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コロナ禍による「3密」防止の自己行動規制によって、遠くに出られず。 

 西六甲に近い我が家 春夏秋冬せっせとコースを変えての街・山歩きを楽しみました。 

同窓会も落語会も仲間の飲み会もみんな中止 毎年母校の高校野球観戦も 総合運動公園のイベントも。 

プロ野球もラグビーも観客制限で 神戸の街の華やかなイベントもアウト。 

ついに年末のルミナリエまで。コロナはいまだに終息見通せず。 

また、草花や野鳥や周囲の風景など今年ほどwalkで感じるのは季節感のずれ。 

これもコロナのせい???  いやいや 地球温暖化で地球全体が少し変わってきたようだ。 

思いつくまま 気が向くままの Country walk一年を通してみ見ると また新たな顔も見えてくる。 

何はともあれ、コロナが早く終息することを祈ります。 

この一年 喜寿になり、頭は回らなくなりましたが、多くの方々 仲間に支えられ、健康で元気に動ける 

ことに本当に感謝。 まだまだ 好奇心はある。足も動く。 

これからも元気に前向いてと。よろしくお願いします。 God be with You!! 

 

      Country Walk  風来坊  

  
 By  Mutsu  Nakanishi 

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


 



    まえがき  ２０２０年風来坊を振り返って 

２０２０年 風来坊 Country walk トピックス    2021.1.5. Mutsu Nakanishi 

 風来坊 Country walk 掲載記事 10件 

 

  
  コロナ禍による「3密」防止の自己行動規制によって、遠くに出られず。 

 同窓会も落語会も仲間の飲み会もみんな中止 毎年の母校の高校野球観戦も 総合運動公園のイベントも 

プロ野球もラグビーも観客制限で 神戸の街の華やかなイベントもアウト そして ついに年末のルミナリエまで 秋に

はコロナ終息の根課税むなしく いまだに終息見通せず。唯一は 西六甲に近い我が家 春夏秋冬 せっせとコースを変え 

また、今年ほど季節感がずれたのも気になります。 

毎年兵庫西神戸の風物詩として 紹介してきた四季折々の花は外れっぱなし。 

これもコロナのせい???  いやいや 地球温暖化で地球全体が少し変わってきたようだ。 

これだけ狂ってきたら季語はどうなるのやら…気象庁も鳥や花・木で季節感を知らせてくれていたのを来年から大部分発表

から削除するという。それはないよ  

あぁ 鶯鳴いた・セミ泣いた・目白につばめ・鵯も来る。 春の訪れ 水仙・蝋梅・梅・桜・菜の花・つつじ・石楠花・レ

ンゲ・春のバラそしてアジサイ・夏の高山植物・朝顔・バオバブ そして秋 稲穂・彼岸花に蕎麦の花・コスモス・秋の 

バラ・野路菊 そして 柿の実に野鳥そして紅葉が始まるとイチョウに山茶花・椿の冬到来  

毎年楽しみな季節の移ろいもどう変わるのでしょうか…・ これから 咲く時期はもっと複雑になるのでしょうか・・・ 

まだまだ好奇心も健在の毎日walk。でも 早くコロナが終息するよう 。 

 みんな コロナに負けずに乗り越えよう!! 

1. 2020神戸の春便り 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月 2020.4.1.                   

神戸の街にもコロナウィルス蔓延の兆し 遠出は避けての家籠 

例年とは違う神戸の春到来に   孫たちもうずうず 京都の家で合宿することに 

目まぐるしく移り行く美しい春の息吹  人込みを避けての毎日walkに春を探す   

2. 6月 梅雨の合間 神戸梅雨時のCountry walk 2020.6.5.&16.      

コロナ神戸家籠りの中で気分も晴ればれ  コロナ禍で半分あきらめていましたが、今年もうれしい出会いに  

3. 播磨/但馬の境生野峠の北但馬 朝来市竹田 に小さい秋をさがして2020 

天空に浮かぶ竹田城再訪 但馬実りの秋の田園風景 2020.9.4 

山上の城郭石垣群がきれいに整備され、見晴らす郷は実りの秋 日本の原風景 うれしい小さい秋 み～つけ 

4. 西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡り 小さい秋をさがして  

 彼岸花が畔を飾る実りの田園地帯 一面黄金色の田園地帯の里の秋  2020.10.2.  

西神戸から  加古川西岸に里山が続く志方の里&小野町きすみ野へ  

5. 2020秋コロナ禍の中で 西国街道 武庫川髭の渡し 2020.10.11 

尼崎にもこんなゆったりと時間が流れる緑の草原がある  

国道171号線武庫川甲武橋東岸周辺  六甲を背にした甲山の眺望 & この秋 河川敷に出現した草原  

コロナ禍の秋 表側の神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路を菊水山に登る

私のミステリ 鵯越 烏原 菊水山登り口 菊水山 鈴蘭台

山麓バイパス鵯越バス停をスタートに表側の鵯越から烏原を抜けて菊水山へ登りました。

 



 

 

  

  

  

6. コロナ禍の秋 表側の神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路を菊水山に登る  2020.10.13.   

私のミステリ-Walk  鵯越-烏原-菊水山登り口-菊水山-鈴蘭台      

山麓バイパス鵯越バス停をスタートに表側の鵯越から烏原を抜けて菊水山へ登りました。  

7. コロナ禍の秋にほっと一息 東播磨 秋の風物詩 志方の郷のコスモス 2020.10.15.   

加古川西岸に広がる東播磨志方の郷  黄金色の田園地帯「一面ピンクのコスモス畑を送電線が渡りゆく」  

実りの秋を愛でるかのような志方の郷の秋景色 ここ数年で一番の美しいコスモス畑の秋景色でした  

8. 須磨離宮公園  2020年秋のバラ 2020.10.28.  Photo Albumにしてゆっくり秋の夜長を楽しむ   

色鮮やかな大輪のバラ その香りとともに一機にリフレッシュ  

9. 私の秋送り 2020.11.10.兵庫県花「野路菊」2020 横尾山山腹 野路菊の丘         

横尾山腹を真っ白にして晩秋 の散歩道を楽しくしてくれる                               

10. きつい きついと言われる摩耶山黒岩尾根を登る 2020.11.9.       

2020秋コロナ禍の中で 摩耶山へは登りがつつく長いコース 

摩耶山へは登りがつつく長いコースですが、知らなかった摩耶山の魅力発見の登山道  

   



2020 風来坊 Country Walk  もくじ 

山歩き・里歩き・街歩き 2020   10件記載 

風来坊 Country walk 【19】山歩き・里歩き・街歩き 2020   

 

コロナ禍 神戸籠りの中で 西神戸・東播磨walkを楽しみました 

 

1. 2020神戸の春便り 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月  2020.4.1.   20walk01.pdf 

神戸の街にもコロナウィルス蔓延の兆し 遠出は避けての家籠           

例年とは違う神戸の春到来に   孫たちもうずうず 京都の家で合宿することに 

目まぐるしく移り行く美しい春の息吹  人込みを避けての毎日walkに春を探す  

【番外】4月春爛漫 神戸の桜2020 【From Kobe 2020年 神戸便り】より転記  20walkApril.pdf 

     神戸の一本桜「奥平野の舞桜」「宇治川添いの桜並木」「妙法寺川界隈」2020.4月  

2. 6月 梅雨の合間 神戸梅雨時のCountry walk  2020.6.5.&16.               20walk02.pdf 

コロナ禍 神戸家籠りの中で気分も晴ればれ  今年もうれしい出会いに  

3. 播磨/但馬の境生野峠の北  但馬朝来市竹田 に小さい秋をさがして 2020.9.4.  20walk03.pdf 

天空に浮かぶ竹田城再訪 但馬実りの秋の田園風景  

山上の城郭石垣群、見晴らす郷は実りの秋 日本の原風景 うれしい小さい秋 み～つけ 

4. 西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡り               2020.10.2.  20walk04.pdf 

 彼岸花が畔を飾る実りの田園 一面黄金色の田園地帯の里の秋  

西神戸から 加古川西岸に里山が続く志方の里 & 小野町きすみ野へ  

5. 2020秋コロナ禍の中で 西国街道 武庫川髭の渡し           2020.10.11.   20walk05.pdf 

国道171号線武庫川甲武橋東岸周辺 尼崎にもこんなゆったりと時間が流れる緑の草原がある  

六甲を背にした甲山の眺望 & この秋 河川敷に出現した草原  

6. コロナ禍の秋 神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路を菊水山に登る  2020.10.13.    20walk06.pdf 

私のミステリ-Walk  鵯越-烏原-菊水山登り口-菊水山-鈴蘭台      

山麓バイパス鵯越バス停をスタートに表側の鵯越から烏原を抜けて菊水山へ登りました。  

7. コロナ禍の秋にほっと一息 秋の風物詩 志方の郷のコスモス 2020.10.15.     20walk07.pdf 

加古川西岸東播磨志方の郷  黄金色の田園 一面ピンクのコスモス畑を送電線が渡りゆく  

志方の郷の秋景色 ここ数年で一番の美しいコスモス畑でした  

8. 須磨離宮公園  2020年秋のバラ              2020.10.28.   20walk08.pdf 

Photo Albumスライドにして ゆっくり秋の夜長を楽しむ   

色鮮やかな大輪のバラ その香りとともに一機にリフレッシュ  

9. 私の秋送り 兵庫県花「野路菊」2020 横尾山山腹野路菊の丘  2020.11.10.    20walk09.pdf 

横尾山腹を真っ白にして晩秋 の散歩道を楽しくしてくれる                               

10. きつい きついと言われる摩耶山黒岩尾根を登る                2020.11.9.     20walk10.pdf  

摩耶山へは登りがつつく長いコース 知らなかった摩耶山の魅力発見の登山道 



 2020 和鉄の道・Iron Road :掲載記事 スライド動画 インタ-ネットリンクサイト表 

   

 

 

1. 2020神戸の春便り 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月  2020.4.1.   

目まぐるしく移り行く美しい春の息吹 毎日walkに春を探す  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/2003march.mp4 

2. 6月 梅雨の合間 神戸梅雨時のCountry walk  2020.6.5.&16.                

コロナ禍 神戸家籠りの中で気分も晴ればれ  今年もうれしい出会いに  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/2006rokko.mp4 

3. 播磨/但馬の境生野峠の北  但馬朝来市竹田 に小さい秋をさがして 2020.9.4.   

天空に浮かぶ竹田城 & 但馬実りの秋の田園風景 日本の原風景 小さい秋 み～つけ 

 https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0209asagotakeda.mp4 

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

加古川西岸 里山が続く志方 & 小野町きすみ野の里の秋  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210satonoaki.mp4 

5. 秋コロナ禍の中で 西国街道 武庫川髭の渡し           2020.10.11.    

R171号線武庫川甲武橋東岸周辺 この秋 河川敷に出現した草原  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210higenowatashi.mp4 

6. コロナ禍の秋 神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路を菊水山に登る  2020.10.13.    

私のミステリ-Walk  鵯越-烏原-菊水山登り口-菊水山-鈴蘭台 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210kikusuiyama.mp4 

7. コロナ禍の秋にほっと一息 秋の風物詩 志方の郷のコスモス 2020.10.15.     

志方の郷の秋景色 ここ数年で一番の美しいコスモス畑でした  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210sikatacosmos.mp4 

8. 須磨離宮公園  2020年秋のバラ              2020.10.28.    

Photo Albumスライドにして ゆっくり秋の夜長を楽しむ   

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210sumabara.mp4 

9. 私の秋送り 兵庫県花「野路菊」2020 横尾山山腹野路菊の丘  2020.11.10.     

横尾山腹を真っ白にして晩秋 の散歩道を楽しくしてくれる   

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0211nozigiku.mp4 

10. きつい きついと言われる摩耶山黒岩尾根を登る               2020.11.9.  

知らなかった摩耶山の魅力発見の登山道 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0212kuroiwa.mp4 

 

  

掲載記事のスライド動画のインターネットリンクサイト

です
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22002200  風風来来坊坊  CCoouunnttrryy  WWaallkk    ももくくじじ  

山山歩歩きき・・里里歩歩きき・・街街歩歩きき  22002200      1100件件記記載載  

風来坊 Country walk 【19】山山歩歩きき・・里里歩歩きき・・街街歩歩きき  22002200      

 

ココロロナナ禍禍  神神戸戸籠籠りりのの中中でで  西西神神戸戸・・東東播播磨磨wwaallkkをを楽楽ししみみままししたた  

  

 

1. 2020神戸の春便り 新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月  2020.4.1.   20walk01.pdf 

神戸の街にもコロナウィルス蔓延の兆し 遠出は避けての家籠           

例年とは違う神戸の春到来に   孫たちもうずうず 京都の家で合宿することに 

目まぐるしく移り行く美しい春の息吹  人込みを避けての毎日walkに春を探す  

 【番外】4月春爛漫 神戸の桜2020 【From Kobe 2020年 神戸便り】より転記  20walkApril.pdf 

     神戸の一本桜「奥平野の舞桜」「宇治川添いの桜並木」「妙法寺川界隈」2020.4月   

2. 6月 梅雨の合間 神戸梅雨時のCountry walk  2020.6.5.&16.               20walk02.pdf 

コロナ禍 神戸家籠りの中で気分も晴ればれ  今年もうれしい出会いに  

3. 播磨/但馬の境生野峠の北  但馬朝来市竹田 に小さい秋をさがして 2020.9.4.  20walk03.pdf 

天空に浮かぶ竹田城再訪 但馬実りの秋の田園風景  

山上の城郭石垣群、見晴らす郷は実りの秋 日本の原風景 うれしい小さい秋 み～つけ 

4. 西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡り               2020.10.2.  20walk04.pdf 

 彼岸花が畔を飾る実りの田園 一面黄金色の田園地帯の里の秋  

西神戸から 加古川西岸に里山が続く志方の里 & 小野町きすみ野へ  

5. 2020秋コロナ禍の中で 西国街道 武庫川髭の渡し           2020.10.11.   20walk05.pdf 

国道171号線武庫川甲武橋東岸周辺 尼崎にもこんなゆったりと時間が流れる緑の草原がある  

六甲を背にした甲山の眺望 & この秋 河川敷に出現した草原  

6. コロナ禍の秋 神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路を菊水山に登る  2020.10.13.    20walk06.pdf 

私のミステリ-Walk  鵯越-烏原-菊水山登り口-菊水山-鈴蘭台      

山麓バイパス鵯越バス停をスタートに表側の鵯越から烏原を抜けて菊水山へ登りました。  

7. コロナ禍の秋にほっと一息 秋の風物詩 志方の郷のコスモス 2020.10.15.     20walk07.pdf 

加古川西岸東播磨志方の郷  黄金色の田園 一面ピンクのコスモス畑を送電線が渡りゆく  

志方の郷の秋景色 ここ数年で一番の美しいコスモス畑でした  

8. 須磨離宮公園  2020年秋のバラ              2020.10.28.   20walk08.pdf 

Photo Albumスライドにして ゆっくり秋の夜長を楽しむ   

色鮮やかな大輪のバラ その香りとともに一機にリフレッシュ  

9. 私の秋送り 兵庫県花「野路菊」2020 横尾山山腹野路菊の丘  2020.11.10.    20walk09.pdf 

横尾山腹を真っ白にして晩秋 の散歩道を楽しくしてくれる                               

10. きつい きついと言われる摩耶山黒岩尾根を登る                2020.11.9.     20walk10.pdf  

摩耶山へは登りがつつく長いコース 知らなかった摩耶山の魅力発見の登山道 



【スライド動画】・【Photo Album】2020.4.1.  

2020 神戸の春便り  新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月  

 

 

紀淡海峡を背に 春の恵み名産「須磨海苔」の摘み取りの船が見える。 例年だと神戸の春を告げるイカナゴ漁の

船も数多く見えるのですが、 今年はその姿なし。 

また、神戸の街にも新型コロナウィルス蔓延の兆し  

人の集まる所は避けねば…  

同窓会・落語界も中止 ライブハウス・老人施設はえらいこ

とになっている。 

高齢者には劇症化・命の危険が頭をよぎる毎日  

例年とは違う神戸の春到来 遠出は避けての家籠りに。 

なにか明るい話題はないやろか・・・・・・  

 

目まぐるしく移り行く美しい春の息吹 新生の息吹に満ち

る春景色。でも 高齢者には厳しいこの春 

新型コロナウィルスに負けないで頑張らねばと人混みを避けての毎日の須磨界隈walkに春を探す。  

今年の春到来の便りをスライド動画とPhoto Albumにして、 気晴らしにでもなればとお届けします 
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かつてない新型コロナウィルス蔓延の経過と神戸籠りWalkの記録概要 2020.3.1.-3.26. 

 

ワクチン・劇症化改善の薬等の治療法はまだ見えず。治療法のない中での感染爆発の状況と  

献身的な医療関係者の新型コロナウィルス封じ込め対応が続いています。   

手を下さぬ無責任な評論は無用 現場第一での支援にエールを  

高齢者には春到来と浮かれていられぬ命の危機が続いています。そんな受け止めを。  

早く終息することを願いつつ、感染せぬよう身を守りましょう  

また、手探りで劇症化改善治療に使われはじめた治療薬をはじめ、治療法が確立され、  

この新型コロナウィルス克服の日が早くきますよう願っています。 
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■スライド動画インターネットサイト　: 　2020神戸の春便り　新型コロナウィルス蔓延　家籠りの春三月
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https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk01.mp4



2020神戸 弥生3月 Photo Album   

新型コロナウィルス蔓延 家籠りの春三月 
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【番外挿入】4 月 神戸の桜 2020 【四季折々・From Kobe四月】より転記 

４月野山は新生の息吹に満ちて草木萌える春 多くの若者たちが新しい門出と出会いに胸膨らませる令和２年度始まり。 

でも 全世界がコロナ ウィルス蔓延の危機に見舞われ、街は火が消えたよう。 

高齢者にとってはコロナ感染がそのまま劇症化の恐怖に。我が家の孫たちもそれぞれ大学３年 高校入学 新４年生 

新１年生に。思い切り元気ではばたけと。でもこの四月すべて休校で不安一杯の門出に。 

高齢者はもとより、現役世代・学生そして小さな子供たちもみんなが向き合うぎびしぃ現実。 

神戸籠りが続き、感染者数推移の報道に目を凝らし、負けてなるものかと自らを奮い立たせる毎日 

一年たって、「2020風来坊・Country walk」に2020年春桜の記録がないのに気づき、 

【四季折々・From Kobe2020年四月】の記録から神戸の春 神戸の桜2020を転記しました。 

  

 

 

ウイルスの感染は幾何級数的増加。日本と世界の状況実態にも正確に 

把握したい。絶対数ベースでの絶叫的評価よりも正確な情報で。 

感染者数・重症者ベッド数などを限界指標に国内の対応状況と照らし 

合わせ、このグラフから医療崩壊・感染爆発の時期を読みとれる。 

各国はそれぞれ対応に懸命である。 

日本もまた今 その淵にいる。 2020.4.5. Mutsu Nakanishi 
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 2020walk 　番外挿入



 

 

 

【1】 



 神戸の桜 2020 <2> 春爛漫再訪  

神戸の一本桜「奥平野の舞桜」&「宇治川添いの桜並木」再訪 2020.4.7. 

 

3月31日訪れた時の写真がモノトーンになって、あまりに印象と違ったので4月7日再訪。 

別のデジカメに替えてパチリ。うまく取れましたので3月31日の分に加えて掲載させていただきました。 

どうもカメラ故障のようだが腕かも? 

  追伸 昨年9月末 水と科学の博物館が残念ながら30年の歴史に幕を下ろし、閉館するとの発表。 

 建物そのものも有形文化財なので、今後゛どのように活用するか検討することになったと。 

毎春 楽しみにしてきた博物館前庭の一角にある一本桜「奥平野の舞桜」も見られなくなるかもしれません。 

【1】水の科学博物館 「奥平野の舞桜」 

楠谷町をながれる宇治川の直ぐ北の高台 

水の科学博物館の広場の南端の崖から神戸 

の街を見晴らす一本桜 

真っ青な空をバックに満開の桜の花をつけ 

た枝を精一杯拡げ、優雅に舞う姿。 

左右に拡げた枝などが少し切りそろえられ、

小振りになったような印象でしたが、 

満開の時だけに見られる素晴らしい奥平野

の一本桜「舞桜」 

今年はコロナウイルス蔓延で、水の科学博

物館が休館のため、外側から見上げる形に。

この春一番の桜。  

ぱっと気分も明るくなりました。  

再度出かけてきてよかった。 

コロナ蔓延の中での出会いにひとしお。引

っかかっていたのが取れました。 

構内からの舞姿や眼下に広がる神戸の街並

みや家並みの中を縫って続く宇治川の桜並

木を眺められなかったのは少し残念でした。 

 

【2】 



【2】楠谷・大倉山を流れ下る宇治川添いの桜並木  

六甲連山再度山の山裾 神戸の街中を流れ下る宇治川河岸の散歩道 

 

  

 



 

 

 



 春の息吹を 日本各地の桜のスライド動画で 桜を眺めるといつも口づさむ歌がある  

 
 かつて訪ねた桜の古いスライド動画ですが、毎年掲載を楽しみにしています。  

この動画とBGMが好きで、私に取ってはこれを見るのも春の息吹の楽しみです 

【スライド動画】満開の花をつけた枝を精一杯広げ、日本各地で郷を見下ろす一本桜 

 

人それぞれに思い出  桜を眺めるといつも 口づさむ歌がある  

懐かしい私の応援歌 かつてのTVドラマ主題歌 「記念樹」 

「桜の苗が大きく育つ頃 僕らはみんな 大人になるんだ・・・・・・」 

 

◆懐かしい私の応援歌 かつてのTVドラマ主題歌 「記念樹」のpage 

元のホームページサイト << かつて訪れたことがある日本各地の一本桜 >> 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/walk11/1405fkobe01.htm 

 

 

 

【3】 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/walk11/1405fkobe01.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/walk11/1405fkobe01.htm


新型コロナウイルス蔓延の中で 

もっともコロナウィルス蔓延の大変な時期で、更新ページもコロナ一色に。いまだに先が見えない中 

なんとか明るい新生の息吹に満ちた春をお届けしたかったのですが、お許しください。 

でも 高齢者にとって こんなに命の危機を我が身に感じたことはなし。 

また 我が身 自制の行動が相手にそして家族・日本に直接かかわり、世界へもつながっている。 

身勝手は許されないとの意識も。 

小橋昭彦氏 「誰かにそばにいて欲しい」  http://zatsugaku.com/a/1433 

困難や大きな災害に直面した時 人は「誰かそばにいてほしい」と思う。 

今回のコロナ対策として、外出自粛がこれほど ストレスになるとは想像していなかった。 

ならば人間にしかできない方法で立ち向かおう。 

この世界には同じように不安におびえる人たちがいると想像しよう。 

それらの人たちと連帯していることを。 

心でつながっていることを。 

「これって縄文人の心・日本人の心の故郷」縄文帰りの経験そのものだと。 

 

 

 

http://zatsugaku.com/a/1433
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６月に入って梅雨が始まり、水が張られた田園地帯  梅雨時の風物詩 一瞬田園が光る海に 

久しぶりに原チャリ走らせ、北の里山の田園地帯を駆けました 

半分あきらめていた梅雨時田植え時一瞬の田園の輝き 光る海 今年も見ることができました。  

また畔で餌をついばむ雉までみられて・・・ 

マスクを外して原チャリで駆けた田園 

この時期一瞬の田の輝き そう快感満喫のツーリングでした 

   2020.6.5. 梅雨時の晴れ間 北神戸の田園を駆け抜けて   
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【スライド動画】【Photo Album】 播磨/但馬の境生野峠の北但馬 朝来市竹田  

小さい秋をさがして2020  天空に浮かぶ竹田城 再訪 2020.9.4.  

 天空に浮かぶ竹田城 & 但馬の王墓 茶すり山古墳   

2020.9.5. R0209asagotakeda00.htm by Mutsu Nakanishi 

 

9月の初め、但馬和田山で日帰り研修する孫の神戸から和田山へのアッシーを家内がすることになり、  

コロナで家籠りの毎日。これに便乗して久し振りに生野峠を越えた北但馬の初秋を訪ねることに。 

かつて原チャリで駆けまわった但馬。

久しぶりに訪ねたい場所は幾つもあり。  

生野銀山・1円電車の神子畑明延鉱

山・多々良木ダム 生野峠の煎餅屋は

まだあるだろうか。竹田の城も有名に

なったし、大陸と大和王権を結ぶ和鉄

の道の中継点和田山の古墳群は数多く

の鉄製品が副葬された但馬の王墓。そ

れに神戸牛の故地。次々と行きたいと

ころあり。  

神戸から播但自動車道を使って約1時

間半。 播磨と但馬を分ける生野峠を北

に越えて 山合いの田園都市朝来市に

入ってまもなく竹田の街から見上げる

山上に広がる城郭の石垣群。霧が立ち

込める早朝には雲の中にぽっかり浮かぶ天空の城 久し振りに登りました。  

山上の城郭石垣群がこんなにきれいになって、見晴らす郷実りの秋 日本の原風景  

また、一度訪ねたかった古墳時代のロマンを秘めた和鉄の道但馬の王墓 茶すり山古墳。王墓にふさわしい副葬

品の数々と見晴らす秋の和田山盆地  

コロナ禍で もやもやしていた気分も フレッシュな空気を胸いっぱい  

うれしい小さい秋 み～つけ   

いつものスライド動画にしましたので、コロナ禍のこころやすめにでもなれば。 

    2020.9.4. Mutsu Nakanishi 
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    【スライド動画】 

小さい秋をさがして2020  天空に浮かぶ竹田城 再訪 2020.9.4.  

■ https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0209asagotakeda.mp4 

■ Miller   https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk03.mp4 

 

   Photo Album     但馬路で見つけた小さい秋  抜粋  2020.9.4.      

山上の城郭石垣群がこんなにきれいになって、見晴らす郷実りの秋 日本の原風景   

また、一度訪ねたかった古墳時代のロマンを秘めた和鉄の道但馬の王墓 茶すり山古墳。  

王墓にふさわしい副葬品の数々と見晴らす秋の和田山盆地   

コロナ禍で もやもやしていた気分も フレッシュな空気を胸いっぱい   

うれしい小さい秋 み～つけ  

■ 実りの秋を迎えた朝来市山東町与布土の田園

 

■ 天空に浮かぶ竹田城から見下ろす里の秋 

 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0209asagotakeda.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk03.mp4


■ 古墳時代のロマンを秘めた和鉄の道  旧山陰道の但馬の王墓 茶すり山古墳 

 

■ 旧山陰道の但馬の王墓 茶すり山古墳 出土品  朝来市埋蔵文化センター古代あさご館 

 

 

作成の原本資料 & 参考資料 

 ■ Google Earth Street View    兵庫県朝来 国道321・県道128・県道136・県道277 

 ■ 姿を現した古代但馬の王・史跡茶すり山古墳  朝来市埋蔵文化財センター 

      https://www.city.asago.hyogo.jp/cmsfiles/contents/0000000/550/chasuriyama_kofun(A3).pdf 

■ ひょうごの遺跡 79号 2011.8.15. 1.1. 姿を現した但馬の王墓 茶すり山古墳  県立考古博物館 

https://www.hyogo-koukohaku.jp/publication/remains/p6krdf0000001wkc-att/p6krdf0000001wkx.pdf 

 ■ 京都府埋蔵文化財論集 第 6集 P160  杉原和雄  丹波・私市円山古墳とし但馬・茶すり山古墳 

http://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/kankou-pdf/ronsyuu6/14sugihara.pdf 

■【2010和鉄の道】 弥生時代から卑弥呼の邪馬台国・大和初期王権へ  国家形成の時代を動かした「鉄」 

     2010年秋 関西各地で開催された博物館特別展とそのシンポジュウム & 連続講演会 聴講まとめ  

      兵庫県立考古博物館特別展「茶すり山古墳巨大円墳に眠る但馬の王」ほか  

     https://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/iron6/1012hmko00.htm 

■【2007和鉄の道】 古代の神戸の鉄を訪ねて神戸市内の二宮製鉄遺跡と求女塚古墳 

        神戸市内出土の三角縁神獣鏡の足跡が語る古墳時代の鉄の道 

     https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron01.pdf 

https://www.city.asago.hyogo.jp/cmsfiles/contents/0000000/550/chasuriyama_kofun(A3).pdf
https://www.hyogo-koukohaku.jp/publication/remains/p6krdf0000001wkc-att/p6krdf0000001wkx.pdf
https://www.hyogo-koukohaku.jp/publication/remains/p6krdf0000001wkc-att/p6krdf0000001wkx.pdf
http://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/kankou-pdf/ronsyuu6/14sugihara.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2010htm/iron6/1012hmko00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/7iron01.pdf
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By  Mutsu Nakanishi 
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     2020.9.4.   Mutsu  Nakanishi



【Photo Album】    小さい秋さがして2020       2020.10.2.. 

       西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡り 面黄金色の田園地帯の里の秋 

   彼岸花が畔を飾る稔りの田園地帯 西神戸から加古川西岸に里山が続く志方の里&小野町きすみ野へ 
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稔りの秋の訪れ 2020.10月  

あという間に秋に いかがでしょうか  

コロナ禍はまだ収束せず、「三密」自制が続きますが、  

爽やかな秋の風 青空が戻り待ちかねたように、多くの

人たちが戸外へ、ちょっとは息をついてもいいのかなぁ。  

神戸運動公園のユニバー競技場・ほっともっと球場・神

戸アリーナでは秋の大会。 

久し振りに若者たちの声が響き渡る。  

観戦はまだできませんが、戻ってきた歓声にうれしい秋

の朝。 広場では朝の体操を楽しむ一団。  

地下鉄の駅からも子供たちの明るい声が響く。  

コスモスが咲き始めたコスモスの丘では散策を楽しむ家族連れ  

秋の空気を胸いっぱい吸い込んで うれしいいつもの秋が戻ってきて、ほっと一息です 

 

西神戸の田園では遅れていた彼岸花が一機に満開、黄金色の田を真っ赤に飾る里の秋。里山が連なる加古川西岸

山裾の田園地帯 志方・きすみ野の里では今蕎麦の花が満開と聞く。 

真っ青な空 爽やかな風に誘われて 毎年楽しみにしている 恒例西神戸・東播磨 加古川岸の田園の秋巡り  

稔りの秋を迎えた加古川西岸の田園地帯 加古川市志方の郷から小野市きすみ野の里の秋。 

小野アルプスを越える福甸峠 棚田の秋風景。西神戸から加古川東岸へ原チャリで駆けました。 

 

毎日walkの西神戸の田園地帯もこの一週間で一変。例年より約10日遅れの彼岸花が一面黄金色の田の畔を真

っ赤に飾り、刈入入れも始まった稔りの秋に。また加古川西岸の丘陵地を一面真っ白にしたそば畑 そして福甸

峠棚田の秋景色 どこもかしこもゆっくり時間が流れる日本の秋の原風景 

コスモスの花も咲き出して 素晴らしい秋の風景に身も心もリフレッシュ。  

 

いつもの同じような景色ばかりですが、その時折  々 新しい時を刻むと。  

中々収めることができぬ秋の夕暮れ  

播磨灘に沈む夕日もこの秋巡りの中に納めることができました。  

厳しいコロナ禍の中での２０２０年秋 明日も日が昇る  

無理せず笑顔で 毎日を!! God be with You!! と我が道を行く 

   

コロナ禍で もやもやしていた気分も フレッシュ  

うれしい秋巡りに   

独りよがりですが、 いつものスライド動画にしましたので、  

コロナ禍のこころやすめにでもなれば。 

 

2020.10.７. From Kobe Mutsu Nakanishi 

 



photo Album 抜粋 

西神戸・東播磨 加古川岸の田園 稔りの里の秋巡り一面黄金色の田園地帯の里の秋 

 

 
     

本項目のスライド動画は下記のホームページに掲載しています 

 ◎ https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210satonoaki00.htm 

       ◎ https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk04.mp4 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210satonoaki00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk04.mp4
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【スライド動画】【Photo Album】2020秋コロナ禍の中で 

西国街道 武庫川髭の渡し 国道 171号線武庫川甲武橋東岸周辺    2020.10.11.  

 

尼崎にもこんなゆったりと時間が流れる緑の草原がある 

六甲を背にした甲山の眺望 & この秋 河川敷に出現した草原 

  

2020.10.2. R0210hihenowatashi00.htm by Mutsu Nakanishi 

毎度伊丹に出かけるたびに通過する国道１７１線甲武橋。  

「西国街道のかつての渡し場 武庫川土手の一番景色のいい場所 六甲を背にした甲山全体を眺められる」 

今日は時間もたっぷり。久しぶりに甲山の姿を写真を撮りたくて、伊丹へ行った帰りに車を止める。 

この辺りはかつての西国街道髭の渡しと聞くがしっかり歩いた記憶なし。 

また近くに河川敷を利用したコスモスがあると聞く。 いつも甲武橋を渡るとキョロキョロ。 

今日は疑問解消に甲武橋の河川敷を歩いて、一挙に疑問解消。気になっていたコスモス畑と武庫川の渡し場へ。 

土手で散歩している人に聞いて、今年はコスモス畑は中止と。ようやく神戸総合郷運動公園ではコスモスが咲き始

めましたが、どこともコロナ禍でコスモス畑ま中止なんだと。 

小学生の頃 六甲を背に鉄兜型の甲山はどこからでも見慣れた山。また きまって遠足やwalkの行事といえばは

武庫川の河川敷。武庫川土手から眺める甲山・六甲は四季折々目に焼き付いている一番の景色。  

もう何十年も前の記憶を頼りに、家内と二人で武庫川の土手歩きの風来坊をしました。 

 

  本項目のスライド動画は下記のホームページに掲載しています 

風来坊・Country Walk2020 「西国街道 武庫川髭の渡し 国道 171号線武庫川甲武橋東岸周辺 2020.10.11.」 

    ◎ https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210higenowatashi00.htm 

◎ https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk05.mp4 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210higenowatashi00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk05.mp4
中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
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旧西国街道 髭の渡し跡の案内板や石碑などがある周辺 2020.10.11. 

 この辺りには かつて茶店などがあり、古くから西宮を出発点に渡しから伊丹の昆陽を通って京に上る京街道で、 

 大変にぎわったという。さらに西国・九州への重要街道整備が進むと、それらを含めて京都から神戸  

さらに瀬戸内海沿いに山口長府や九州までを西国街道と呼ぶようになる。 

すぐ南側 武庫川に架かる甲武橋は国道171号線 現代の西国街道で、 

旧の西国街道と並行して淀川の西岸を通って京都を結ぶ。 

京都に行くと大文字山や比叡山を眺めながら鴨川から高野川を歩くのですが、 

武庫川土手の景色も四季折  々 今も天下一品の景色です。 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



2020020 2020.10.11.

171171171171171171171171171

171

Internet net 

171171171171171171

171

171171171171







Internet et 



15

1 6

1 8

1 10

1 12

http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/chronicl

es/visual/03kinsei/kinsei2-5.html
171

2020020 2020.10.11.

171171171171171171171171171

2020.10.11.

2020020 2020.10.11.

171171171171171171171171171

God be with You !!   !!God be with You

2020.10.11.

You !! !!  
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【スライド動画】【Photo Album】コロナ禍の秋 2020.10.13. 

表側の神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路をたどって菊水山に登る 

私のミステリ-Walk  鵯越-烏原-菊水山登り口-菊水山-鈴蘭台 

 

この9月 に神戸にも「六甲を登ってゆく登山電車がある」と鵯越・菊水山を越えて裏六甲に分け行く神戸電鉄とその

表側登り口「秘境駅の雰囲気がただよう『鵯越駅』」を紹介しましたが、最近、地下鉄湊川公園駅から市バスに乗継げば、

山麓バイパスの鵯越パス停横で六甲全山縦走路・神鉄鵯駅へ出られると知り、これはやってみたいと好奇心の虫。 

菊水山を遠望しながら「随分長いこと表側から菊水山へ登っていないなぁ.」と。

 

神戸市の市街地中央の背後にそびえる大阪湾の大ハパノラマの展望台で毎日登山で多くの人が集う市民の山「菊水山」。 

裏の鈴蘭台からは何度も登るのですが、表側からはアクセスが悪く、半日散歩には不向きと敬遠。おまけに人っ子一人

いない烏原を通過せねばならず、頂上への後半は急登の尾根道が続くとの記憶もあるのですが、山頂に立てば、大阪湾

一望の大展望が楽しめる。 

期待と好奇心一杯で、昼食を済ませた10月13日快晴の午後2時 山麓バイパス鵯越バス停をスタートに表側から鵯

越から烏原を抜けて菊水山へ登りました。鵯越から烏原を通って菊水山へ登る縦走路は10数年ぶり。 

山中の烏原の主要部分は大半 神戸の水甕 烏原貯水池とその諸施設で立ち入られず、通過してゆく神鉄の菊水山駅も

廃止され、もう随分経過し、烏原貯水池以外ほとんど聞くこともなし。随分変わっているだろう。 

菊水山ハイクの記録作りも兼ねたミステリーWalkの延長です。 

烏原も菊水山の急登も記憶とは大違い、心地よいミステリーwalk。 スライド動画にまとめました。 

コロナ禍での毎日walkの一コマ。何かの参考になれば・・・・ 

中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
スタンプ



私のミステリ-Walk  鵯越-烏原-菊水山登り口-菊水山-鈴蘭台  2020.10.13.4 

 

 

 



 

 

 

 



 

午後4時半ちかくなって日没が近い。そろそろ下山せねば…… 

でも山頂にはまだ10人近く残って景色を眺めたり、写真を撮ったりでくつろいでいる。鈴蘭台から私の後に登ってき

た人たちもいる。夕暮れ時なのにと不思議・・・・ 

そう思ってはっと気が付いた。 この人たちはここで播磨灘に沈む夕日をながめるのだと。絶好のポジションで今日は

チャンスだ。また、帰りの道も鈴蘭台へは、ほぼ登山道と並行して電波塔管理のNTTのドライブウェイがあり、暗く

なっても大丈夫である。 やっぱり大展望で人気の神戸市民の山の一つだ。次々とこの山に。 

日没を菊水山でながめると帰りが随分遅くなる。 

 

今日の目的は達成できたので、日没を眺

めず鈴蘭台に降りることにし、山を下る。 

山を下りて 神鉄鈴蘭台駅に着いた時に

はすっかり薄暗くなっていましたが、満

足感一杯のミステリーwalk。 

もう記憶が薄れていましたが、表側から

の道は頭にあるほどきつくなく、心地よ

い山歩き。 

烏原もあれていないことがわかり、表側

からの菊水山walkの記録も作れました。 

日没近し、ルンルンで電車に 

 

 2020.10.13.夕刻 鈴蘭台で 

 

 

 

   本項目のスライド動画は下記のホームページに掲載しています 

風来坊・Country Walk2020 「表側の神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路をたどって菊水山に登る」 

    ◎ https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210kikusuiyama00.htm 

       ◎ https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk06.mp4 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210kikusuiyama00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk06.mp4
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【スライド動画】【Photo Album】  コロナ禍の秋に ほっと一息 

       東播磨 秋の風物詩 加古川西岸 志方の郷のコスモス 2020.  2020.10.15. 

              今年も東播磨 志方の郷のコスモス畑を訪ねることができました 

 

 

2020.10.20. R0210sikatacosmos00.htm by Mutsu Nakanishi 

東播磨秋の風物詩 加古川西岸志方の郷 里山の間に広がる黄金色の田園地帯  

「一面ピンクのコスモス畑を送電線が渡りゆく」  

秋晴れの10月15日 「遅れていたコスモスが満開に」の報にデジカメ片手に原チャリwalk  

一面ピンクのコスモス畑の花を揺らせて 風が里を渡り行く。  

一面をピンクに染めるコスモス畑 今年も変わりなく 素晴らしい里の秋景色   

実りの秋を愛でるかのような志方の郷の秋景色 ここ数年で一番の美しいコスモス畑の秋景色でした   

コロナ禍 各地のコスモス畑中止と聞いて 志方の郷のコスモス畑  

どうなっているのか? 期待半分・心配半分でしたが、うれしい出会いに 

 

 

本項目のスライド動画は下記のホームページに掲載しています 

風来坊・Country Walk2020 「表側の神鉄鵯越駅から 六甲全山縦走路をたどって菊水山に登る」 

    ◎ https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210sikatacosmos00.htm 

       ◎ https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk07.mp4 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0210sikatacosmos00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/20walk07.mp4
中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
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コスモス畑の空を渡りゆく送電線 ピンクの花を揺り動かしながら風も渡りゆく秋景色 

 

コロナ禍を吹き飛ばす笑顔で華やぐコスモス畑 

 

日本の原風景 里の秋 コスモスをくゆらせながら 風が渡りゆく 

 

 

志方の郷のコスモス畑の秋景色  

ここ数年で一番   

うれしい2020コスモス畑探訪にな

りました 

 2020.10.15. Mutsi Nakanishi 
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【Photo album】【スライド動画】 

兵庫県花「野路菊」2020 横尾山山腹 野路菊の丘 

晩秋の散歩道 群生する兵庫県花「野路菊」が横尾山腹を真っ白に 

待ちかねた横尾山腹 野路菊の丘に咲く野路菊  2020.11.10. 

 

 

 

 11月になってめっきり寒くなって、街の街路樹の木々もすっかり紅葉して晩秋に。 

毎日の散歩で見上げる横尾山の山腹野路菊の丘も白くなり始め、晩秋の街角や山裾の道端のあちこちで一塊になっ 

白い小菊が咲く季節に。横尾山山腹が真っ白になると毎年この横尾山山腹の「野路菊の丘」で 眼下に見える西神戸の海や

街を眺めながら この一年を思い浮かべひと時を過ごす。私にとっての晩秋 秋送り 

かつては六甲や播磨の里山の山裾の道端などどこでも見られるありふれた小菊で、秋の生活を彩ってくれる身近な花で 

ありのままの着飾らぬ姿の花として「真実」の花言葉がある。 

特に「野路菊」は真っ白な純種で、生活の変化とともに中にか見られなくなってきたといい、東日本では見られない。 

兵庫県では身近な大切な花として県花にしてされ、兵庫県では「のじぎく賞」などのじぎくを冠につけたイベントや大会 

が数多くある。 

 野路菊が丘に咲きだすと毎年私の秋送り。11月11日 陽が陰り始めた午後 真っ白になった横尾山山腹「野路菊の丘」

に登り、コロナ禍の中で、色々あった年 また12月には喜寿を迎える年。 今年逝ってしまった仲間を思い浮かべつつの

秋送り。 ぼんやりと周囲を眺めながら、ひとときをすごしました。 

 もう何年も同じなのですが、スライド動画にしたことなく、ピンボケですが、2020野路菊の動画に。 

中西睦夫
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何とはなしに人恋しい秋  群生して咲き誇る純白な小菊の帯 丘一面を真っ白に染めるとなると 

なかなか見られぬ秋景色。「真実」の花言葉を持つ山端や川縁や里でそっと咲いている地味な花 

毎年この野路菊が咲きだすと、丘に登って先に逝ってしまった仲間を思い出しつつ、 

好きだった野風僧・惜別の歌も口ずさんで いっときを過ごすことができました。    

     遠き別れに耐えかねて、この高殿に登るかな ・・・・・・・・   

     惜別の歌を口ずさみつつ また、前向いて 

     God Be With You!! 

                 2020.11.10.  私の秋送り From Kobe   Mutsu Nakanishi  

 

 

 

 
2020.11.23. 満開になって 真っ白になった野路菊の丘 
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2020.11.10.  From Kobe   20.11.10. From Kobe
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God Be With You!!Wiith YoYYoYYou!!

2020.11.10.  From Kobe   Mutsu Nakanishi



2020.11.10. by Mutsu Nakanishi

2020.11.23. .
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【スライド動画】【Photo Album】  2020秋コロナ禍の中で 

                 きつい きついと言われる摩耶山 黒岩尾根を登る  2020.11.9. 

                           摩耶山上 掬星台からの大展望のデジカメVideo添付 

 

高さ702m摩耶山。正面右の山頂から左へ「く」の字に回り込む尾根筋が黒岩尾根。 

 
街の街路樹も鮮やかに色付づいた11月9日の午後、布引の滝道の紅葉を期待して布引谷を市原へ歩く。 

紅葉はまだこれからの谷筋にふと思い立って、布引谷の一番奥ト  

ゥエンティクロスから六甲森林植物園に出て帰ることに予定を 

変更。市原から布引の谷の奥へ歩き始めたのですが、トゥエンテ 

ィクロスの入口で先の道が崩壊して通れぬとの警告書と道遮断 

の柵。うかつにも状況よく知らず、時間的にも遅れたこともあっ 

て、布引谷の奥へ行くのをあきらめ、登田ことはないのですが、 

興味津々で、西の布引谷 東の地獄谷に挟まれた摩耶山黒岩尾根 

摩耶山黒岩尾根は市原の奥トゥエンティクロス(布引谷)と地獄谷 

に挟まれた急登の登山道。昔は長い悪路の道として有名だったと 

後で聞きましたが、道はしっかり整備されているので、不安なし。   

でもスマホの電波は届かず、途中案内標識もなく逃げ道のない一本道。思いつきの午後のハイキングにはちょっと 

厳しいなぁと。 

でも、視界の開けぬ樹林に包まれた明るい尾根筋道にきついなぁといいながらも心地よく、尾根道の上部で突然視 

界が開け、西六甲の山々画連なる向こうに明石海峡・淡路島が広がるうれしい西神戸の大展望。 

堂々と山体を広げる摩耶山の知らなかった新しい一面を知った感じがしています。 

中西睦夫
スタンプ

中西睦夫
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神戸の街からケーブル・ロープウェイや六甲ドライブウェイを通じて気軽に登れ、また、よく整備された登山道も 

数多くあり、毎日登山を楽しむ人も多い。 

神戸の街の中央から眺める摩耶山はケーブルで登れる気楽で楽しめる山と。子どもの頃から親しんだ山です。 

でも海岸から一機に700mほどを登るので侮ると厳しい。 

山深い大きな山などとは想像すらしていませんでしたが、今回正面の黒岩尾根を登って、新しい一面を発見。 

高取山など西六甲から眺める摩耶山の山容の大きさにも、改めて摩耶山の大きさに触れることができました。 

いつもの風来坊 思い付きの山歩きの自戒半分楽しさ半分。摩耶山の大きさやよく知らなかった摩耶山の黒岩尾根

の記録をスライド動画と写真アルバムにしました。これも コロナ禍の中での風来坊 神戸の街歩きです。 

   

昼飯を済ませて新神戸駅から滝道を歩き出す。布引谷の紅葉はまだこれから・・・・・・・ 

「布引谷トゥエンティクロスから森林植物園の道は真っ赤かも?」と期待半分。これが思いがけず、歩いたことのな  

い摩耶山黒岩尾根を登って摩耶山へゆくことに。市原から奥は紅葉も進んで心地よいハイキング。 

左に布引谷トゥエンティクロス右に地獄谷 その間の狭い尾根筋を登るのが黒岩尾根。この分岐からトゥエンティ

クロス入口にくると登山道が進入禁止に。ここまで途中に警告はあったのですが、巻き道があると思っていたので

すが、午後遅く崖崩れ箇所で迷えば日が暮れる恐れがあるので、ここでストップ。 

登ったことのない摩耶山黒岩尾根を登ることに興味津々。黒岩尾根を登って摩耶山へ行くことに。 

通常はもう少し手前の六甲全山縦走路 天狗道を登るのですが・・・、摩耶山はどこも急登のぼり道。 

入口からよく整備された階段道が続く。 

この黒岩尾根は長くできつい道、昔は悪路で有名だったようですが、今はよく整備されていました。 

また、トゥエンティクロス入口の進入禁止も多くの人が歩いて崖崩れ場所を通過するふみ跡がついていて、通過 

きると後で聞きました。なんせ午後からのwalk  私には未知の登山道が歩けてラッキー。 

遅出のwalk  日没との時間競争になりましたが、いろいろ知らなかった摩耶山の顔が見られていいwalkに 



摩耶山黒岩尾根を登る Photo Album  2020.11.9. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

参考 きつい きついと言われる摩耶山 黒岩尾根を登る 2020.11.9. スライド動画格納サイト 

   ■ スライド動画埋め込み掲載サイト 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0212kuroiwa00.htm 

  ■ 摩耶山掬星台からの大阪湾・神戸の街の大展望 & ロープウエイからの展望 

              https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/kikuseidaiVideo.mp4 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/R0212kuroiwa00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/walk17/kikuseidaiVideo.mp4

