諞┎横尾山┎登山道沿い┏‶イ┤黝黶┊┉┎明┫い樹林┎中┇ﾎ今┏特┋新緑ゼ美ブいﾏ 

一方ビ┩┋西┎高倉山ズ┩捉振┪山へ┎登山道┏日差ブゼ菰ゾ┋ヂい椶┎鮪いヤツメ╃‶┎抛生地┇ﾎ諚δ術プゼ違うﾏ 

神丈┏一時┏ド山─┃〞┎┲島林┇緑┲回事ブ〞┈聞ヂ┎┇ﾎそ┳┊差ゼ愼糘路┋橙┢出┆い┫┎ズ™   

    



  

          愼糘路┎傾斜ゼ段々緩ヂ┊┃┆ 高取山┎山頂部┢近い 2017.5.16.   

 登┪─ブ┆ 鰒鰌δ┛┉┇稜線┋出┫ﾏ 南側ゼ開デﾎ南西┎躅砹芙公┋腱┊┫躅砹┹ルプスズ┩捉振┪山┎ 

 西ヅ亟┎山┎腱┊┪ゼ見えﾎ 躅砹┎芙ゼズベ┳┇い┫   

 

    南西┎躅砹芙公┋腱┊┫躅砹┹ルプスズ┩捉振┪山┎西ヅ亟┎山並┟┎手前┋横尾渇地┎⇒宅地 

  ┞〞 濠直½┋┏ 率い谷筋┲南┎板潔へ½┫神丈¡木線沿いゼ見え┫場面┢ﾏ2017.5.16. 15:37 

   

少ブ場所┲ペ┩ブﾎ劭┲Η┩ベ┈ 豼┎中┇ う┃ベ┩ 物路巷┤ 躅砹┎芙公┢見え┆い┫   



東へ樹林┎中┲抜デ┫┈高取山┎頂¿部 

電波塔┎ケ┫高取山西工┎½┇ﾎ硥汰寺ズ┩岩

尾根(高取山甬南尾根)┲登┃┆ゾ〞道┈英流ベ

┫ﾏ½┎板潔側┎神丈¡木線ズ┩┢┨ヂ見え┫

岩尾根┇ﾎ一度登┃〞バ┈ゼケ┫┎ズ?  神

丈ヷ¡木線側┎取┪┄ゾゼ┨ヂわズ┩ペ┇ベゼﾎ

岩稜┋登山道ゼ付い┆い┫ﾏ┞〞 今度星ブ┆

┟┨うﾏ 

 

西工┎山頂部┋┏½ズ┩┨ヂ見え┫電波塔┎┛

ズ橲愉神社ゼケ┪ﾎ粹い雕袴ゼいヂ┄┢立┃┆

い┫ﾏ愼糘路┏西工┎頂¿部┲┞い┆ 高取神

社┎ケ┫東工へ向ズう┎┇ベゼﾎ 

  頂¿部┲巻い┆ﾎ東┎橲愉神社┎ 参道ズ┩ﾎ橲愉神社┎境内ズ┩西工┎頂¿┋ケ┫電波塔へﾏ 

 

        丑搏工┎高取山 西工山頂┋ケ┫橲愉神社┎雕袴┈電波塔  2017.5.16. 

西工┎頂¿┏電波塔ゼケ

┫┎┟ﾎ樹木┎間ズ┩卓椶

ゼ漢間見え┫碌度ﾏ┢┃┈

┢橲愉神社┎境内┋展望

台┢ケ┫┎┇ベゼﾎ今日┏

電波塔┲砬認ブ┆愼糘路

┋戻┫┈西┈東┎工┎跫

部ﾏ ババズ┩ゼ東工高取

神社┎神貫ﾏ 

愼糘路┎わゾ┋いヂ┄┢

閏い石砡┈神貫┎玻示板

ゼ立┃┆い┞ベﾏ  

ケへ進┠┈東工┎½┋出

┆ﾎ濠手┋粹い雕袴┈┈┢

┋頂¿┋┞┄┩┬〞多ヂ

┎神々┎硚へ向ズう急┊

石段ゼケ┪ﾎ石段┲登┩ペ

┞┃ベヅ進┠┈大阪戊沿

公┤神丈┎街┎大展望ゼ見┩┬┫展望所ﾏそ┎前┋高取神社┎本鳩ゼケ┫ﾏ 

今日┏ 久ブ┖┪┋石段┲登┃┆東工┎頂¿へ┞わ┃┆ズ┩ﾎ高取神社へﾏ 



 

 

 榿草┎榿草小学呈横┲出冢茂┋ブ〞ﾘ榿草-繻ベ┪薛濫地姿┎耘地貫-緑ヶ丘┎横遭 そブ┆教法寺葭路山ツ園登山瓜 

 ズ┩┎高取山山腹登山ﾙ┎高取山直線况クロスロヸド┎最短ルヸト ┽╁ヸク約鰈時間纂┇臉紹ﾏ(教法寺葭路山ツ 

 園登山瓜ズ┩ 高取山頂¿┞┇約鰆時間) ﾏ 一度歩い┆┟〞ズ┃〞ルヸト┎劭况臉紹┇ベﾏ 



 

    

           東┋┏遠ヂヅ亟┎山並┟ヷ神戸┎街ヷ大阪湾ゼ遠望 2017.5.16.  

 

   眼½┋神戸長于┎街 ｠┎向バう┋┏対岸┎泉南┎山┲ズベ┞ボ┊ゼ┩大阪湾ゼ広ゼ┫大展望 2017.5.16.   

    

  約約22時時間間ほほどど    若若草草かからら高高取取山山へへ  北北かからら南南へへのの最最短短ルルーートトwwaallkk  達達成成  1166::0022  



懇┪┏最近┎散策╊ヸス 高取山┎玻参道石段┲½┪┆ﾎ 樔采┎横┲袷側へ折┬┆ﾎ高取山┎袷東側 轣磘寺霊園┲

抜デ┆ﾎ輾卒乗越ズ┩緑ヶ丘へ出┆ 懇┫ﾏ 

参道┲そ┎┞┞少ブ東へ抜デ┫┈高取山┎東側 神丈ヷ、山方面┎街┲眺┡┫展望台ゼケ┫┎┇ﾎ聶┞┇行┃┆ズ┩懇

┫バ┈┋ﾏﾎ 

 

  高取山 高取神社路┎南側┎玻参道  判日卒朝登山┇┋ダわう長田ズ┩登┃┆ヂ┫参道┇ベ 2017.5.16. 

  

                 高高取取山山山山頂頂部部東東端端┎┎展展望望所所ズズ┩┩┎┎展展望望    22001177..55..1166..  1166::1122        

                高高取取山山┎┎東東  輾輾卒卒┎┎乗乗越越ズズ┩┩、、山山ヷヷ長長田田へへ½½┫┫谷谷筋筋ゼゼ一一望望    

                谷谷┲┲½½┃┃┆┆ヂヂ┫┫神神丈丈電電鉄鉄┎┎電電繻繻ゼゼ見見ええ┫┫斂斂至至┋┋┏┏櫻櫻水水山山ズズ┩┩蝉蝉摧摧山山ヷヷヅヅ亟亟山山┞┞┇┇┎┎山山並並┟┟ゼゼ一一望望      

        

                  高高取取山山┎┎袷袷側側┎┎山山腹腹  轣轣磘磘寺寺霊霊園園┲┲抜抜デデ┆┆  輾輾卒卒┎┎乗乗越越へへ降降┪┪┫┫  22001177..55..1166..  

  

  

        



 

┢う 仇巽┬ 輾卒┎乗越  久ブ┖┪┋教法寺葭路山┎登┪瓜ズ┩歩い┆ 新閔┇ブ〞ﾏ 

岩肌┲┨プ登┫┎ゼい┤┇ﾎ━┧┃┈掃臟ブ┆い〞道┇ベゼﾎ良ヂ操なビ┬┆歩ゾ┤ベい道┋ﾏ       

┞〞ﾎ榿草ズ┩ﾎ高取山┞┇ﾎ今┞┇直┋歩い〞バ┈┎┊い念願┎南袷最短╊ヸス 新閔┇瞳ブい╊ヸスﾏ 

┤┃┑┪短い┊カヷヷヷヷ┈ﾏ  

バ┬ズ┩┏━┧ヂ━┧ヂ 繻集落┎耘地┎道┋降┪┆┟┨う┈満足術い┃┑いﾏ 

                   仇日┲ケ┓┊ゼ┩ﾎ緑ヶ丘┎坂┲½┫ﾏ   2017.5.16. 仇  

                

┞〞ﾎ不思窕┊人拷况地姿 繻集落┎耘地 

い┄┢¿ズ┩見½┭ブ┆┐ズ┪┇ブ〞ゼﾎ 

今回┏プ┃ヂ┪┈ 周┪┲見┊ゼ┩耘園ゼ広

ゼ┫中┲歩デ┞ブ〞ﾏ                    

┉う┢ﾎニュヸタ┽ンゼ広ゼ┫前┎時代┎傅

跡ゼ箸┫街道筋┇┏┊いズ?  

嵯竹 神丈開辺┋訣Üブ〞最短地┎傅跡ゼ率

い谷間┲バ┳┊┎┉ズ┊田園地┋変え〞┨う

┋┢思うﾏ  

田舎┎田園へタイムスリップブ〞┨う┊田園

┈そ┎ケポ道ﾏ バ┬ズ┩┢時々walking ┎

道┋ﾏ 繻集落大薄神社┎大楠┋避┳┇┦ヂ仇

日┋向ズ┃┆ ┖┩┖┩ 侘道┲榿草へ  

バ┎教法寺界誚 歩ヂ┎┋┏┛┳┈う┋バ┈ズズ┊い┊カヷヷヷ 満足┎今日┎┽╁ヸク┇ブ〞ﾏ  

   2017.5.16.仇 繻集落┎田園地┲避┠仇日┋向ズ┃┆ 懇┪┲急ヅ  Mutsu Nakanishi 

 

                                                



   ﾜ写真アルバムﾝ 京都府┎東南部 渓治茶┎山郷  渓治田原 奥山田┎蔆              

     ハヸト型猪目窓ゼ大人気┎ 正鍵院 ┲訪┍┫ 2017.8.15. 

 

   

  

  渓治茶┎郷 渓治田原 奥山田┎郷┈猪┎目窓ズ┩眺┡┫景色ゼ若者┋大人気┎正鍵院  2017.8.15. 

 茶畑ゼ美ブい細い谷筋┋ケ┫集落┎一番奥 集落┲見畦┫位置┋奥山田集落┎檀家寺ﾘ正鍵院ﾙゼ見え┫  

 新ブヂ新築ビ┬〞客殿┋ハヸト型┲ブ〞猪目窓ゼケ┪ﾎ四季折  々 蔆山┎景色┲楕ブ出ブﾎ茶畑ゼ広ゼ┫山郷┎景色┎ 

 中┋ベ┃┝┪溶デ込┳┇ﾎ心地┨い沈黙┎時ゼ流┬┆┦ヂ┎┲┦┃〞┪┈楽ブ┠ﾏﾏ      

 交通┎便ゼ悪い┎┇ベゼﾎ地域バ]┎便┢ケ┪ﾎ車┇ケ┬┐ﾎ━┧┃┈違┃〞渓治散策 ジベベ┡┎]ポット┇ベﾏ  

中西睦夫
スタンプ



 

      

簾練湖ズ┩流┬½┫渓治川┎東岸┎丘陵地┎山間┋広ゼ┫

渓治茶┎主生産地渓治田原亳ﾏバ┎亳┎一番奥┎小ビ┊山

間┎集落┋ケ┫小ビ┊ジ寺ﾘ正鍵院ﾙ┋＜ 若い人〞━ゼ

多数訪┬┫┈いいﾎ高校生┋┊┃〞孫ゼババ┘連┬┆┦デ

┈いうﾏジ寺┎ハヸト形┎抵子窓┋楕┫景色ヷ並┓┋夏┎

風鈴祭┪ゼ談疫┊┳─┈ﾏ 

渓治田原┎亳┎形ゼハヸト┎形┊┎┇ﾎ新築┎建物┎猪目

窓ヷ抵子窓┲ハヸト型┋ベ┫┈瓜╊ミ┇ケ┃┈いう間┋若

い人〞━┋広ゼ┃〞┈いうﾏ   

渓治田原┏何祭ズ通┃〞バ┈ゼケ┫ゼﾎ渓治茶┎┛ズ┨ヂ

知┩ペﾏ地轄見┫┈確ズ┋渓治田原亳┎形┏ハヸト型ﾏ 

ﾘ正鍵院ﾙ┎場所┏枚方ズ┩信楽┘山間┲抜デ┆┦ヂ閏い

海道筋国道 307 号線┎山間部┋位置ベ┫渓治田原┎東端 

京都府┈滋賀県┎県境┎ベヅ｠┐┎山間┈ベヅ知┬┞ブ〞ﾏ  

何祭ズ信楽┘抜デ〞バ┈ゼケ┫道ﾏ 

孫┎話┋興味津々ﾏ｠ブ┆ﾎ渓治田原┎ジ茶┤長いバ┈行

ズ┌渓治川界隈┢魅力┇ ジ盆┎ビ┊ズ┇ブ〞ゼﾎ8男15

日 家ハ┎車┇渓治田原┎正鍵院┋行┃┆ゾ┞ブ〞ﾏ 

心地┨い小ビ┊山郷┋ケ┫正鍵院｠ブ┆渓治茶┎茶畑 ｠

ブ┆大放水中┎天ヶ瀬ダムヷ鎖等院┋┢行デﾎ┟┳┊大満

足┇ブ〞ﾏ 交通┎便ゼ悪い┎┇ベゼﾎ車┇ケ┬┐ﾎ━┧┃┈違┃〞渓治散策ﾏ ジベベ┡┎]ポット┎紹＞┇ベﾏ  

◎◎正正梹梹院院                                  

    



 1.  GGooooggllee  EEaarrtthh  SSttrreeeett  VViieeww 𤹪𤹪  宇宇治治田田原原  正正梹梹院院へへ癮癮道道ををたたどどるる         

      国道307号┲ 枚方→→京田辺→渓治田原ﾘ正鍵院ﾙ┘ 

枚方ズ┩正鍵院┎ケ┫ 渓治茶┎山郷ﾘ渓治田原 奥山田ﾙ┞

┇┎国道 307 号線┎道┲ google Earth ┎ 衛舵写真ヷ

street view ┎ 写真┇ 〞┉┪┞ブ〞ﾏ 

 随δ道┏改良ビ┬┆い┞ベゼﾎ┊┳ボ閏い街道筋ﾏゾ┃━┪

┈〞┉┫┋┏標識ゼ頼┪┎曲ゼ┪ヂ┍┃〞道ﾏバ┎国道307

号┲枚方ズ┩彦根┞┇〞┉┫┎┢面白い┈ﾏ枚方ズ┩ﾎ東┎

京田辺┋出┆ﾎ渓治田原ヷ信楽┘南山城┎山間部┲袷東┘抜

デ┆近扉┋入┪ﾎ東近扉┎山間┲彦根┞┇結┖閏い街道筋 

国道 307号ﾏ正鍵寺ゼケ┫渓治茶┎山郷 渓治田原奥山田

┏バ┎国道沿いﾏ国道 1 号線枚方批之宮袷ズ┩右手┘国道

307 号線┋入┬┐ﾎ山間┲抜デ┆┦ヂ曲ゼ┪ヂ┍┃〞街道

筋ﾏ 渓治田原┞┇┏一筑道┇ケ┫ﾏ 

┞〞簾練湖東岸┎道ゼ┨ヂ整備ビ┬〞┎┇ﾎケ┞┪使わ┬┊ヂ┊┃〞ゼﾎ近扉ズ┩信楽┲経┆奈良ヷ大阪┘出┫抜デ道

┈ブ┆┨ヂ知┩┬┆い┫ﾏ何祭ズ♂～┇近扉┘出ズデ〞┈ゾ┋通┃〞バ┈ゼケ┫ﾏ 

 

  

   

  渓治田原┎街┲┌デ┫┈袷┎渓治川ヷ大津┘抜デ┫府道783┈┎δ岐 岩山交差点 ビ┩┋東┘進┠┈人家ゼε┬ﾎ   

  トンネル┎ケ┫渓治田原┎東端ズ┩信楽┘┎峠道┋ﾏ 正鍵院┎ケ┫奥山田┎蔆┢┞┢┊ヂ┇ケ┫  



  

渓治田原┎中心街┲抜デ┫┈点々┈茶畑┈小ビ┊集落ゼ怦ヂブ山間ゼ┄┅ゾﾎトンネル┲2┄抜デ┫┈国道改良拷～中

┎高架橋ゼ見え┆ゾ〞ﾏ ババゼ奥山田┎郷┎入瓜ﾏ 高架橋┲潜┪抜デﾎ谷筋┋沿┃〞山裾 集落┎一筑道ゼ南┎奥┘

┈冩┃┆┦ヂﾏ車一台ゼ┤┃┈┎一筑道┇ﾎ谷筋┎一番¿┋正鍵院ゼケ┫ﾏ 

 

  



 

━┧う┉12:00  孫┲載ボ〞伊丹ズ┩175号高槻 枚方大橋 ｠ブ┆国道307号線┇約2時間┇到着┇ベﾏ    

駐車場┎ベヅ¿┎高台┋客殿ゼケ┪ﾎハヸト型┎窓ゼ見えﾎ多ヂ┎人ゼ客殿┋斎┃┆い┫┎ゼ┟え┫ﾏ 

┇┢ 外ズ┩見┫限┪ ハヸト型┎窓┢建物┢┉う┈いうバ┈┊い┊カ┈ﾏ    

私┋┏バ┎ハヸト型┲ブ〞猪目窓┨┪┢ﾎ碓遣側┎山郷┎景色ﾎ 

＜冩┃┆〞茶畑ゼ点在ベ┫山蔆┎集落┎景色┎方ゼ気┋┊┫ﾏ      

振┪返┫┈正鍵院前┎坂┎¿ズ┩┏ 周褐┎山々┎緑┋うペ┢┬┆ﾎ 

＜冩┃┆ゾ〞奥山田┎家並┟ゼ見えﾎ家並┟┎奥┋┏大ゾ┊茶畑ゼ┟え

┫ﾏ＜┋┢雨ゼ降┪出ブ｠う┊空 霧ゼわい┆ 山郷ゼ美ブいﾏ 

正鍵院┲出〞┩ﾎ正面┋見え┫茶畑┋入┬┆┢┩え┫┨う頼┳┇ 

┟┨う┈┢うﾎ次┎楽ブ┟┎算段┢┇ゾ〞ﾏ 

 

 

坂道┎碓遣側┎駐車場┋┢数多ヂ┎車ゼ駐車ブ┆い┫ﾏ  

寺┎周辺┤冩┃┆ゾ〞細い道┎途中┋┢若い女性┲中心

┋数多ヂ┎人ゼい┫ﾏ 

バ┎奥深い山郷┎正鍵院┎人気┖┪┏ベパいﾏ 

バ┬─デﾎ多ヂ┎若い人┲引ゾ付デ┫魅力ゼﾎバ┎ハヸ

ト型┎猪目窓┋ケ┫┎─ﾏ 

ジ｠┩ヂﾎ客殿┋斎┫┈随δ感プゼ随δ違う┎─┭うﾏ 

   興味津々┇ベゼﾎ筑堂┎方┇拝観┎手怦ゾ┲ブ┆ズ┩┇┊い┈客殿┎┛う┘入┬┊い┎┇ﾎ┞ペﾎ筑堂┎入瓜┘ 

   興味津々┎風鈴祭ヷ客殿┎猪目窓ズ┩┎山郷┎景色ゼ楽ブ┟┇ベﾏ 



   2. 正鍵院┎風鈴祭┪┈筑堂┇ 渓治田原自慢┎緑茶┲┨┐┬┫   

 

  

正鍵院┎入瓜┎門┲ヂヅ┫┈ﾎ境ハい┃┑い┋飾┪付

デ┩┬〞風鈴ゼ目┋飛┓込┳┇ヂ┫ﾏ 

日筑各地ズ┩ 2000 ┲超え┫風鈴ゼ集┡┩┬┆い┫

┈いう正鍵院┎風鈴祭ﾏ夏ズ┩初秋┎風物詩┈ブ┆地

元┇┏┨ヂ知┩┬〞閏ヂズ┩┎祭┪─｠う─ﾏ 

バ━┩┲目当┆┋正鍵院┲訪┬┫人┢多い┈いうﾏ    

晴天┋涼ブい風┲呼┖風鈴┎音┲期待ブ〞┎┇ベゼﾎ

ケい┋ヂ┎天候｠ブ┆風┢┊ブ┇ブ〞ゼﾎ鮮┤ズ┊風

鈴┎絵模様┋軒ケ┎風鈴ゼ軽┤ズ┊音┲立┆┆い〞子

供┎バ┭┲思い出ブ┊ゼ┩ﾎ見入┪┞ブ〞ﾏ 

 風鈴┎中┋入┃〞花┎絵模様ゼ特┋気┋入┪┞ブ〞

ゼﾎ境ハ┎一角┇ﾎ絵付デブ┆ﾎﾎ自δ┎風鈴┲作┫催ブ┢行わ┬┆い┞ブ〞ﾏ 気┋入┃〞風鈴┎短冊┲少ブ揺┩ブ┆

┏耳┲澄┞ベﾏバ┳┊┋い┃┑い┎風鈴┲見┫┎┏初┡┆ﾏ風鈴┎短冊ゼ風┋援ズ┬ﾎ一斉┋音┲奏┇〞┩ヷヷヷヷ┈ﾏ 



筑堂右手┎入瓜┇拝観手怦ゾ┲ブ┆ﾎ筑堂┎中┋¿ド┆┢┩┃┆ジ参┪┲ブ〞ケ┈ﾎ筑堂┋斎┃┆ﾎ筑場┎冷〞い渓治┎

緑茶┲い〞─ゾ┊ゼ┩ﾎ境ハ┎風鈴┲┡┇┫ﾏ  

渓治茶┎山郷 ┞─俗粟ビ┬┆い┊い┈いうズﾎ┛┎├┎┈ブ〞心┅ズいゼ伝わ┃┆ヂ┫正鍵院ﾏ 

┦┃〞┪ブ〞静ズ┊空間 若い人〞━┢思い思い┋斎┃┆ 風鈴祭┪┲楽ブ┳┇い┞ブ〞ﾏ 

 

  

  

筑堂┎ハ部濠手┋┏ 正鍵院┎御筑尊秘仏 十一面観音鰺亳指定文粟財鯲

ゼ祭┩┬ﾎ厨子┎中┋臼┡┩┬┆い┆ﾎ 50裟┋1祭開扉ビ┬┫ﾏ┞

〞ﾎ右側┋┏快慶作┎不動明王像ゼ祭┩┬┆い┫ゼﾎ＜回┏修復┎〞┡

奈良┎博物館┋出張中┇見┩┬┊ズ┃〞ﾏ ┞〞ﾎ畳ゼ敷ズ┬〞筑堂┎

ハ部┏参拝者┋開放避デ┆い┆ﾎ碓遣側┏╁ヸプン┎縁側┇ﾎ風鈴ゼ飾

┪付デ┩┬〞正鍵院┎境ハ┈ジ庭ゼ見渡ボﾎ┟┳┊思い思い┎位置┋ベ

わ┃┆ﾎバ┎山郷┎寺┲楽ブ┳┇い┫ﾏ  

不動明王ビ┳┎前┋┏パ真言┲書い〞蓄ゼ｠┃┈書ズ┬┆い┫ﾏ 

私┋┈┃┆┏ ＜裟┎夏┏ジ願いボ┍┐┊┩┌バ┈多ヂﾎ＜日┏い┩┃

ブ┣┩┊いゼﾎ鐘┢叩い┆ﾎ色々気┋┊┃┆い┫バ┈┉┢ジ願いブ┆ﾎ

手┲合わベﾏ┓┃ヂ┪ブ┆ 孫娘ゼ何┲頼┳┇┫┎┈笑う┎┇ベゼﾏ╆リ

]チャン┇ベゼﾎ要┏気持━ﾏ神┢仏┢┟┊液プ ┉バ┇┢い┭い┭ジ願

いブ┆ﾎ手┲合わベﾏ 最┢ ジビい銭┊┉┏ケド┊いブﾎ御籤┢引ズ┊

い┎┇ベゼヷヷヷﾏ 

緑茶┎接待 金鎖糖┎┄い〞緑茶┎セット 拝観料400バ┎中┋含┞┬

┆い┆ﾎ ビッ╆リ┇ブ〞ﾏ 

バ┳┊心┅ズい┢若い人〞━┋人気ゼケ┫┎─┭うﾏ 

風鈴ゼ揺┬┫┎┲眺┡┊ゼ┩ジいブヂい〞─ゾ┞ブ〞ﾏ 

 



 3. 正鍵院 客殿┎猪目窓ズ┩眺┡┫山郷┎夏  

 

正鍵院┎境ハ風鈴┎中┲潜┪抜デ┆ﾎ┲┢う一祭表┋出┆ﾎケ┛┉ ━┩┃┈横目┇見〞正鍵院┎客殿┘ 

い┨い┨ハヸト形┎猪目窓ズ┩┎景色┲眺┡┋行ヂﾏ 

客殿┋ケゼ┫┈目┎前┋ケ┎ハヸト型┎猪目窓ﾏ ┏┃┈掩い寄ボ┩┬┫ﾏ  

客殿┎広間┋┏多ヂ┎若い人〞━ゼﾎ猪目窓

┲取┪褐┳┇ﾎ╂メラ┤]マホ┲ズピブ┆い

┫ﾏ 建物ゼ新ブいバ┈┢ケ┃┆ﾎ眺┡┫景

色ゼベゼベゼブいﾏ   

ハヸト型┋楕┫季節折々┎写真┲撮┪┋若い

人┋大人気┇ケ┫┎┢わズ┫ﾏ 

ケデ放〞┬〞客殿┎縁側ズ┩┏ﾎ緑い┃┑い

┎山郷┎景色ﾏ｠ブ┆ 天井┋目┲向デ┫]

╅板鰆６鰌枚┋四季折々┎花┤人物亶┊┉ゼ

描ズ┬〞天井亶ﾏバ┎村┎人┎絵┢ケ┫┈聞

ヂﾏアイデアゼゲ┫ジ寺┎中┈┏思え┌新感

覚┎客殿┇ケ┫ﾏ 

｠┃┈┆┟┳┊┎後┭┋斎┃┆ﾎ猪┎目窓┎

景色┋見入┫ﾏ 

ハヸト型┎猪目窓┲通ブ┆外┎景色ゼ┟え┫ﾏ 

┞┃〞ヂ♀┎┢┎ゼ┟えペﾎ四季折  々 ハヸ

ト型┎景色┎┟ゼ目┋飛┓込┳┇ヂ┫ケ人┎

知恵ﾏ情報過多┎＜ 心┒ズ┬┫世界ゼバ┳

┊┈バ┭┋ケ┫┈ﾏ 



   

 

   

      緑茶┎山郷 渓治田原 奥山田┎正鍵院 客殿ﾘ猪目窓ﾙ 2017.8.15. 



 

  

 



いズ┋┢現代的┊感覚┈冢想┇ 新〞┋作┩┬〞客殿┈猪窓ヷ装飾天井亶ﾏ  

＜┞┇ 若者┈┏全ヂ縁ゼ┊ズ┃〞郷┎小ビ┊ジ寺┋若者〞━ゼ押ブ寄ボﾎ若者〞━┈┎触┬合い┎中┇ﾎバ┎山郷┋┢

渓治茶┈┏違┃〞魅力┈活気ゼ郷┋┢

及┳┇い┫┈聞ヂﾏ裟寄┪┋┈┃┆┢ 

筑当┋居心地┎良い郷ﾏ 

バ┎アイデア┲実現ビボ〞正鍵院┎住

職┤集落┎人〞━ ベパい┊カ┈ﾏ 

バ┳┊亳興ブ┢ケ┫┎─┈┓┃ヂ┪ブ

┞ブ〞ﾏ新ブい冢想ゼい〞┫┈バ┭┇ケ

┫┎─┈┄ヂ┅ヂ感プ┆い┞ベﾏ 

┇┢ﾎバ┳┊取┪組┟ゼビ[ネ]ヷ┢う

デ主義┋汚染ビ┬ﾎ｠┎魅力┢失わ┬┆

ブ┞うバ┈┢多いﾏ 

都市┋住┠我々┎┿╋ズ┢ブ┬┊いゼﾎ

＜┎状態ゼ一番 居心地ゼいいﾏ 

 集落┎中┲┖┩┖┩歩ゾ〞ヂ┆  

一足ケ┋客殿┲出┆ﾎ山蔆┎景色┲楽ブ┟┊ゼ┩歩い┆坂道½┫ 

 

  4. 正鍵院┎ケ┫山郷 奥山田┎茶畑  

 

     正鍵院┎坂┎¿ズ┩眺┡┫奥山田┎山郷          奥山田┎山郷┎一筑道┇   2017.8.15.      

山郷┎家並┲┦┃ヂ┪散策ブ┊ゼ┩ﾎ集落┎中┘┎坂道┲½┫ﾏいヂ┄┢茶畑ゼ見え┆い┫┎┇ﾎ┉バズ┎茶畑┲見学ビ

ボ┆┢┩い〞い希望┢ケ┫ﾏ  集落┎中┋入┫┈小ビ┊打━鉦┲叩ヂ音ゼ聞バえ┫ﾏ 

昔┉バズ┇聞い〞記憶ゼケ┫┊カ ┈思い┄┄ﾎ┞〞ﾎ茶瓶┲持┃〞人┈ベ┬違い声┲ズデ┫ﾏﾏ          

ﾘジ盆┎精霊送┪┎打━鉦ﾏ茶瓶┏帰┃┆┦ヂケ祖〞━┎┎┉ゼ 乾ズ┌┨うベ┫送┪水ﾙ┈聞ヂﾏ 

鉦┈送┪水 ジ盆 丹後┎墓参┪┎記憶─┈思い出ブ┞ブ〞ﾏ 

 

                 奥山田┎集落┎一筑道┇ 2017.8.15.  

     ＜日┏一日 天候ゼ急変ベ┫一日 ┇┢大降┪┋┏┊┩ペ 山郷┎景色┋変粟┲┄デ┆い┫  



集落┎坂道┎ベヅ西┎丘┋広ゼ┫茶畑ゼ見え┆ゾ〞ﾏﾘ正鍵院ﾙズ┩真正面集落┎奥┋見え┆い〞広い茶畑┇ﾎ 

茶農家 小山ビ┳一家┎茶畑  ｠┬┲見学ビボ┆い〞─デ┫バ┈┋  

 

茶畑┎½ 家┎前┋立┃┆ジ┩┬〞息子ビ┳┋声┲ズデ┆ﾎケ┋½┋降┪┆い〞孫〞━┈┢┉┢ﾎ茶畑┎丘┲見学ビボ┆

┢┩うバ┈┋ﾏ ━┧う┉作業┲終え┆ﾎ茶畑ズ┩パ主人┢降┪┆バ┩┬ﾎ 茶畑見学┎後  バ┎茶畑┇作┩┬〞ジ茶┲

冷茶ヷ緑茶┋ブ┆入┬┆┢┩┃┆ﾎジ茶┎話┤バ┎村┎話┊┉色々教え┆い〞─ゾ┞ブ〞ﾏ  

茶┉バ┭ 渓治田原┇┎┠ジ茶 筑当┋ジいブいジ茶┇ブ〞ﾏ                           

┞〞ﾎラッ╄ヸ┋┢直販ブ┆い┫┈聞い┆ﾎ渓治茶┎筑場 渓治田原茶┢わデ┆┢┩い┞ブ〞ﾏ 



 

  

    

＜┏茶摘┟┎時期┇┏ケ┪┞ボ┳ゼﾎ┨ヂ手入┬ビ┬〞 

小山ビ┳┎茶畑ﾏゾ┬い┊色┲ブ〞渓治田原茶┎葉ゼベ 

ヂベヂﾏ渓治茶┈いう┈玉露ゼイメヸ[ビ┬┫┎┇ベゼﾎ 

玉露挺培┇┟┩┬┫日ゲ┲遮┫黒い覆いゼﾎバ┎周辺┇┏

見┩┬┊いﾏ  

渓治田原┎街中┎国道沿い┋┏ いヂ┄ズ黒い覆い┎ケ┫

茶畑┢いヂ┄ズ見ズデ┞ブ〞ゼﾎ渓治田原┏ﾘ緑茶冢祥┎

地ﾙ 緑茶┎挺培ゼ主─ズ┩─｠う─ﾏ 

茶畑┲降┪┆ゾ┆ﾎ小山ビ┳パ夫妻┋渓治田原┎ジ茶┲

色々入┬┆い〞─ゾﾎ渓治田原茶┎バ┈┤バ┎渓治田原┎

街 ｠ブ┆ 多ヂ┎若者ゼ正鍵院┋訪┬┫┨う┋┊┃┆ バ┎奥山田┎集落┋活気┈変粟ゼ出┆ゾ〞バ┈┊┉ 楽ブヂ

ジ聞ゾブ┞ブ〞ﾏ入┬┆い〞冷茶ゼ筑当┋ジいブズ┃〞ﾏ┞〞ﾎ正鍵院┎取┪組┟ゼバ┎集落┎一大亳興ブ 村┎人〞━

┢喜┳┇ジ┩┬┫┎┢う┬ブいﾏ 



   ◆ 茶畑┲見ボ┆い〞─い〞小山ビ┳一家ゼﾘ茶農 喜濠衛門ﾙ┈ブ┆ 

       息子ビ┳ゼ紹＞ビ┬┆い┫ペヸ[┲インタヸネット┇見┄デ┞ブ〞 

 

http://musubino-kyoto.co.jp/interview/kizaemon.html 

          

    

  

                              

         https://youtu.be/xbVgUq5NfPM 

            

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

突然ジ願いブ〞茶畑見学┲心地┨ヂOKブ┆い〞─い〞小山ビ┳パ一家ﾏ                        

筑当┋う┬ブいジ茶┎山郷┇┎出会い┋┊┪┞ブ〞ﾏ                                 

家ハ┊┉┏直販┢ブ┆ジ┩┬┫┈聞い┆ﾎ小山ビ┳┎渓治田原茶┲δデ┆┢┩┃┆大喜┓ﾏ  

正鍵院ヷ渓治田原茶山郷┎風景┋加え┆ ┢う一┄小山ビ┳┎茶畑┲訪┍┫魅力ゼ加わ┪┞ブ〞ﾏ  

 

小山ビ┳┎茶畑見学┲終え〞┎ゼﾎ13時半頃  

 満足感い┃┑い┇引ゾ返ベバ┈┋ﾏ  

帰┪┋渓治田原┇ﾘ渓治田原茶ﾙ┲買う用ゼ┊ヂ┊┃〞

┎┇┉バズ┩┇┢帰┬┫ﾏ 

孫ゼﾘババ┞┇来┆┞─時間ケ┫┎┇ ポ┒渓治┎鎖等

院┋立━寄┃┆┛ブいﾙ┈いうﾏ  

｠┬┊┩少ブ遠回┪┋┊┫ゼﾎ久ブ┖┪┋渓治川ライン

沿い┲走┃┆喜撰山┎冢電所ズ┩近畿┎水ゼ┡ 天ヶ瀬

ダムズ┩渓治┘出┆ﾎ鎖等院┘┈ﾏ 

━┧┃┈遅いデ┉渓治┞┇約1時間┛┉ 渓治┇ジいブ

い┢┎食┙┨うヷヷヷヷ┈┒｠ズ┊私┎渓治川ライン周

┪┎計亶┋乗┫ﾏﾏ 渓治┘┎道┲知┫┎┏私─デ┊┎┇決┞┪ﾏ 

最┢家ハ┢孫┢渓治川ライン┢天ヶ瀬ダム┢気乗┪薄┇ブ〞ゼﾎ私┋┈┃┆┏ バ┎渓治川沿い┏渓治ズ┩南郷┞┇何祭

┢歩い〞道 久ブ┖┪┇ベﾏ 

小山ビ┳パ一家┎息子ビ┳ゼジ話ブビ

┬┆い┫動亶ゼ掲載ビ┬┆い┞ブ〞ﾏ 

ゼ茶農┈称ブ┆ジ┩┬┫小山パ一家┎

ジ茶挺培┋ズデ┫思いゼ語┩┬┆い┞

ブ〞ﾏ 

渓治田原茶┎談疫┊パ一家┎茶畑┋飛

┓込┞ボ┆┢┩┃〞┎─┈┓┃ヂ┪ブ

┆い┞ベﾏ  

 

http://musubino-kyoto.co.jp/interview/kizaemon.html
https://youtu.be/xbVgUq5NfPM


  5. 帰┪┋立━寄┃〞渓治川   袷┎渓治川ライン┋出┆ﾎ天ヶ瀬ダムヷ渓治┎鎖等院┋立━寄┃┆帰┫   

    1. 関西┎水ゼ┡ 放水中┎渓治川天ヶ瀬ダム   2. 渓治鎖等院                  

 

1. 関西┎水ゼ┡ 放水中┎渓治川天ヶ瀬ダム 

ﾘ天ヶ瀬ダム┏関西┎水ゼ┡ バ┎ダムゼ決壊ベ┫┈淀川決壊┎大洪水ﾏ 簾練湖ズ┩┎水┢ダメﾏ─ズ┩ ダム′イト

┋┏ 武器┢┃〞監視官ゼ一人┒┈┪ダム′イト┲渡┫┎┲検査ベ┫関西┎最菻要ポイント┤ﾙ┈説明ブ┆┢ﾘ┕～┳ﾙ

┈┟┳┊┞┃〞ヂ気乗┪薄ﾏ 早ヂ見┆ 渓治┘ 早ヂ行バう程祭ﾏ  

┇┢ 天ヶ瀬ダム┎大放水┲見┆ﾎ┟┳┊┓┃ヂ┪大興奮┇ブ〞ﾏ  

 

ダム′イト┎監視員┏警備

会社┎人┋代わ┃┆ﾏ┠ズブ

┎物々ブビ┏┊ヂ┊┃┆い

┞ブ〞ゼﾎ┤┃┑┪ﾎダム′

イト┲渡┫全員┎チ┾ッ╆

┏怫怦中ﾏ 

ﾘ＜ダム┏大放水中 ┞┢

┊ヂ放水終わ┫┎┇ﾎ ┏┨

ダム′┘ﾙ┈教え┆ヂ┬┫ﾏ  

不稽定┊天候ゼ怦ヂ＜裟┎

8男ﾏ ＜日┢ヂ┫ヂ┫変わ

┫天候┇ﾎ簾練湖┋┢大量┎

雨ゼ降┃┆ 緊急放水ゼ行

わ┬┆い┞ブ〞ﾏ¿½┋ 3

門ペ┄ 6 門┎╉ヸトゼケ┫

天╈瀬ダムダム3門ゼ全開ﾏ 

轟音┲轟ズボ┆┎大放水ﾏ見┫┎┏初┡┆ﾏ｠┎迫力ベパい┢┎┇ブ〞ﾏ  



 

 



関西癮水疰め関西癮水疰め 放水中癮宇治川天ヶ瀬ダム放水中癮宇治川天ヶ瀬ダム ダム堰堤を渡っ瘳反檮側㽷らダム堰堤を渡っ瘳反檮側㽷ら 2017.8.15.2017.8.15.

   

  

 

 



 

    

    2. 渓治鎖等院    

 

  渓治鎖等院鳳凰堂 2017.8.15.  

  渓治┎街┋┏┤┃┑┪観ゲ客┇い┃┑い 渋滞┋巻ゾ込┞┬┆    

  16:00━┧┃┈前 鳳凰堂┎ハ部┋┏残念┊ゼ┩ハ部┘┏ 

  入┬ペ┇ブ〞ﾏ 

  觀弥觚様┎ジ顔┏  

  ブ┃ズ┪拝観┇ゾ┞ブ 

  〞ﾏ  

 

 

 



  
 

      

   ＜┋┢崩┬｠う┊天候 ｠ブ┆ジ盆┎真┃最中┎ 渓治茶┎山郷 渓治田原 正鍵院walk 

      ┉う┊┫ズ┈思い┞ブ〞ゼﾎ心地┨い小ビ┊山郷┋ケ┫正鍵院ﾏ  

   興味深々┇┆ズデ〞ハヸト型┎猪目窓┲通ブ┆眺┡┫渓治茶┎山郷┎景色┎ビわ┤ズビﾏ｠ブ┆風鈴祭┪┢ﾏ 

   街中┎イベント┇┏感プ┩┬┌素朴┊ビわ┤ズビﾏ一味┢‖味┢違┃〞新ブい冢見ﾏ 

   ]マヸトフ╁ン┐ズ┪見┆い┫┈批判ベ┫若い人〞━┎感性┢再認識ﾏ 

   ｠ブ┆ ｠ブ┆大放水中┎天ヶ瀬ダムヷ鎖等院┋┢行デﾎ┟┳┊大満足┇ブ〞ﾏ  

   交通┎便ゼ悪い┎┇ベゼﾎ車┇ケ┬┐ﾎ━┧┃┈違┃〞渓治散策ﾏ山郷┎walk 

     高校生┎孫娘┋教え┆┢┩┃〞山郷 渓治田原  ジベベ┡┎]ポット┎紹＞┇ベﾏ  

 

                          2017.8.15. by Mutsu Nakanishi 



 

          瓺瓺  参参考考      宇宇治治川川界界隈隈        CCoouunnttrryy  WWaallkk    bbyy  MMuuttssuu  NNaakkaanniisshhii      𤭯𤭯  

         1.  京都 桜 Walk 2012  宇治平等院癮桜  2012.4.12.  

       http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1205kyosakura00.htm  

         2.   関西最初癮大型揚水 発電所 瓖喜撰山発電所瓘を訪㿗瘳 宇治川Walk   2009.5.10.  

     http://www.infokkkna.com/ironroad/2009htm/iron5/0906kisenyama00.htm  

 

             

 

 

     

       渓治茶┎山郷  渓治田原 奥山田┎蔆 ハヸト型猪目窓ゼ大人気┎ 正鍵院 walk     

      

 

http://www.infokkkna.com/2012htm/walk9/1205kyosakura00.htm
http://www.infokkkna.com/2009htm/iron5/0906kisenyama00.htm


    京都府立植物園 京都半日会  2017 京朝顔展   2017.7.30.  

 
         京都府立植物園 夏恒例┎イベント 

   

 

       ﾜ1ﾝ 京都半日会 京┎夏┎風物詩 京朝顔展 

       ﾜ2ﾝ ﾘ┠ブ┎目展 - 虫┎目ゼ視┫花┎姿┈彩 - 紫外線照射下┎花 ﾙ  

       ﾜ3ﾝ アフリ╂ バ╁バブ┎花 鑑賞会  

 

     遅┬┆い〞庭┎朝顔ゼ咲ゾ始┡〞７月末 毎年楽ブ┟┋ブ┆い┫京朝顔半日会┎ﾘ2017朝顔展ﾙ┎ 

   案内┲戴ゾﾎ今年┏┉┳┊朝顔┋出会え┫┎ズ 楽ブ┟┇ﾎ７月３０日 久ブぶ┪┋京都府立植物園 

   ┋出ズけ┞ブ〞ﾏﾏ  

    同プこ┎時期┋ 植物園温室┎アフリ╂ バ╁バウ┎木┢大ゾ┊白い花┲つけ 

     ┫ﾏ今年┏咲い┆い┫┎ズ?  

    ┞〞ﾎ家内┎友人ズ┩ ﾘ虫┎目展ﾙ┢開催中┈┎案内┢い〞─い〞ﾏ  

    紫外線や青ゼ┨く見えﾎ赤ゼ┨く見え┊い┈いう虫┎目┎世界  

    ┉┳┊展示┊┎─┭うズ? 

 

     毎年 楽ブ┟┋ブ┆い┫京都府立植物園┎夏┎展示ﾏ   

     同プパタヸン┎京朝顔展やバ╁バウ┎白い花┎スライド写真ゼ 

      主┇ベゼﾎ今年┏虫ゼ眺┡┆い┫世界┎   写真┢ﾏ 

    ベゼベゼブい夏┎一日┎一コマ┲ズ┳プ┆い〞─け┬┐┈ 

 

中西睦夫
スタンプ



          ﾜ1ﾝ 京都半日会 京┎夏┎風物詩 京朝顔展 

 

 

  



 

京都半日会 京┎夏┎風物詩 京朝顔展 2017.7.30. 京都府立植物園┇ 



 

   こ┬┢┟┳┊朝顔 変化朝顔┎花ヷ葉┎変化┲楽ブ┠ 2017.7.30.京都府立植物園 京朝顔展┇ 

 



 

   

   

 



      ﾜ2ﾝ ﾘ┠ブ┎目展 - 虫┎目ゼ視┫花┎姿┈彩 - 紫外線照射下┎花 ﾙ  

          ﾘ虫┎目ゼ視┫花┎色┈姿ﾙ┲テヸマ┋花┎可視光線┈紫外線照射写真┲比較展示 

             

 

            http://mushinomephoto.web.fc2.com/index.html  

http://mushinomephoto.web.fc2.com/index.html


  

 

 

 

 



 

 



         ﾜ3ﾝ アフリ╂ バ╁バブ┎花 鑑賞会  

         夏┎こ┎時期 毎年大ゾ┊白い花┲咲ズせ┫バ╁バウ┎木 今年┏┉う─┭うズ?  

         バ╁バ╁┏夜┋花┲咲ズせﾎ午後┋┏ﾎ黄┐┳┇ブ┞い落下ベ┫  

         入口┇確ズ┡┫┈ 今日┏大ゾ┊花ゼ咲い┆い┫ゼﾎ┢う午後 少ブ黄┐┳┇い┫ズ┢ヷヷヷヷ┈ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



   

 

 

 



 

 

ﾜ参考 風来坊 Country Walkﾝ   

1. 2016 朝顔帳 夏┎朝┲爽やズ┋ブ┆く┬┫朝顔 毎朝ゼ〞┎ブ┟┋ 2016 盛夏 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1609asagao00.htm  

2. 2016 京都半日会 京朝顔展 京都府立植物園  2016.8.2.  

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1609kyoasagao00.htm  

3. 2014  京都半日会 京朝顔展 朝顔帳 京都府立植物園  

併せ┆ アフリ╂ﾘバ╁バブﾙ┎巨樹ゼ白い花┲咲ズせ┆い┫┎┢見┞ブ〞        

● http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/2014walk/14walk14.pdf 

● http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/walk11/1409kyoasagao00.htm  

 

加茂川┎土手ズ┩比叡山┲┊ゼ┡┊ゼ┩  

by Mutsu Nakanishi  

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1609asagao00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1609kyoasagao00.htm
http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/2014walk/14walk14.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/walk11/1409kyoasagao00.htm


 2017年夏 庭の朝顔帳 2017.8.10. 

 

 

毎年夏の朝を楽しくしてくれる朝顔 今年は咲くのが遅れて心配しましたが、 

今年もすがすがしい朝を演出してくれました。 

今年の我が家の朝顔帳です 

 

朝顔の花言葉は「明日も さわやかに」   

 

 

 

中西睦夫
スタンプ



 

 



 

 

 

 



 

 

 

いつも時期がずれる朝顔とヒマワリが角先で 一緒に咲きました 



 

 

 

 

 



 

 

  混じりけのない済んだ透明な色が 朝をすがすがしくしてくれる。 

また、朝 庭の朝顔に ふっと息を吹きかけると  

ぱっと花を広げてくれる 私の一番すきな瞬間です  

今年も夏の朝を楽しませてくれました。 

  

朝顔の花言葉 「明日も さわやかに」 

 

                2017.8.10. Mutsu Nakanishi 

       



      ﾜP h ot o A lb u m ﾝ鰈鰌鰆７ 頚┪┎硻 東染砹┎╊スモス价 2017.10.11. 

              з閏川中流西公┋広ゼ┫ 磁方 & 小葭ゾベ┟┎蔆┎╊スモスヷ淨饉价 

       今裟┢東染砹 頚┪┎硻┎田園┲邇┫╊スモスヷ》バ┎花┋出〒え┞ブ〞 

  

 

з閏川中流西公 小葭┹ルプスヷ磁方翰山┲斂┋広ゼ┫磁方┎蔆┎╊スモス价 2017.10.11 

中西睦夫
スタンプ



   

南袷┲蔆山┋炊┞┬ﾎ東西┋彖長ヂ広ゼ┫з閏川市磁方┎蔆┎頚┪┎硻 2017.10.11. 

近ヂ┎総英膰юツ園┎╊スモス┢ﾘ╊スモス開花

中ﾙ┎嵯ゼ讃┩┬ﾎ頴地┎╊スモスＨ┪ゼ新聞┤

TV ズ┩伝え┩┬┫鰆鰌月ﾏ頚┪┎硻 硻硞┪┎

記事┢劭┋付ヂﾏ┇┢ 東京┤褪東┛┉┇┢┊い

ゼﾎ鰤月┎茸ビヷ╅ラ╅ラ┎泣誑ゼ蓋┎┨う┋ヅ

ペ┄ヂ天気ゼ続ゾﾎベ┃ゾ┪┈ブ〞天気ゼ┊ズ┊

ズ┤┃┆バ┊いﾏ径〞━┎膰ю〒┢終わ┃〞ブﾎ

一度 芻休へ出〞い┈うペうペﾏ 

今日┢ベ┃ゾ┪ブ〞天気┇┏┊いゼﾎ田園┎頚┪

┎硻┲見┋出〞い┈引チャリ┲糘┩ボ┆ﾎз閏川

┎粥手ズ┩ﾎ磁方┎蔆へ ╊スモス┲皺┍┫ﾏ 

 

з閏川┲渡┃┆ 東染砹┎蔆山ゼ腱┊┫山甼鎖樶

┎蔆┲抜デ┫┈ 翰山┲斂┋東西┋彖長ヂ田園ゼ

広ゼ┫磁方┎蔆ﾏ 

南袷┲蔆山┋諫┆┩┬┆ﾎ奥へ広ゼ┫馭蕚椶一椶

┎田園ゼ劭┋轣┓耨┳┇ゾ〞ﾏ久ブ┖┪┎♂方┎

蔆ﾏ頚┪┎硻┲迎え〞磁方┎蔆┏ζ入┬┎真┃最

中ﾏ馭蕚椶┎田園┎中┋而ブヂへヂζ┪取┪機ゼ

いヂ┄┢見えﾎそ┎田園┎中 臟ヂピンク┋通┞

┃〞恨ゼいヂ┄ズ見え┫ﾏ 

集落┎休搆田┲σ豫ブ〞╊スモス价ﾏ 

今裟┢せ瓦┇ケ┫ﾏ 

判裟磁方┎蔆┎╊スモス价┲合┫硹┎╊ヸスﾏ 

ﾃ ベヅ袷側翰山東┎山甼┋広ゼ┫広尾┎蔆┎╊スモス价ズ┩ﾎ磁方┎田園地恨┎中窮 高价ヷ東迚揮┎╊スモス价 

  ズ┩一佰西端 价┎蔆┎╊スモス价ズ┩東へ田園地恨┎袷┎縁┲戻┃┆ﾎ磁方┎中窮ズ┩袷へ翰山┎袷側 山誑 

  枳ю繻道ゼ糘┪抜デ┫山間┎磁方葭弧┎蔆へﾏ 

  葭弧┎山甼┏淨饉┎挺関ゼ剽┳┊蔆┇ ┛┳┎一腦間┛┉淨饉┎花┈ゾ┬い┊╊スモスゼ菻┊┫時蜘ゼケ┫ﾏ 

  今裟┏い┄┢┨┪少ブ卒ヂ皺┬〞┎┇ 体裟┏見┩┬┊ズ┃〞淨饉┎花┢見┩┬┫ズ┢ブ┬┊い┈蜘糸一帖ﾏ 

ﾃ 葭弧┎蔆ズ┩翰山┎袷側┎山間┲東へ 磁方(з閏川市) ┈小葭市┎境 硩亰喉┲越え┆ 小葭┹ルプス┎山甼  

  靉池ヷ来⇒葭へﾏ硩亰喉ズ┩┏来⇒葭へ┎喉道 四圭折々┎田園輾卓ゼ┟┩┬┫ポイント┇ケ┪ﾎ来⇒葭┋½┫ 

  ┈小葭┹ルプス山甼┋広ゼ┫》バ价ﾏ白い花ゼ┟┩┬┫ズ┢ヷヷヷヷﾏ  

  そブ┆ JR 小葭亳鄂┋ケ┫鄂そ┐ﾘゾベ┟┎淨饉ﾙ┲食┙┫┎ゼ判度┎惆┡ﾏ  

  ┇┢ 今日┏水旦日 箸念┊ゼ┩淨饉屋┏定休日ﾏゾベ┟┎┎淨饉┏肺┎新淨饉ゼ出┫┞┇ジ躊デﾏ  

ﾃ 懇┪┏ з閏川┎粥手┲¿樶橋┞┇糘┃┆ﾎ来〞道 碙美┎田園┲抜デ┆懇┫バ┈┋ﾏ 

  ¶裟バ┎時蜘 碙美┎道昃┋テントゼ建┄黒竦┎諜竦┎諜帝┲篆┃┆懇┃┆ﾎ今日┎ビヸル┎┄┞┟┋ﾏ 

蜘糸い┃┑い┇今日一日 鰈鰌鰆７裟磁方ヷ小葭来⇒葭┎蔆 ╊スモス星皺┎╊ヸスゼ秘┞┪ﾎ袷┎翰山┎麓┎磁方広

尾┎蔆へ向ズうﾏ 



           ﾜP h ot o A lb u m ﾝ鰈鰌鰆７ 頚┪┎硻 東染砹┎╊スモス价 2017.10.11. 

              з閏川中流西公┋広ゼ┫ 磁方 & 小葭ゾベ┟┎蔆┎╊スモスヷ淨饉价 

  

  

    1. 磁方┎‶ンボル 磁方翰山┎山甼 広尾┎蔆   

   2. 磁方┎田園┎中窮 翰山ゼ見½┭ベ 高价┎蔆 

   3. 磁方┎田園┎中窮 冐電線ゼ渡┃┆┦ヂ東迚坂┎蔆  

      4. 翰山┎袷側┎山間 淨饉挺関┎蔆 磁方葭弧┎蔆  

      5. 磁方┈小葭┎境  硩亰喉 頚┪硻卓椶  

      6. 小葭┹ルプス┎山甼 そ┐Κ 来⇒葭┎蔆 そ┐┎花 

 

1. 南┋迚森山ゼ見え┫磁方┎蔆┎東入瓜 磁方翰山┎山甼 広尾┎蔆   

 

    南┋迚森山ゼ見え┫磁方┎范┎東┎入┪瓜 広尾┎蔆┎╊スモス价  2017.10.11. 

  



  2. 磁方┎田園┎中窮 翰山ゼ見½┭ベ 高价┎蔆 

 

  

   

 



 

   

  3. 磁方┎田園┎中窮 冐電線ゼ渡┃┆┦ヂ東迚坂┎蔆  

 

   

 



     4. 翰山┎袷側 勵道鰆鰮鰮泳線沿い┎山間 淨饉挺関┎蔆 磁方葭弧┎蔆 

          判裟硻┋┊┫┈ 淨饉┈╊スモス┎花ゼ蔆┲市┫山英い┎蔆 

  

  

 

    



   5. 磁方┈小葭┎境  硩亰喉 頚┪硻卓椶  

     葭弧┎蔆ズ┩山ケい┎磁方ズ┩小葭へ抜デ┫一本道勵道166泳┲東へ  

 

  

 



    6. 小葭┹ルプス┎山甼 そ┐Κ 来⇒葭┎蔆 そ┐价 & ╊スモス 

  

              小葭┹ルプス┲斂┋小葭市来⇒葭┎淨饉价  2017.10.11.         

 

磁方葭弧┎蔆ズ┩東へ 硩亰喉┲乗┃越ベ┈小葭┹ルプス┎袷側 

з閏川西公┎丘誅地┋広ゼ┫来⇒葭ﾏJR з閏川線ゼ JR 小葭亳鄂

┲從┆ﾎз閏川┋沿┃┆袷┋ビズ┎├┪ﾎ 

川┎対公┏小葭┎市街地ゼ広ゼ┃┆い┫ﾏ 

バ┎小葭┹ルプス┎山甼沿い┎丘誅地┎田園地恨┎中┋特乘┎淨饉

价ゼ茂瓦ブﾎ白い花ゼ満開ﾏ 

そブ┆ﾎそ┎向バう┋┏小葭┹ルプス┲斂卓┋╊スモス价ゼケ┪┞

ブ〞ﾏ  

  

 

小葭┹ルプス袷麓┎田園地┋諞棲ベ┫淨饉价┈╊スモス价 2017.10.11. 



 

今裟┏体裟┨┪ﾎ5日┛┉卒ズ┃〞┎┇ﾎ磁方┎田園┏ζ入┬ゼ仰┞┃〞┐ズ┪┇ﾎ一面馭蕚椶ﾏ 

そ┎向バう┋ピンク┎恨┎╊スモス价┎弸晴┩ブい卓椶┲見┫バ┈ゼ┇ゾ┞ブ〞ﾏ 

╊スモス満開┋少ブ前─┃〞バ┈┤休搆田┲♯┃〞╊スモス价┎場所┢少ブ碉юブ┆い┆ﾎイメヸ[ブ

┆い〞い┄┢┈┏━┧┃┈違┃〞卓椶ゼ見┬〞┎┢う┬ブいﾏ 

┞〞ﾎ少ブ卒ズ┃〞ジズド┇ 淨饉┎乘地 葭弧┤来⇒葭┎蔆┋┏ ┞─白い花満開┎そ┐价ゼ箸┃┆

い┆ﾎそ┐价┎美ブい卓椶┢見┫バ┈ゼ出来┞ブ〞ﾏ 

 判裟新ブい冢見ゼケ┫東染砹┎硻 今裟┢う┬ブい╊スモス┲皺┍┫磁方┎蔆┇ブ〞ﾏ 

 

┕┃┈気┋┊┃┆ 淨饉┎花┋花言殼ゼケ┫ズ┈碌┙┆┟┞ブ〞ﾏ 

日本┇┏愃文時代ズ┩挺関ビ┬┆ゾ〞ﾘ淨饉ﾙﾏ そ┎兵藤┊白い花┋┏ そ┳┊生い立━┲象寺ベ┫

言殼ゼ並┳┇い┞ブ〞ﾏ 

 

┞〞ﾎ硻 一面馭蕚椶

┋┊┃〞田園┎ピンク

┎恨ゼ輾┋そ┨ヅﾏ 

花一輪一輪┎ｏ偲况┊

主讃┏┊いゼﾎ心地┨

い硻┎田園┲判裟見ボ

┆ヂ┬┫╊スモスﾏ 

兵藤┊花┋心共わ┬┫

う┬ブい2017頚┪┎

硻┎皺┬┇ベﾏ 

 

  

2017.10.11.  

by Mutsu Nakanishi 

 

 

 



 

磁方東迚坂┎╊スモス价ズ┩眺┡┫磁方┎田園ダ筵 2017.10.11.  

  

 

   



     ２０１７年秋  今年の秋の展覧会にも いくつか足を運びました 

    1. 兵庫県陶芸美術館特別展「今右衛門の色鍋島 煌めく人間国宝のわざと美、そのルーツ 展」 

    2. 京都博物館 2017秋特別展「国宝展」久しぶりに縄文のビーナス・女神たちに出会ってきました 

   

陶芸の郷 丹波立杭 兵庫県陶芸美術館特別展 

  1.「今右衛門の色鍋島展」煌めく人間国宝のわざと美、そのルーツ 2017.10.14. 

  

１０月秋も半ばになっても まだ天候不順がつつぐ１４日 霧雨交じりの曇天でしたが、家内と二人で丹波

立杭の陶芸美術館へ。兵庫陶芸美術館で開かれている特別展「色鍋島 今右衛門展」に行ってきました。        

日本の磁器が佐賀県有田で生まれて約400年。その有田焼400年を牽引してきた柿右衛門窯と今右衛門

窯。その今右衛門窯が受け継いできた色鍋島の特別展。  

山口県美祢で約７年仕事をした時代に、何度となく有田を訪れ、窯元が立ち並ぶ有田焼の街中を歩いたこと

が、何度かあり、柿右衛門窯の展示館を訪れたこともある。しかし、今右衛門窯の「色鍋島」の系統的な歴

史展示や展覧会を見たことはなく、是非とも見たかった特別展。  

中西睦夫
テキスト ボックス
 2017秋 今右衛門の色鍋島のプラチナ釉　& 　縄文のビーナス
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人間国宝１３代・１４代今右衛門さんの作品に至る「色鍋島」の歴史展示が見られる。 

素晴らしい色鍋島の繊細緻密な落ち着いた美しさに触れるとともに、１４代今右衛門さんが編み出した金属

釉が作り出す世界の楽しみにも触れることができたうれしい特別展でした。 

 

    ◎ 柿右衛門窯の赤絵                                                               

    乳白色の地肌に赤色系の上絵を焼き付けるという日本で初の赤絵付けの技法を 

   開発し、海外輸出を契機に様式を確立した柿右衛門窯。   

                

    ◎ 今右衛門窯の色鍋島 墨はじき                                                      

    一方、鍋島藩の御用窯として高級磁器 鍋島焼の技法と伝統を受け継ぎ発展させ、 

  「墨はじき」の技法をあみだし、「吹墨」「薄墨」「吹重ね(吹墨と薄墨を重ね合わせた 

    新技法)」の技術を色鍋島に確立。伝統に新しい風を吹き込み、色鍋島の評価をさらに高めました。  

     

 



 

13代・14代今泉今右衛門の作品を主に色鍋島・鍋島焼 370年の歴史・作品の流れが見られる展覧会。 

素晴らしい色鍋島の世界に魅了されました。  

 

鍋島藩窯で製造された色鍋島。３７０年の伝統を受け継ぎつつも、新しい技法を次々と注ぎ込んで、新しい

色鍋島を世に出してきた佐賀県有田の「今右衛門窯」。 

古伊万里はほとんどが絵の具で線描きされているのに対し、手間のかかる墨はじきを使って背景のトーンを

微妙に抑えるのは、鍋島焼だけが使う特徴。  

伝統の中に独自の表現で色絵磁器の造形美を追求し、「吹墨」・「薄墨」・「吹重ね」などの技法で現代の色鍋

島を創作した十三代今右衛門。墨で文様を描き、その上を染付で塗り、その後、素焼の窯で焼くと 墨が飛

んで白抜きの文様が現われる当14代が編み出した技法「墨はじき」。 

この技法はさらに「雪花墨はじき」の技法として結実する。  

 



また、14代が編み出した金属「プラチナ」釉の作品には金属屋で

ある私には「金属の持つ魅力」を呼び起こしてくれたうれしい作品

でした。  

青と白を基調とした絵柄の中に 金属「プラチナ」釉で緻密に描き  

こまれた絵柄が陽光に光沢を放ち輝き、見る方向で逐次変化する。  

絵付けされた図案に調和しつつも、愛でる度に見る人それぞれが発 

見する美しさと斬新さ。それを環境・時間が変化しても光沢を失わ

ぬプラチナが存分に引き出している。 

ついつい忘れがちな金属光沢の放つ魅力を再認識させてもらいました。  

                             

   

13・14代人間国今右衛門さんの素晴らしい作品の数々とともに、久しぶりに磁器をゆっくり愛でる時間を持て

たうれしい特別出んでした。 掲載したphotoは特別展のパンフレットと撮影が許可されていた今右衛門窯の

四季飾りの作品展示並びに一部インターネットから転機させていただきました。ご承知ください。  



    2. 京都国立博物館２０１７秋特別展「国宝展」  2017.10.27. 夕 

         久しぶりに縄文のビーナス・女神たちに出会ってきました 

京都国立博物館2017秋

の特別展「国宝展」で縄文

のビーナスや女神の土偶が

そろって展示されていると

聞く。 

「今年はなおさら。是非と

も出会いたいなあ」と。 

国宝が勢ぞろいする特別展 

大勢の人出を見越して、夜

８時まで開館されている１０月２７日金曜日の夕方に出かけました。国宝勢ぞろいで、力が入っているようです

が、今回の目的は縄文のビーナス・縄文の女神 そして十日町の火焔土器。 出会えるだけで、満足とせねばと。 

 

 「日本人の心の故郷 縄文」 人類が絶滅の危機を乗り越えてこれたエンジンは「相手を思う心」にあった。 

  そんな証が日本の縄文。世界に類例がない約１万年の長きにわたって途絶えることなく永続した日本の縄文 

     厳しい環境の中にあって そんな平和なくらしの象徴が 縄文のビーナス・縄文の女神 

 教科書から縄文が消え、縄文を知らぬ人が多い。 縄文の世界遺産登録にはなかなか理解が得られない。 

 でも 日本が世界に誇れる一番が縄文。世界の平和が一番脅かされている時代の今  

  こんな時代だからこそ「日本人の心の故郷 縄文」に眼を向けてほしいと。  

 

   ◆ 【和鉄の道】 日本人のふるさと 縄文  縄文の心を映すストーンサークルを訪ねる  &  縄文掲載リスト 

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

       ◎ http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/2014mutsu/fkobe1406B.pdf 



     【記録Photo】 大阪港の渡しwalk     2017.10.27.  

 

 

  

大阪の街は淀川の河口に発達したいくつもの島や砂

洲の上に発達した町。 

高度成長期に沖に南港の人口島が造成されるまでは、

港も工場もみんな河口から奥へ川岸に沿って広がり、

川筋をトラバースするため、川筋にはいくつも渡し場

がありました。この渡船は道路の一部なので、公営で

無料で人と自転車が通行できる。 

大きな橋がいくつも建設され、バス・地下鉄ができた

現在も、対岸へ渡るには公共交通や橋を渡るより渡し

で渡るのが一番の生活手段である事情はかわらない。                   

中西睦夫
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地図を見ると船が横付される工場群が川筋に並び、おいそれと橋が架けられず、高所を渡ってゆく橋を見上

げれば、船の渡しの方がはるかに早く便利なのです。 

自転車も一緒に乗れる渡しは通勤・通学・買い物そして近年は観光にも。   

 

私にとってはいつも頭の片隅にしまいおかれている場所。  

大阪市に勤めていた父が、退職後２度の勤めで通ったのが、大正橋の木津川沿岸で仕事する小さな会社の集まり

の協同組合で、「大正橋」「三軒家」「泉尾」「天保山」「築港」・「安治川」「市岡」「野田阪神」「九条」などの大阪

港周辺の地名には今も親しみを感じている。でも、その大半には名前ほど街中を意識して歩いたことがない。 

また、大阪港の渡しには何度となく連れて行ってもらったが、その場所についての記憶もほとんどない。   

みんな遠い小さなときの記憶で 名前・地名ほどにははっきりした記憶はない。  

また、大学４年の夏現場実習で日立造船・築港工場に約１ケ月通ったのですが、そのすぐ横にも船町の渡船場が

りました。  

インターネットで、大阪港の渡しのマップを見つけ、地図を引っ張り出して、今も残っている大阪港の渡し並び

に港の街歩きをやってみたいと地図に 「自分の記憶を呼び起す大阪港の渡し巡りのコースを作りました。  

大阪港の渡し巡りの WALK 快晴になった１０月２７日の朝 神戸を出て阪神電車なんば線に乗り、スタート

に決めたJR西九条駅へ。 一日大阪港の渡し場巡りで撮った大量の渡船場周辺のPhoto。  

またどこかで記憶を呼び起す材料になればと独りよがりの大阪港の渡しwalkのphoto album のファイルです。

 

  



 

【1.】大阪港の北西端 此花区の桜島から南の港区天保山へ安治川を渡る安治川渡船場 

大阪港の渡し巡りの WALK 快晴になった１０月２７日の朝 神戸を出て阪神電車なんば線に乗り、スタート

に決めたJR西九条駅へ。そこから、JR夢咲線に乗り換えて桜島へ。 

   

    

 



  

   

 

  

    



  【2】明治から昭和 外航船が接岸できる海港 埋め立てで建設された大阪港 大阪築港「天保山」  

   

◎開港１５０年記念停泊中の日本丸・海王丸  ◎かつて日本一低い山として国土地理院の地図に掲載された天保山 

   

 

【3】天保山から港大通りを北へ 港区中央の街を歩いて朝潮橋から東へ尻無川渡船場へ 

   

   

 

 



 

 

【4】尻無川の甚平渡船場 尻無川を東に渡って大正区北恩加島へ 

そこから南へ町中を抜けて 北恩加島の南西端 千歳橋の袂 千歳渡船場へ 

  

  

  



  

 

 

   【5】千歳渡船場の横から 同じく南の鶴町へ安治川の河口を渡る大きな千歳橋の歩道を歩く 

        非常に高い場所を渡る橋 生活道路として使う困難さの体験と大阪港の内向を高所から眺める 

   

  



 

  

    

  【6】北恩加島の千歳渡船場から尻無川の河口・大阪港大正内港を南の鶴町へ渡る 

    そこから鶴町の街を南へ歩いて、木津川運河を南の船町へ渡る船町渡船場へ 

 



  

 

  



  【7】鶴町の南側 木津川運河沿いの船町渡船場 

大阪港(北港)の最南端 船町に渡り、西船町からバスで大正区の中央へ戻り、木津川川沿岸へ 

 

  

  

 



  

 

  

 



【8】大正区の中央 平尾のバス停で降りて、大阪港の一番東側を流れる木津川へ 

木津川を東の市街地西成区へ渡る落合下・落合上渡船場 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

  



 

【9】西の大正通りへ戻り、泉尾のバス停から JR大正駅へ出て 大阪港の渡しwalkを終わる 

 

 



 

 



 

 

 



 


