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Country Walk  風来坊  

  
 By  Mutsu  Nakanishi 

新型コロナの世界的大流行３年目 いまだに収束が見えない。  

追い打ちをかけるロシアのウクライナ侵攻がもたらした戦争の悲惨さが 今やわが身に迫る

現実。 どうすれば゛良いのか… 平和が訪れるよう祈るしか手がないのか‥。 

資源・食糧・エネルギー自給のできぬ日本に追い打ちをかけ、急速な円安が進んで急速な

物価高が忍び寄る。 ニュースはさらりと物価高・増税が進むという。 

生活職のない政治家 痛みのない無駄遣いは何とか辞めさせられぬものか‥‥ 

高齢者には益々先行きが見えぬ不安感が募る厳しい時代に 

ワクチン・治療薬・医療体制は整備されたというものの、日ごとに増える「重症・死亡者」にも

「高齢者がほとんどである」と「自己責任」のほうかむり。“ With コロナ”とは高齢者切り

捨てとみえる無慈悲さに さらに物価上昇が高齢者に襲い掛かる。 

さきはどうなるのか不安が募る。 何が起こるか見えぬ危機がわが身に迫る厳しい時代  

でも 愚痴は言うまい。 まだまだ 足は動くし、好奇心は旺盛。 前向いて今を精一杯と。 

本年後半には 若者たちの強い意志の塊が多くの「奇跡の姿」を見せてくれ、 

若い人たちへの期待と希望が膨らむ 

震災の中で 希望の灯をともしてくれた若者たちの姿がふつふつと思い浮かぶ。 

若者たちと共に、希望に満ちた明るい平和な２０２３年になってほしいと 

願わずにはおられない。 

コロナ感染防止の自己行動規制・神戸籠りではや３年。   

ことしで終わりにできるかなぁう自由に飛び出してみたい。 

水行末 雲来末 風来末 行きたいとこは ここかしこ 

立ち位置をしっかり 前向いて 
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    2022年 風来坊・Country Walk  を振り返って   2022.12.30     .     

「風来坊・COUNTRY WALK」掲載記事: 28件   

        

■ 西神戸 春爛漫  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に ■ 

神戸の春２０２２ 春のPHOTOアルバムとスライド動画に 

 

梅・さくら・三つ葉ツツジ そしてバラへと 変化する春の花だより。 

毎日移りゆく素晴らしい西神戸の里の春景色をスライド動画に。５月下旬には 久し振りに原チャリで 

加古川沿いを風来坊 兵庫にも八丁トンボが舞う湿原があることを初めて知りました。 

また、春の風に吹かれての久しぶりの原チャリWALK  まだまだ駆けることができると元気を貰いました。 

また、２月 ロシアのウクライナ侵攻 びっくりする惨状  ウクライナへの祈り  早く平和が戻りますように 

   ■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に ■ 

       
 久し振りに原チャリで加古川沿いを風来坊  兵庫にも八丁トンボが舞う湿原があることを初めて知りました。 

また、初夏 高御位山の登山道 可憐に咲く笹百合の花 久し振りでした。 

原チャリWALK  まだまだ駆けることができると 

兵庫の里の風物詩 ひまわりの夏2022   小野市ひまわりの丘 & 佐用 旧南光のひまわり畑にも 

また 夏の朝を清々しくしてくれる朝顔 2022我が家の朝顔帳  また 加西市網引湿原の鷺草の花にも 

  ■ 彼岸花の咲く初秋から そばの花そしてコスモス満開の秋へ 風来坊 ■ 

   

   ◎ 戦争遺産がそっくりそのまま整備され残る加西市鶉野飛行場 滑走路跡地 & 戦争遺産にびっくり 

     ◎ ショウジョウバカマの花に群がり、乱舞する渡りの蝶「アサギマダラ」や 真っ赤なソバの花が咲くそば畑 

        そして、志方のコスモス畑の上 天空に弧を描いて架かる秋の虹も見ました。 うれしい秋の里景色です 

     ◎ 秋の夕暮れ 真っ赤に海を染めて暮れゆく須磨の秋景色 深まりゆく秋を感じるphotoも撮れました 

 ■ 晩秋から初冬へ 日に日に変わりゆく紅葉を眺めての毎日Walk & 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

 
    今年はいつもよりことのほか美しい紅葉に出会えました。 

海・山・里に近い神戸近郊 私とっておきの四季折々の風物詩をスライド動画に収めることができました 

 新型コロナ感染対応 自己行動規制の中で 見つけた神戸近郊 四季折々の美しさ 

https://infokkkna.com/ironroad/walk22list.htm 

 西神戸から東播磨の郷・そして 京都へも 一年数えてみれば２８件も・・・ 

一年の里の移ろいがスライド動画とPHOTO ALBUM資料に 

春夏秋冬 西神戸・東播磨 神戸近郊の花巡り 四季折  々うれしい里景色の集成ができました。 

https://infokkkna.com/ironroad/walk22list.htm


    2022年 風来坊・Country Walk  掲載リスト  2022.12.30       .    

  

「風来坊・COUNTRY WALK」: 28件   

         新型コロナ感染対応 自己行動規制の中で 見つけた神戸近郊 四季折々の美しさ 

https://infokkkna.com/ironroad/walk22list.htm 

  一年数えてみれば 西神戸から東播磨の郷・そして 京都へも    

一年を通じて神戸近郊の里景色の変化をスライド動画とPHOTO ALBUM２８件に記録。  

春夏秋冬 うれしい里景色の集成ができました。   

■ 西神戸の春  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に  

梅・さくら・三つ葉ツツジ そしてバラへと 西神戸の里の春の花だより 

神戸の春２０２２年春のPHOTOアルバムとスライド動画に 

 

 01 【スライド動画】令和４年２月 如月もうすぐ春が・・ 2022.2.22.  

須磨の散歩道  澄み渡る空きらきら光る須磨の海   

    久しぶりに大阪湾を眺めたくなって風早乗越から高取山に登りました  

 02 【スライド動画】 弥生３月  神戸須磨の春便り 神戸に春到来 須磨walk  

       春の日差しに誘われて   須磨の花便り& 春の海・里山歩き  

 03 【YouTube 映像】 NO WAR  ウクライナに思いを寄せて  2022.3.20.  

ウクライナ讃美歌 「ウクライナへの祈り」 

 https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

04 【スライド動画】 白川峠の北西 丘陵地が続く西神戸 2022.4.6 

      里山は芽吹き 桜咲く里も春作業  心も晴れ晴れ、西神戸春の里歩きを楽しむ  

      新生の息吹に満ちて 春うらら里山の春景色walk  原チャリで駆ける  

05 【スライド動画】白川峠の北西丘陵地を原チャリで駆ける  西神戸里山の春景色walk   

      フルーツの大生産地  押部谷高和 性海寺の里の春景色 2022.4.7. 

06 桜便り2202  ４月満開の桜  京都八瀬の山桜 & 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜  

      1. 芽吹きの比叡山山裾 春絶景 2022.4.1.   2. 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜2022.4.5.  

07 【スライド動画】  西神戸伊川谷 春の田園・野原はピンクの花でいっぱいに     

小寺の里で 春のれんげ畑を探す 2022.4.9. 

       1. 伊川谷小寺の里田園-長坂越-西高塚山  2. ハイキング道-学園都市-総合運動公園  

08 【スライド動画】 毎日の散歩道 芽吹きから新緑へ  ミツバツツジの咲く西六甲縦走路へ   

      春の午後  三つ葉ツツジ散策  高倉山-鉄拐山-旗振山   2022.4.9. & 4.17. 

09 【スライド動画】 桜が散って野山は一気に新緑へ   

新生の息吹を胸一杯 home town 若草の丘周辺で 2022.4.25  

1.庭も春爛漫 アグロステンマの花も咲きだして  2. 若草の丘・車の里の田園地 周回散策  

10 【スライド動画】山スタンプラリーコース六甲山（須磨-高取山） 2022.5.3. 

      西六甲にもアルプスに負けぬ岩稜縦走路  新緑須磨アルプス 栂尾山・横尾山 馬の背 walk  

11 【スライド動画】２０２２年バラ 春の掉尾を飾る須磨離宮公園の春のバラ 2022.5.15.   

バラの香りに誘われて ２０２２須磨離宮 春のバラを届けます 

https://infokkkna.com/ironroad/walk22list.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk


                                                                                                  

■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に ■   

12 【スライド動画】】 梅雨入り目前   原チャリで駆ける東播磨 加古川沿い風来坊walk  2022.5.24.  

       1. 5月中旬 麦秋 麦の収穫と田植えの準備に忙しい東播磨  

       2. 絶滅危惧種八丁蜻蛉の兵庫県唯一の自生地   加西市網引湿原の記録と紹介 

13 【スライド動画】  須磨西六甲縦走路  澄み渡る空 弧を描く大阪湾沿岸の大展望 2022.6.7.& 6.8.   

 絶好の大阪湾・播磨灘大展望スポット 西六甲須磨 高倉山・鉄拐山・旗振り山  

      久しぶりにくっきり 大阪湾・淡路島・明石大橋・播磨灘   

14 【スライド動画】 梅雨目前 快晴の空に誘われて  東播磨加古川西岸 播磨富士「高御位山」walk  

     笹百合の咲く高御位神社参道登山道」を登りました    2022.6.12. 

15 【スライド動画】 ２０２２ひまわりの夏【1】 2022.7.13. 

   青田が広がる東播磨の田園地帯 小野のひまわり畑&青田がすくすく育つ酒米の郷を原チャリで駆ける   

16 【スライド動画】 ２０２２ひまわりの夏【2】 2022.7.21.   

     ３年ぶり西播磨佐用 古代たたらの山郷佐用町旧南光  千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑  

 17 【スライド動画】 2022夏 朝顔帳 2022.8.1.  夏の朝を清々しくしてくれる朝顔 夏の朝の楽しみ  

18 【スライド動画】 足元で白鷺が舞うがごとく自生の鷺草が咲く加古川西岸 加西市網引湿原へ 2022.8.21.   

「夏の終わり鷺草が咲く網引湿原の見事な美しさ」と  教えてもらった加西市網引湿原  

        我が家の鷺が咲くのを見て、原チャリ走らせ湿原に  

 ■ 彼岸花の咲く初秋からそばの花そしてコスモス満開の秋へ 風来坊 ■ 

  ◎ 戦争遺産がそっくりそのまま整備され残る加西市鶉野飛行場 滑走路跡地 & 戦争遺産にびっくり 

    ◎ ショウジョウバカマの花に群がり、乱舞する渡りの蝶「アサギマダラ」や 真っ赤なソバの花が咲くそば畑 

       そして、志方のコスモス畑の上 天空に弧を描いて架かる秋の虹も見ました。 うれしい秋の里景色です 

    ◎ 秋の夕暮れ 真っ赤に海を染めて暮れゆく須磨の秋景色 深まりゆく秋を感じるphotoも撮れました 

 19【スライド動画】 初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩 2022.9.12   

東播磨の田園地帯 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける   

 

    
初めての加西市鶉野飛行場探訪 滑走路跡地 &戦争遺産 戦争遺産がそっくりそのまま整備され残されている びっくり 

20.【スライド動画】 神戸の小さい秋 2022.9.22.～9.30. 

初秋の散歩道で  里の秋を飾るヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶 アサギマダラ  



  

21【スライド動画】【映像資料】藤袴の花に群がり乱舞する蝶    2022コスモスの秋 2022.11.5.   

     蝶の道 旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ  アサギマダラの渡りの道 遠く種子島 台湾へ   

     藤袴の花に群がり乱舞する蝶「アサギマダラ」の映像  初めて撮れました それも旗振り山の頂上で!!   

22【スライド動画】2022コスモスの秋  

   加古川東岸に広がる東播磨の田園地帯  広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21.  

     いつもとは違うコスモス畑、コウノトリに出会えるかもと稲美野天満池周辺に点在するコスモス畑へ  

23【風来坊】【スライド動画】【Photo Album】2022コスモスの秋  

     東播磨の田園の花巡り2022 一面 ピンクの絨毯 赤ソバの里 姫路市香寺恒屋の里を訪ねる 2022.10.24.   

     赤いそばの花 姫路市香寺恒屋・ピンクのコスモス加古川市志方の里・白いそばの花 小野市来住野 

 24【スライド動画】2022コスモスの秋 【2】 秋の夕暮れはつるべ落とし   

       コスモスの花満開の西神戸の夕暮れ2022.10.28.&31.  

  

  

 ■ 晩秋から初冬へ 日に日に変化する紅葉の毎日Walk & 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

    今年は例年より美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色なのでしょうか… 

  

25【スライド動画】  私の秋送り2022 横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で  

横尾山山腹の丘一面を真っ白にして    野路菊の花が咲きはじめました   2022.11.15. 

26【スライド動画】 11月中旬神戸の街で 毎日walkより  紅葉が始まった久し振りの布引谷 2022.11.11.  

27【スライド動画】 神戸の街で 毎日walkより   

登録有形文化財  新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～2022.11.26.  

28【スライド動画】  久し振りの京都 京都の紅葉2022 2022.11.28.  

真っ赤な紅葉が見たくて 北野天満宮 御土居・高雄雄の山紅葉・東山真如堂へ 

 

28件ものスライド動画とPhoto Album による2022年一年の四季折々の西神戸・東播磨の記録が収蔵できました。 

 



 2022 風来坊・Country walk  

 掲載記事 スライド動画 インタ-ネット リンクサイト 表 

新型コロナ感染対応 自己行動規制の中で 見つけた神戸近郊 四季折  々デジカメスライド 

    数えてみれば 西神戸から東播磨の郷・そして 京都へも 一年の里の移ろいがスライド動画に。 

 作成した資料２８件 春夏秋冬 うれしい里景色の移ろい 西神戸東播磨の風物詩集成になりました。 

 

■ 西神戸の春  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に ■ 

01 令和４年２月 如月もうすぐ春が・・須磨の散歩道  澄み渡る空きらきら光る須磨の海  2022.2.22.  

   久しぶりに大阪湾を眺めたくなって風早乗越から高取山に登りました  

   https://www.infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk01.mp4 

02 弥生３月 神戸に春到来 須磨walk 春の日差しに誘われて 須磨の花便り& 春の海・里山歩き  

     https://www.infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk02.mp4 

03 【youtube 映像】ウクライナ讃美歌 

「ウクライナへの祈り」NO WAR ウクライナに思いを寄せて 2022.3.20.  

https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

04 白川峠の北西 丘陵地が続く西神戸 春うらら里山の春景色walk  原チャリで駆ける 2022.4.6 

     里山は芽吹き 桜咲く里も春作業  心も晴れ晴れ、西神戸春の里歩きを楽しむ  

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk04.mp4 

05 白川峠の北西丘陵地を原チャリで駆ける  西神戸里山の春景色walk  2022.4.7. 

     フルーツの大生産地  押部谷高和 性海寺の里の春景色  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk05.mp4 

06 桜便り2202   京都八瀬の山桜 & 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜  

      1. 芽吹きの比叡山山裾 春絶景2022.4.1.   

 2. 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜2022.4.5. 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk06.mp4 

07 西神戸伊川谷 春の田園・野原はピンクの花でいっぱいに  小寺の里で 春のレンゲ畑を探す 2022.4.9.  

      1. 伊川谷小寺の里田園-長坂越-西高塚山  

 2. ハイキング道 - 学園都市 - 総合運動公園 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk07.mp4 

 08 芽吹きから新緑へ  毎日の散歩道 ミツバツツジの咲く西六甲縦走路へ  2022.4.9. & 4.17.  

     快晴で心地よい春の午後  三つ葉ツツジ散策   高倉山-鉄拐山-旗振山   

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk08.mp4 

09 桜が散って野山は一気に新緑へ  新生の息吹を胸一杯 home town 若草の丘周辺で 2022.4.25  

1.我が家の庭も春爛漫 アグロステンマの花も咲きだして   

2.若草の丘・車の里の田園地周回散策  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk09.mp4 

10 山スタンプラリーコース六甲山（須磨-高取山） 2022.5.3. 

     西六甲にもアルプスに負けぬ岩稜縦走路  新緑須磨アルプス 栂尾山・横尾山 馬の背 walk  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk10.mp4 

11 ２０２２年バラ 春の掉尾を飾る須磨離宮公園の春のバラ 2022.5.15.   

バラの香りに誘われて 2022須磨離宮 春のバラを届けます 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk11.mp4 
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■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に ■   

12 梅雨入り目前   原チャリで駆ける東播磨 加古川沿い風来坊walk    2022.5.24.  

       1. 5月中旬 麦秋 麦の収穫と田植えの準備に忙しい東播磨  

       2. 絶滅危惧種八丁蜻蛉の兵庫県唯一の自生地   加西市網引湿原の記録と紹介 

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk12.mp4 

13  須磨西六甲縦走路  澄み渡る空 弧を描く大阪湾沿岸の大展望 2022.6.7.& 6.8.   

絶好の大阪湾・播磨灘大展望スポット 西六甲須磨 高倉山・鉄拐山・旗振り山  

      久しぶりにくっきり 大阪湾・淡路島・明石大橋・播磨灘   

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk13.mp4 

14  梅雨目前 快晴の空に誘われて  東播磨加古川西岸 播磨富士「高御位山」walk  2022.6.12. 

     笹百合の咲く高御位神社参道登山道」を登りました  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk14.mp4 

15  ひまわりの夏2022【1】 2022.7.13. 

   青田が広がる東播磨の田園地帯 小野のひまわり畑&青田がすくすく育つ酒米の郷を原チャリで駆ける  

   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk15.mp4 

16  ひまわりの夏2022【2】 2022.7.21.   

      ３年ぶり西播磨佐用 古代たたらの山郷佐用町旧南光  千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk16.mp4 

17  2022夏 朝顔帳 2022.8.1.    夏の朝を清々しくしてくれる朝顔 夏の朝の楽しみ  

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk17.mp4 

18  足元で白鷺が舞うがごとく自生の鷺草が咲く加古川西岸 加西市網引湿原へ 2022.8.21.   

「夏の終わり鷺草が咲く網引湿原の見事な美しさ」と  教えてもらった加西市網引湿原  

      我が家の鷺が咲くのを見て、原チャリ走らせ湿原に 

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk18.mp4 

 

■ 彼岸花の咲く初秋からそばの花そしてコスモス満開の秋へ 風来坊 ■ 

19  初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける  2022.9.12   

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19.mp4 

20  神戸の小さい秋 里の秋を飾るヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶 アサギマダラ  2022.9.22.～9.30. 

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk20.mp4 

21  【映像資料】藤袴の花に群がり乱舞する蝶    2022コスモスの秋 2022.11.5.   

      蝶の道 旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ  アサギマダラの渡りの道 遠く種子島 台湾へ   

      藤袴の花に群がり乱舞する蝶「アサギマダラ」の映像  初めて撮れました    それも旗振り山の頂上で!!  

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.mp4 

22  2022コスモスの秋  加古川東岸の田園地帯  広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21.  

      いつもとは違うコスモス畑、コウノトリに出会えるかもと稲美野天満池周辺に点在するコスモス畑へ  

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22.mp4 

23  2022コスモスの秋  東播磨の田園の花巡り2022  

一面 ピンクの絨毯 赤ソバの里 姫路市香寺恒屋の里を訪ねる 2022.10.24.         

      赤いそばの花 姫路市香寺恒屋・ピンクのコスモス加古川市志方の里・白いそばの花 小野市来住野 

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.mp4 

 24  2022コスモスの秋  秋の夕暮れはつるべ落とし  コスモスの花満開の西神戸の夕暮れ2022.10.28.&31.  

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.mp4 
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■ 晩秋から初冬へ 日に日に変わりゆく紅葉を眺めての毎日Walk & 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

      今年は例年より 美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色なのでしょうか… 

25  私の秋送り2022 横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で  

横尾山山腹の丘一面を真っ白にして 野路菊の花が咲きはじめました   2022.11.15. 

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.mp4 

26  11月中旬神戸の街で 毎日walkより  紅葉が始まった久し振りの布引谷 2022.11.11.  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.mp4 

27  神戸の街で 毎日walkより  

登録有形文化財  新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～2022.11.26.  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.mp4 

28  久し振りの京都 京都の紅葉2022 2022.11.28.  

真っ赤な紅葉が見たくて 北野天満宮 御土居・高雄雄の山紅葉・東山真如堂へ 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.mp4 
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高齢化が急進と社会の疲弊が誰の目にも明らかになり、先行きが見えぬ不安感が募る厳しい年でした。 

   ・新型コロナの世界的大流行３年目 社会のほころびがここかしこ 

・ロシアのウクライナ侵攻がもたらした戦争の悲惨さ アニメの世界が今現実に 

・地球環境の変化 甚災害の深刻さと低炭素社会構築の取組 

・資源・食糧・エネルギーの自給できぬ日本の危うさが現実に 

・そんな中で 日本の財政は大量の負債を抱える中で、急速な円安が進んで 物価高が忍び寄る 

 かつてのごとく、円安の中で外国の買い手がある先端技術商品があればよいが今はもう・・・・・   

政治はいまだにうんざりする場当たり的な対応とバラまき政治。老獪・経験だけの仲間内。 

本来ならば、根本的に事態を見据えた日本の城行対応が一数なのでしょうが、みんなみんな国民に放火無理。 

社会全体の疲弊 そして世界が見えぬ・・・・・。 

高齢者にとっては厳しい一年。 危機がわが身に迫る厳しい時代 さきはどうなるのか 不安感が募る一年 

今春 with コロナ 行動制限が解かれ 街には活気が・・・・・ 

でも コロナも不安感一杯の再流行の兆し もう年末には第７波を越える入院患者数に‥‥  

日ごとに増える「重症・死亡者」にも「高齢者がほとんどである」とまた「自己責任」のほうかむり。 

根本的な対応視点が見えぬ日本社会の疲弊 もう抜き差しならぬ時 

若い人を待ち望む声が日増しに高まる一年でした。  

みんな地球人「自分さえよければ・・・ではどうにもならぬ意識と覚悟」の新時代が目前に 

Iron Road  世界と共に生きる時代の模索・取組推進の時代の幕開けを実感した2022年になりました  

もう 愚痴は言うまい。 まだまだ 足は動くし、好奇心・気力は一杯 今を元気に 精一杯。 

若い人たちへの期待と希望が膨らんだ年でもありました。 

本年後半には 若者たちの強い意志の塊が多くの「奇跡の姿」を見せてくれた年でもありました。 

「あきらめない 一つになれば 奇跡は何度も起きる」 

「偶然ではない 奇跡の姿は 何度でも・・・」 

はっきりと期待が膨らむ「明日は若者の時代」と・・・・・・   

かつて 「とにかく やってみなはれ」と若者たちを後押ししてくれた時代のように… 

    

    

 

 

                  締めくくり   激動の２０２２年 一年を振り返って                                        

≪ 社会・経済・暮らしの再建 地球人として生きる社会再構築 大変革の時代の幕明け ≫ 

日本の主要産業・経済・暮らしの疲弊 先行き模索が続く日本 日本が取り残される・・・・ 



本年を締めくくって・・… 

≪社会・経済・暮らしの再建 地球人として生きる社会再構築の大変革の時代の幕明け≫ 

鉄は勿論日本の主要産業・経済・暮らしの疲弊 日本が取り残されている・・・・ 

     

         

高齢化が急進と社会の疲弊が誰の目にも明らかになり、先行きが見えぬ不安感が募る厳しい年でした。 

   ・新型コロナの世界的大流行３年目 社会のほころびがここかしこ 

・ロシアのウクライナ侵攻がもたらした戦争の悲惨さ アニメの世界が今現実に 

・地球環境の変化 甚災害の深刻さと低炭素社会構築の取組 

・資源・食糧・エネルギーの自給できぬ日本の危うさが現実に 

・そんな中で 日本の財政は大量の負債を抱える中で、急速な円安が進んで 物価高が忍び寄る 

 かつてのごとく、円安の中で外国の買い手がある先端技術商品があればよいが今はもう・・・・・  

政治はいまだにうんざりする場当たり的な対応とバラまき政治。老獪・経験だけの仲間内。 

本来ならば、根本的に事態を見据えた日本の城行対応が一数なのでしょうが、みんなみんな国民に放火無理。 

社会全体の疲弊 そして世界が見えぬ・・・・・。 

高齢者にとっては 厳しい一年。 危機がわが身に迫る厳しい時代 さきはどうなるのか 不安感が募る一年 

今春 with コロナ 行動制限が解かれ 街には活気が・・・・・ 

でも コロナも不安感一杯の再流行の兆し もう年末には第７波を越える入院患者数に‥‥  

日ごとに増える「重症・死亡者」にも「高齢者がほとんどである」とまた「自己責任」のほうかむり。 

根本的な対応視点が見えぬ日本社会の疲弊 もう抜き差しならぬ時 

若い人を待ち望む声が日増しに高まる一年でした。  

みんな地球人「自分さえよければ・・・ではどうにもならぬ意識と覚悟」の新時代が目前に 

Iron Road  世界と共に生きる時代の模索・取組推進の時代の幕開けを実感した2022年になりました  

もう 愚痴は言うまい。 まだまだ 足は動くし、好奇心・気力は一杯 今を元気に 精一杯。 

若い人たちへの期待と希望が膨らんだ年でもありました。 

本年後半には 若者たちの強い意志の塊が多くの「奇跡の姿」を見せてくれた年でもありました。 

「あきらめない 一つになれば 奇跡は何度も起きる」 

「偶然ではない 奇跡の姿は 何度でも・・・」 

もう はっきりと期待が膨らむ「明日は若者の時代」と・・・・・・   

かつて 「とにかく やってみなはれ」と若者たちを後押ししてくれた時代のように… 

 



 

  

                                                                                       

 

 

                                                                                                  

  

■ ひまわりの夏 

15 【スライド動画】 ２０２２ひまわりの夏【1】 2022.7.13. 

   青田が広がる東播磨の田園地帯 小野のひまわり畑&青田がすくすく育つ酒米の郷を原チャリで駆ける   

16 【スライド動画】 ２０２２ひまわりの夏【2】 2022.7.21.   

     ３年ぶり西播磨佐用 古代たたらの山郷佐用町旧南光  千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑  

 17 【スライド動画】 2022夏 朝顔帳 2022.8.1.  夏の朝を清々しくしてくれる朝顔 夏の朝の楽しみ  

18 【スライド動画】 足元で白鷺が舞うがごとく自生の鷺草が咲く加古川西岸 加西市網引湿原へ 2022.8.21.   

「夏の終わり鷺草が咲く網引湿原の見事な美しさ」と  教えてもらった加西市網引湿原 原チャリ走らせ湿原に 

■ 彼岸花の咲く初秋から そばの花・コスモス満開の秋へ 

◎ 戦争遺産がそっくりそのまま整備され残る加西市鶉野飛行場 滑走路跡地 & 戦争遺産にびっくり 

◎ 藤袴の花に群がり、乱舞する渡りの蝶「アサギマダラ」や 真っ赤なソバの花が咲くそば畑 

       志方のコスモス畑の天空に弧を描いて架かる秋の虹も見ました。 うれしい秋の里景色です 

    ◎ 秋の夕暮れ 真っ赤に海を染めて暮れゆく須磨の秋景色 深まりゆく秋を感じるphotoも撮れました 

 19【スライド動画】 初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩 2022.9.12   

東播磨の田園地帯 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける   初めての加西市鶉野飛行場探訪 

    滑走路跡地 &戦争遺産 戦争遺産がそっくりそのまま整備され残されている びっくり 

20.【スライド動画】 神戸の小さい秋 2022.9.22.～9.30. 

初秋の散歩道で  里の秋を飾るヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶 アサギマダラ  

21【スライド動画】【映像資料】 藤袴の花に群がり乱舞する蝶    2022コスモスの秋 2022.11.5.   

     蝶の道 旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ  アサギマダラの渡りの道 遠く種子島 台湾へ   

     藤袴の花に群がり乱舞する蝶「アサギマダラ」の映像  初めて撮れました それも旗振り山の頂上で!!   

22【スライド動画】2022コスモスの秋  

   加古川東岸に広がる東播磨の田園地帯  広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21.  

     いつもとは違うコスモス畑、コウノトリに出会えるかもと稲美野天満池周辺に点在するコスモス畑へ  

23【風来坊】【スライド動画】【Photo Album】2022コスモスの秋【1】 

     東播磨の田園の花巡り 一面 ピンクの絨毯 赤ソバの里 姫路市香寺恒屋の里を訪ねる 2022.10.24.         

     赤いそばの花 姫路市香寺恒屋・ピンクのコスモス加古川市志方の里・白いそばの花 小野市来住野 

 24【スライド動画】2022コスモスの秋 【2】 秋の夕暮れはつるべ落とし   

       コスモスの花満開の西神戸の夕暮れ2022.10.28.&31.  

■ 晩秋から初冬へ 日に日に変化する紅葉の毎日Walk & 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

   今年は例年より美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色なのでしょうか… 

25【スライド動画】  私の秋送り2022 横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で  

横尾山山腹の丘一面を真っ白にして    野路菊の花が咲きはじめました   2022.11.15. 

26【スライド動画】 11月中旬神戸の街で 毎日walkより  紅葉が始まった久し振りの布引谷 2022.11.11.  

27【スライド動画】 神戸の街で 登録有形文化財  新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～  2022.11.26.  

28【スライド動画】  久し振りの京都 京都の紅葉2022 2022.11.28.  

真っ赤な紅葉が見たくて 北野天満宮 御土居・高雄雄の山紅葉・東山真如堂へ 

28件ものスライド動画とPhoto Album  2022年一年の四季折々の西神戸・東播磨の記録が収蔵できました。 

 

２０２２年風来坊・Country walk  第二分冊  目 次  ひまわりの夏から秋 そして師走へ  
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 2022 風来坊・Country walk  

 スライド動画掲載した２０２２風来坊のインタ-ネット リンクサイト表 

新型コロナ感染対応 自己行動規制の中で 見つけた神戸近郊 四季折々 デジカメスライド 

           数えてみれば 西神戸から東播磨の郷・そして 京都へも 一年の里の移ろいがスライド動画に。 

      作成した資料２８件 春夏秋冬 うれしい里景色の移ろい 西神戸東播磨の風物詩集成になりました 

 

  西神戸・東播磨近郊  四季折々の風物詩・里景色を１年を通じて スライド動画で記録集成    

■ 西神戸の春  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に 

■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に 

■ 彼岸花の咲く初秋からそばの花そしてコスモス満開の秋へ 近郊の里を風来坊 ■ 

■ 晩秋から初冬へ 日に日に変わりゆく紅葉を眺めての毎日Walk & 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

        今年は例年より美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色かも…  

 

 

 

 

 

 

 



 

■ 西神戸の春  コロナ禍の中 西神戸 山は芽吹き 里の田園にはレンゲの花が一面に ■ 

01  令和４年２月 如月もうすぐ春が・・須磨の散歩道  澄み渡る空きらきら光る須磨の海  2022.2.22.  

   久しぶりに大阪湾を眺めたくなって風早乗越から高取山に登りました  

   https://www.infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk01.mp4 

02  弥生３月 神戸に春到来 須磨walk 春の日差しに誘われて 須磨の花便り& 春の海・里山歩き  

     https://www.infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk02.mp4 

03【youtube 映像】ウクライナ讃美歌 

「ウクライナへの祈り」NO WAR ウクライナに思いを寄せて 2022.3.20.  

https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

04 白川峠の北西 丘陵地が続く西神戸 春うらら里山の春景色walk  原チャリで駆ける 2022.4.6 

     里山は芽吹き 桜咲く里も春作業  心も晴れ晴れ、西神戸春の里歩きを楽しむ  

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk04.mp4 

05 白川峠の北西丘陵地を原チャリで駆ける  西神戸里山の春景色walk  2022.4.7. 

     フルーツの大生産地  押部谷高和 性海寺の里の春景色  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk05.mp4 

06 桜便り2202   京都八瀬の山桜 & 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜  

      1. 芽吹きの比叡山山裾 春絶景2022.4.1.   

 2. 神戸の街桜 宇治川楠谷の桜2022.4.5. 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk06.mp4 

07 西神戸伊川谷 春の田園・野原はピンクの花でいっぱいに  小寺の里で 春のレンゲ畑を探す 2022.4.9.  

      1. 伊川谷小寺の里田園-長坂越-西高塚山  

 2. ハイキング道 - 学園都市 - 総合運動公園 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk07.mp4 

 08 芽吹きから新緑へ  毎日の散歩道 ミツバツツジの咲く西六甲縦走路へ  2022.4.9. & 4.17.  

     快晴で心地よい春の午後  三つ葉ツツジ散策   高倉山-鉄拐山-旗振山   

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk08.mp4 

09 桜が散って野山は一気に新緑へ  新生の息吹を胸一杯 home town 若草の丘周辺で 2022.4.25  

1.我が家の庭も春爛漫 アグロステンマの花も咲きだして   

2.若草の丘・車の里の田園地周回散策  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk09.mp4 

10 山スタンプラリーコース六甲山（須磨-高取山） 2022.5.3. 

     西六甲にもアルプスに負けぬ岩稜縦走路  新緑須磨アルプス 栂尾山・横尾山 馬の背 walk  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk10.mp4 

11 ２０２２年バラ 春の掉尾を飾る須磨離宮公園の春のバラ 2022.5.15.   

バラの香りに誘われて 2022須磨離宮 春のバラを届けます 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk11.mp4 

■ 梅雨入り目前の初夏からひまわりの夏へ 田園を駆けて２０２２年の夏をスライド動画に ■   

12 梅雨入り目前   原チャリで駆ける東播磨 加古川沿い風来坊walk    2022.5.24.  

       1. 5月中旬 麦秋 麦の収穫と田植えの準備に忙しい東播磨  

       2. 絶滅危惧種八丁蜻蛉の兵庫県唯一の自生地   加西市網引湿原の記録と紹介 

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk12.mp4 

13  須磨西六甲縦走路  澄み渡る空 弧を描く大阪湾沿岸の大展望 2022.6.7.& 6.8.   

 絶好の大阪湾・播磨灘大展望スポット 西六甲須磨 高倉山・鉄拐山・旗振り山  

      久しぶりにくっきり 大阪湾・淡路島・明石大橋・播磨灘   

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk13.mp4 
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 14  梅雨目前 快晴の空に誘われて  東播磨加古川西岸 播磨富士「高御位山」walk  2022.6.12. 

    笹百合の咲く高御位神社参道登山道」を登りました  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk14.mp4 

15. ひまわりの夏2022【1】 2022.7.13. 

  青田が広がる東播磨の田園地帯 小野のひまわり畑&青田がすくすく育つ酒米の郷を原チャリで駆ける  

   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk15.mp4 

16. ひまわりの夏2022【2】 2022.7.21.   

     ３年ぶり古代たたらの山郷佐用町旧南光  千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk16.mp4 

17. 2022夏 朝顔帳 2022.8.1.    夏の朝を清々しくしてくれる朝顔 夏の朝の楽しみ  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk17.mp4 

18  足元で白鷺が舞うがごとく自生の鷺草が咲く加古川西岸 加西市網引湿原へ 2022.8.21.   

「夏の終わり鷺草が咲く網引湿原の見事な美しさ」と  教えてもらった加西市網引湿原  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk18.mp4 

■ 彼岸花の咲く初秋からそばの花そしてコスモス満開の秋へ 近郊の里を風来坊  

19  初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける  2022.9.12   

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19.mp4 

20. 神戸の小さい秋 里の秋 ヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶 アサギマダラ  2022.9.22.～9.30. 

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk20.mp4 

21【映像資料】藤袴の花に群がり乱舞する蝶    2022コスモスの秋 2022.11.5.   

     アサギマダラの渡りの道 旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ 遠く種子島 台湾へ   

     藤袴の花に群がり乱舞する蝶「アサギマダラ」の映像  初めて撮れました  それも旗振り山の頂上で!!  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.mp4 

22 2022コスモスの秋  加古川東岸の田園地帯 広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21.  

     いつもとは違うコスモス畑、コウノトリに出会えるかもと稲美野天満池周辺に点在するコスモス畑へ  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22.mp4 

23  コスモスの秋  東播磨の田園の花巡り2022  

一面 ピンクの絨毯 赤ソバの里 姫路市香寺恒屋の里を訪ねる 2022.10.24.         

    赤いそばの花 姫路市香寺恒屋・ピンクのコスモス加古川市志方の里・白いそばの花 小野市来住野 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.mp4 

 24 コスモスの秋  秋の夕暮れはつるべ落とし  コスモスの花満開の西神戸の夕暮れ  2022.10.28.&31.  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.mp4 

■ 晩秋から初冬へ 日に日に変わる紅葉を眺めての毎日Walk& 真っ赤に色づいた京都の紅葉  

     今年は例年よりも美しい紅葉に出会えました。海・山・里に近い神戸ならではの景色なのでしょうか 

25  私の秋送り2022 横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で  

横尾山山腹の丘一面を真っ白にして 野路菊の花が咲きはじめました   2022.11.15. 

      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.mp4 

26  11月中旬神戸の街で 毎日walkより  紅葉が始まった久し振りの布引谷 2022.11.11.  

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.mp4 

27  神戸の街で 毎日walkより  

 登録有形文化財  新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～2022.11.26.  

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.mp4 

28 久し振りの京都 京都の紅葉2022 2022.11.28.  

真っ赤な紅葉が見たくて 北野天満宮 御土居・高雄雄の山紅葉・東山真如堂へ 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.mp4 
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【風来坊】【Photo Album】【スライド動画】 

２０２２ひまわりの夏   2022.7.13.  

青田が広がる東播磨の田園地帯を原チャリで駆ける 

     

浄土市 ひまわりの丘 & 国宝 浄土寺と差し込む西陽に輝く釈迦来迎 釈迦三尊立像 

青田が広がる東播磨夏の絶景 山田錦の郷 加東・三木・淡河・丹生山山田の里景色 

 

 

■２０２２ひまわりの夏 青田が広がる東播磨の田園地帯を原チャリで駆ける   2022.7.13. 

◎ 小野市浄土市 ひまわりの丘 & 国宝 浄土寺と差し込む西陽に輝く釈迦来迎 釈迦三尊立像 

◎ 青田が広がる東播磨夏の絶景 山田錦の郷 加東・三木・淡河・丹生山山田の里景色 

 スライド動画  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408himawari.mp4 

 Web File       https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408himawariweb.pdf 

   Photo Alobum  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408himawariphoto.pdf 
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■２０２２ひまわりの夏 青田が広がる東播磨の田園地帯を原チャリで駆ける   2022.7.13. 

◎ 小野市浄土市 ひまわりの丘 & 国宝 浄土寺と差し込む西陽に輝く釈迦来迎 釈迦三尊立像 

◎ 青田が広がる東播磨夏の絶景 山田錦の郷 加東・三木・淡河・丹生山山田の里景色 

 スライド動画  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408himawari.mp4 

 Web File       https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408himawariweb.pdf 

   Photo Alobum  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408himawariphoto.pdf 
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【風来坊】【Photo Album】【スライド動画】 

２０２２ひまわりの夏【2】  2022.7.21.  

    ３年ぶり 西播磨 佐用 古代たたらの山郷 佐用町旧南光  

    千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑を訪ねました 

あいにくの曇天でしたが、うれし なっかし たたらの郷のひまわりとの出会いに 

 

   

 

２０２２ひまわりの夏【2】  2022.7.21.  

    ３年ぶり 西播磨 佐用 古代たたらの山郷 佐用町旧南光  

    千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑を訪ねました 

 スライド動画  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawari.mp4 

   Web File    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawariweb.pdf 

   Photo Alobum  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawariphoto.pdf 
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≪千種川河岸の丘の上の漆野段の里 古代のたたら跡の段々畑のひまわり畑≫ 2022.7.21.  

  

≪広い千種川河岸段丘 視野いっぱいに広がる徳久 林崎のひまわり畑 ≫ 2022.7.21. 

 



 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘れかけていた夏の清涼な景色 林崎のひまわり畑の丘から千種川を眺めていて見つけました  

 

２０２２ひまわりの夏【2】  2022.7.21.  

  ３年ぶり 西播磨 佐用 古代たたらの山郷 佐用町旧南光  

   千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑を訪ねました 

 スライド動画  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawari.mp4 

 Web File       https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawariweb.pdf 

   Photo Alobum  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawariphoto.pdf 

 

 

ご参考まで 

 

 

                               2022.7.21. by Mutsu Nakanishi 

毎夏 西播磨佐用 旧南光のひまわり畑に通ってもう１０数年 その年々のひまわりの夏 ご参考まで 

 ■【写真アルバム】たたらの里 西播磨佐用町西下野に咲くひまわり   2009.7.31. 

   https://infokkkna.com/ironroad/2009htm/2009walk/9walk10.pdf 

 ■ 千種川流域に咲くひまわり畑と製鉄神「天目一筒神」を祭る「天一神社」を訪ねる       

   ひまわりの夏2012 古代たたらの郷 佐用 西播磨佐用町（旧南光町）林崎 2012.7.19. 

      https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf 

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

      https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1608syhimawari00.htm 

 ■  2017 ひまわりの夏     恒例の夏迎え 播磨のひまわり畑を訪ねる 2017.7.19. & 7.20. 

   https://infokkkna.com/ironroad/2017himawarinonatsuweb.pdf 

 ■  2019ひまわりの夏 ひまわり walk 2019.7.17  西播磨たたらの山郷 佐用(旧南光町)のひまわり畑 

   https://infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm 
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忘れかけていた夏の清涼な景色 林崎のひまわり畑の丘から千種川を眺めていて見つけました  

 

２０２２ひまわりの夏【2】  2022.7.21.  

  ３年ぶり 西播磨 佐用 古代たたらの山郷 佐用町旧南光  

   千種川の流れ下る漆野段 & 徳久 林崎のひまわり畑を訪ねました 

 スライド動画  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawari.mp4 

 Web File       https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawariweb.pdf 

   Photo Alobum  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawariphoto.pdf 

 

 

ご参考まで 

 

 

                               2022.7.21. by Mutsu Nakanishi 

毎夏 西播磨佐用 旧南光のひまわり畑に通ってもう１０数年 その年々のひまわりの夏 ご参考まで 

 ■【写真アルバム】たたらの里 西播磨佐用町西下野に咲くひまわり   2009.7.31. 

   https://infokkkna.com/ironroad/2009htm/2009walk/9walk10.pdf 

 ■ 千種川流域に咲くひまわり畑と製鉄神「天目一筒神」を祭る「天一神社」を訪ねる       

   ひまわりの夏2012 古代たたらの郷 佐用 西播磨佐用町（旧南光町）林崎 2012.7.19. 

      https://infokkkna.com/ironroad/dock/iron/12iron06.pdf 

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

      https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/walk13/1608syhimawari00.htm 

 ■  2017 ひまわりの夏     恒例の夏迎え 播磨のひまわり畑を訪ねる 2017.7.19. & 7.20. 

   https://infokkkna.com/ironroad/2017himawarinonatsuweb.pdf 

 ■  2019ひまわりの夏 ひまわり walk 2019.7.17  西播磨たたらの山郷 佐用(旧南光町)のひまわり畑 

   https://infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/2019himawari00.htm 
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【風来坊】【Photo Album】【スライド動画】 

      ２０２２夏 朝顔帳  2022.8.1. 

 

昨年は足の踵骨折で入院中で、家内から毎朝届く我が家の朝顔を 

病院 で眺める毎日でしたが、今年は毎朝咲く朝顔に接することが 

できて、うれしい限り。  

新型コロナ感染第７波襲来 感染急拡大と不安定な天候が続く酷 

暑の夏。厳しい昨今 毎朝眺める朝顔は清々しい朝を運んでくれる 

朝顔の花言葉 色によって違うようですが、  

「明日もさわやかに」 「さりげない愛」「冷静に前向いて」など  

 私には「包み込んでくれるやさしさ」と「さわやかさ」 

そんな言葉に惹かれます毎度 同じですが、 

2022年夏の我が家の朝顔帳を届けます。 

 

【風来坊】【Photo Album】【スライド動画】 ２０２２夏 朝顔帳  2022.8.1. 

 スライド動画  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408asagaoalbum.mp4 

   Web File    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408asagaoalbumweb.pdf 

   Photo Alobum  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408asagaoalbumhoto.pdf 

なお、我が家の朝顔帳の起点となった家内の友人で朝顔の師匠さん 京都半日会のOさんが急逝され、 

本当に寂しい限り。我が家の朝顔を眺めつつ、天国で安らかに憩われますよう神戸から祈っています。  

 また、毎年出かける京都府立植物園 半日会の京朝顔展の紹介はコロナ禍拡大もあって本年はパスの予定です。 
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【風来坊】【Photo Album】【スライド動画】 ２０２２夏 朝顔帳  2022.8.1. 

 スライド動画  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408asagaoalbum.mp4 

   Web File    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408asagaoalbumweb.pdf 

   Photo Alobum  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408asagaoalbumhoto.pdf 
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【Photo Album】  初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩              

東播磨の田園地帯 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける 2022.9.12 

◆ 酒米「山田錦」の郷 稔りの畔を飾る酒蔵の旗・飛び鮎の闘竜灘・きすみ野のそば畑  

◆ 世界大戦の歴史をそっくり残す加西市の鶉野飛行場滑走路跡地を初めて見学しました 

 

 

 

 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19.pdf 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19.mp4
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【Photo Album】  2022初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩 掲載内容  

東播磨の田園地帯 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける 2022.9.12 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19.pdf 

  

◆ 酒米「山田錦」の郷 稔りの畔を飾る酒蔵の旗・飛び鮎の闘竜灘・きすみ野のそば畑  

◆ 世界大戦の歴史をそっくり残す加西市の鶉野飛行場滑走路跡地を初めて見学しました 

   

   

  

                               個別Photo File   

■ 西神戸でみつけた小さい秋  ① 初秋 夏から初秋へ 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoAA.pdf 

◎. 中秋の名月 &  我が家の庭で珍しい花が咲きました 

◎. お彼岸を待ちかねて 里を飾る真っ赤な彼岸花と秋の七草のひとつ「葛」 

■ 東播磨の初秋  秋迎えの風物詩 

1. 酒米山田錦の郷  稔りの畔に翻る酒蔵の旗     三木市 細川 & 加東市 木梨 

       https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoA.pdf 

2 川床に奇岩・怪岩が連続する加古川の中流 

岩に阻まれた激流が水しぶきをあげて流れる闘竜灘     加東市 滝野  

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoB.pdf 

3. 世界大戦の歴史をそっくり残す鶉野飛行場滑走路跡と戦争遺産 

旧日本海軍の練習航空隊の飛行場跡                   加西市 鶉野(うずらの) 

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoC.pdf 

4. 小野市きすみ野 蕎麦畑一面を真っ白にする蕎麦の花    小野市 小野町 きすみ野   

        https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoD.pdf 

◆. まとめ  Photo「東播磨 初秋の風物詩」 

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoE.pdf 

■ 西神戸でみつけた小さい秋  ② 西神戸 秋の夕景 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoBB.pdf 
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https://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/walk12/1510kakogawa00.htm
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 初秋の里の個別探訪リンクリストhttps://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19LINKLIST.pdf
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【Photo Album】  2022初秋 西神戸・東播磨の郷の風物詩 掲載内容  

東播磨の田園地帯 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける 2022.9.12 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19.pdf 

  

◆ 酒米「山田錦」の郷 稔りの畔を飾る酒蔵の旗・飛び鮎の闘竜灘・きすみ野のそば畑  

◆ 世界大戦の歴史をそっくり残す加西市の鶉野飛行場滑走路跡地を初めて見学しました   

  

                               個別Photo File   

■ 西神戸でみつけた小さい秋  ① 初秋 夏から初秋へ 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoAA.pdf 

◎. 中秋の名月 &  我が家の庭で珍しい花が咲きました 

◎. お彼岸を待ちかねて 里を飾る真っ赤な彼岸花と秋の七草のひとつ「葛」 

■ 東播磨の初秋  秋迎えの風物詩 

1. 酒米山田錦の郷  稔りの畔に翻る酒蔵の旗     三木市 細川 & 加東市 木梨 

       https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoA.pdf 

2 川床に奇岩・怪岩が連続する加古川の中流 

岩に阻まれた激流が水しぶきをあげて流れる闘竜灘     加東市 滝野  

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoB.pdf 

3. 世界大戦の歴史をそっくり残す鶉野飛行場滑走路跡と戦争遺産 

旧日本海軍の練習航空隊の飛行場跡                   加西市 鶉野(うずらの) 

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoC.pdf 

4. 小野市きすみ野 蕎麦畑一面を真っ白にする蕎麦の花    小野市 小野町 きすみ野   

        https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoD.pdf 

◆. まとめ  Photo「東播磨 初秋の風物詩」 

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoE.pdf 

■ 西神戸でみつけた小さい秋  ② 西神戸 秋の夕景 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk19photoBB.pdf 
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【風来坊】 【スライド動画】 【Photo Album】 

        嬉しい秋の訪れ   神戸の小さい秋 初秋の散歩道で   ２０２２．９月下旬 

里の秋を飾るヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶 アサギマダラ 

コロナ収束の兆しにほっと一息 世相はまだまだ厳しいですが、まず一歩 

 西神戸の小さい秋 デジカメに収めました 

   

 

 

 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk20.mp4 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk20photo.pdf 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk20.pdf 
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　　　　2022年秋 西神戸　秋の訪れのPhoto Almum 
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　嬉しい秋の訪れ　神戸の小さい秋　初秋の散歩道で　２０２２．９月下旬     里の秋を飾るヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶　アサギマダラ
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    【風来坊・Country Walk】【スライド動画】【Photo Album】 ２０２２コスモスの秋 

【映像資料】藤袴の花に群がって乱舞する蝶 .    22walk21.pdf 

蝶の道 六甲連山西端の旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ 

 アサギマダラの渡りの道 遠く種子島 台湾へ  2022.11.5. 掲載 

 

私の散歩道 横尾道から眺める須磨海岸にそびえる西六甲西端の山並 旗振山 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.pdf 

  

澄み渡る秋の空 西六甲 須磨浦 旗振山の頂上で乱舞するアサギマダラ  2022.10.20.  

旗振り山の頂上 藤袴の花に群がって乱舞する蝶「アサギマダラ」映像がデジカメで撮れました!! 

西六甲の西端 大阪湾から播磨灘への大展望が広がる旗振山 大阪堂島の米相場の情報を  

旗を振って山から山へ伝えあったという私の散歩道 

   嬉しくなって アサギマダラ《蝶の道を》 スライド動画にして楽しんでいます 

                       From Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

【映像資料】藤袴の花に群がって乱舞する蝶  須磨 旗振り山で.     

蝶の道 六甲連山西端の旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ 

アサギマダラの渡りの道 遠く種子島 台湾まで   2022.11.5. 掲載 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.mp4 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.pdf 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21photo.pdf     
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【風来坊・Country Walk】【スライド動画】【Photo Album】 ２０２２コスモスの秋 

【映像資料】藤袴の花に群がって乱舞する蝶 . 須磨 旗振り山で.   

蝶の道 六甲連山西端の旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ 

 アサギマダラの渡りの道 遠く種子島 台湾へ  2022.11.5. 掲載 

 

私の散歩道 横尾道から眺める須磨海岸にそびえる西六甲西端の山並 旗振山  

 

藤袴の花に群がって乱舞する蝶「アサギマダラ」の映像がデジカメで撮れました 

    それも 旗振り山の頂上で!! 初めて 

西六甲の西端 大阪湾から播磨灘への大展望が広がる須磨海岸にそびえる旗振山   

大阪堂島の米相場の情報を 旗を振って山から山へ伝えあったという 

私の散歩道 今この山頂で藤袴の花に群がって蝶「アサギマダラ」が乱舞しています 

    嬉しくなって アサギマダラ《蝶の道を》スライド動画にして楽しんでいます 

                       From Kobe  Mutsu Nakanishi 

 

【映像資料】藤袴の花に群がって乱舞する蝶  須磨 旗振り山で.     

蝶の道 六甲連山西端の旗振り山から南西へ 淡路島・四国そして九州へ 

アサギマダラの渡りの道 遠く種子島 台湾まで   2022.11.5. 掲載 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.mp4 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.pdf 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21photo.pdf  

  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk21photo.pdf


【風来坊・Country Walk】【スライド動画】【Photo Album】 ２０２２コスモスの秋 

2022コスモス便り  加古川東岸に広がる東播磨の田園地帯   22walk22.pdf 

広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21. 

 

稔りの秋を迎えた東播磨の広大な田園地帯 稲美野 春は麦秋から水田づくりへ 夏は青田が広かり、 

稔りの秋へ  近郊の野菜や果物づくりも盛んで、「神戸にも田舎あり」街中の喧騒を逃れて、 

四季折  々 西へ原チャリを走らす稲美野今は稲の借り入れに忙しい時ですが、 

まだ、よく知られていないが、最近広大な田園の休耕田を使ったコスモス畑作りが年々盛んに。 

手入れの行き届いたコスモス畑をゆっくりと独り占めできる魅力もあって 

今年のコスモスの秋2022 稲美野を訪ねました。 

いつも西の加古川上荘橋へ原チャリで走り抜ける稲美野。自宅から西へ播磨の田園地帯を抜ける一本道。 

日本一ため池の多い古代から開けた地。また、最近多くのコウノトリが飛来するという稲美野の 

溜め池。いつもとは違うコスモス畑が見たくて、コウノトリに出 

会えるかもと 野天満池周辺に点在するコスモス畑へ 

                    2022.10.21. Mutsu Nakanishi 

  

 

【風来坊・Country Walk】【スライド動画】【Photo Album】 ２０２２コスモスの秋 

2022コスモス便り  加古川東岸に広がる東播磨の田園地帯 

広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21. 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22.mp4 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22.pdf 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22photo.pdf 
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【風来坊・Country Walk】【スライド動画】【Photo Album】 ２０２２コスモスの秋 

2022コスモス便り  加古川東岸に広がる東播磨の田園地帯 

広大な田園に点在する稲美野のコスモス畑 2022.10.21. 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22.mp4 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22.pdf 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk22photo.pdf 
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【風来坊・Country Walk】【スライド動画】【Photo Album】 ２０２２コスモスの秋 

コスモスの秋 東播磨の田園の花巡り2022  2022.10.24. 22walk23.pdf 

一面 ピンクのじゅうたん 赤ソバの里 姫路市香寺恒屋の里を訪ねる  

赤ソバの花がいつも出掛ける志方の郷のすぐ西の香寺で満開と知って出かけました   

 

 

 
１０月２１日神戸新聞朝刊姫路版に上記の赤いソバ畑の記事が掲載された。 

東播磨北部里山が連なる田園地帯は蕎麦の栽培がさかんなところ。「一度 赤いそば畑もみに行きたいなぁ」と話し 

ていた時の記事。場所はいつも出掛ける加古川西岸「志方や来住野」の郷の一つ西市川が流れ下る姫路の北の香寺(今 

は姫路市香寺)。すぐ近く。家内もぜひ見たいという。この時期 白いそば畑の花はもう終わりに近いがコスモス満開 

の時期。急に思い立って、２４日午後 家内とふたり香寺恒屋の里の赤ソバの花を見て、コスモス満開の仕方の郷へ

立ち寄ってきました。 志方の郷ではピンクのコスモス畑に虹がかかる素晴らしい秋景色も… 

 

コスモスの秋 東播磨の田園の花巡り 2022  2022.10.24. 

今 満開の花巡り 赤いそば・ピンクのコスモス・白いそば 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.mp4 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.pdf  

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23photo.pdf 
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コスモスの秋 東播磨の田園の花巡り 2022  2022.10.24. 

今 満開の花巡り 赤いそば・ピンクのコスモス・白いそば 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.mp4 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.pdf  

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23photo.pdf 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk23photo.pdf


【風来坊・Country Walk】【スライド動画】【Photo Album】   

 秋の夕暮れはつるべ落とし          22walk24.pdf 

 須磨西六甲 & 白川台ニュータウンから眺める秋の夕景「 AutumnSunset Suma 」  

  
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.pdf 

 須磨 秋の夕景 ≪ AutumnSunset Suma ≫ 

◎ 白川峠西 白川台の高台から眺めるニュータウンの夕日  2022.10.28. 

◎ 西六甲 旗振山&高倉山から明石海峡・播磨灘に沈む夕日  2022.10.31. 

    

秋の夕暮れはつるべ落とし １０月中旬 一機に日暮れを早く感じるようになると 

大空を茜色に染めて繰り広げられる素晴らしい日暮れの大ページェント 

丘陵地が続く一角 須磨妙法寺に住む私には毎年秋の楽しみ 

太陽が西に傾いた秋の夕暮れ 暮れなずむ空が刻々と赤く染まりゆく 

あかねの空をゆっくりと色濃くしながら 真っ赤に光り輝きながら陽が落ちる 

何もかも忘れて独り占め 時を忘れて 眺める至福のひとときです 

今年も何度も散歩の途中 シャッターを押すのですが、なかなかうまくゆかずですが、 

今年も何とか日没の素晴らしい景色をPhoto Albumに  

    

2022秋の Photo Album  秋の夕暮れはつるべ落とし   2021.11.5.  

 須磨西六甲 & 白川台ニュータウンから眺める秋の夕景「 AutumnSunset Suma 」  

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.mp4 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.pdf 

   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24photo.pdf 

zp4m-
スタンプ

zp4m-
スタンプ

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24photo.pdf
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【風来坊・Country Walk】【スライド動画】【Photo Album】   

 秋の夕暮れはつるべ落とし          22walk24.pdf 

 須磨西六甲 & 白川台ニュータウンから眺める秋の夕景「 AutumnSunset Suma 」  

  
         須磨 秋の夕景 ≪ AutumnSunset Suma ≫ 

◎ 白川峠西 白川台の高台から眺めるニュータウンの夕日  2022.10.28. 

◎ 西六甲 旗振山&高倉山から明石海峡・播磨灘に沈む夕日  2022.10.31. 

  

  

太陽が西に傾いた秋の夕暮れ 暮れなずむ空が刻々と赤く染まりゆく 

あかねの空をゆっくりと色濃くしながら 真っ赤に光り輝きながら陽が落ちる 

何もかも忘れて独り占め 時を忘れて 眺める至福のひとときです     

2022秋の Photo Album  秋の夕暮れはつるべ落とし   2021.11.5.  

 須磨西六甲 & 白川台ニュータウンから眺める秋の夕景「 AutumnSunset Suma 」  

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.mp4 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.pdf 

   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24photo.pdf 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk24photo.pdf


須磨 横尾山山腹の丘一面に 真っ白な野路菊の花が咲きはじめました 

私の秋2022            22walk25.pdf       

              横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で 2022.11.15. 

 

最近では早い紅葉の季節 周囲の山も鮮やかな紅葉に包まれた11月中旬、近くの道端や庭先では 

野路菊が真っ白な花をつけ咲きだしました。 

兵庫県花の素朴な小菊 真っ白な野路菊が埋め尽くす横尾山山腹野路菊の丘に登って  

先に逝った仲間や諸先輩を思い浮かべつつ いっときを過ごす私の秋送り。 

本年も快晴の１１月１５日の午後 横尾山腹 須磨の海・西神戸の街を見晴らす野路菊の丘に登りました。 

 

 

寂しくもあるが、毎年先に 逝った仲間からも 

元気をもらう秋送り 

God be With You!!  

口笛吹いて 気をはらし 

   明日を元気にと 

 

    2022.11.15. 夕  Mutsu Nakanishi 

 

 

私の秋送り2022 横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で  2022.11.15. 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.pdf 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25photo.pdf 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.mp4  

【風来坊・Country Walk】【須磨・妙法寺 毎日walk】 

zp4m-
テキスト ボックス
 【スライド動画】【Photo Album】

zp4m-
スタンプ

zp4m-
スタンプ

zp4m-
スタンプ

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25photo.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.mp4
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https://infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0311nozigiku2021web.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25photo.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.mp4


【スライド動画】【Photo Album】【風来坊・Country Walk】【四季折々】【From Kobe】 

紅葉が始まった１１月中旬  神戸の街で 毎日 walkより 

紅葉が始まった久し振りの布引谷 2022.11.11.   22walk26.pdf 

神戸の紅葉 本年は本当に美しい ハプニング 街中に出てくるイノシシにも出逢いました 

スマホが撮った photoをそのままスライド動画にしてくれました 

  

 

神戸の街で 紅葉が始まった久し振りの布引谷 毎日 walkより 2022.11.11 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.pdf 

   

 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.mp4  

 

zp4m-
スタンプ

zp4m-
スタンプ

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.mp4


  

   

   



   

   

   



   

   

   



   

   

  

 

神戸の街で 紅葉が始まった久し振りの布引谷 毎日 walkより 2022.11.11 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.pdf 

 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.mp4  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk26.mp4


【スライド動画】【Photo Album】                                   22walk27.pdf 

【風来坊・Country Walk】【四季折々】【From Kobe】   神戸の街で 毎日 walkより 

登録有形文化財 新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～ 2022.11.26. 

孫たちが湊川隧道歩きにゆくと聞いて、便乗して一緒に申し込んでもらって 

湊川隧道のトンネルの中を歩きました。 

 

 

 

 

       神戸の街で 毎日 walkより      2022.11.2 

登録有形文化財   新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.pdf 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27Photo.pdf 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.mp4 
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https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27Photo.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.mp4
























【風来坊・Country Walk】【四季折々】【From Kobe】 神戸の街で 毎日 walkより 

登録有形文化財 新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～ 2022.11.26. 

孫たちが湊川隧道歩きにゆくと聞いて、便乗して一緒に申し込んでもらって 

湊川隧道のトンネルの中を歩きました。 

 

登録有形文化財    神戸の街で 毎日 walkより 2022.11.2 

新湊川ウォーク ～湊川隧道通り抜け～ 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.pdf 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27Photo.pdf 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.mp4 

 

                                                                      2022.11.26. by Mutsu Nakanishi 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27Photo.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk27.mp4


【Photo Album】【スライド動画】【風来坊・Country walk】【四季折々】             22walk28.pdf 

《京都の紅葉2022 Photo Album》 2022.11.28. by Mutsu Nakanishi 

   

   

 

《京都の紅葉2022 Photo Album》 2022.11.28. by Mutsu Nakanishi 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.pdf 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28photo.pdf 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.mp4 
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https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28photo.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.mp4


 

 

紅葉というと森全体が真っ赤に色づく東北の紅葉をいつも思い出す 関西ではなかなか見られぬ東北の山紅葉 

ふと頭に浮かんだのは 学生時代よく眺めた京都北野天満宮北門周辺から覗いた御土居の紅葉。 

樹木に包まれた御土居を真っ赤に色づかせるく姿が強く印象に残っている。 

いつも定番の京都の紅葉見物は東山。本年の京都の紅葉見物風来坊 足を踏み入れたことのない「北野天満宮もみ 

じ苑 御土居の紅葉」を見に行こう。そして 北野へ行けば紅葉の高雄も近い。紅葉で有名な高雄の里の山腹にある  

高山寺&神護寺にも足を延ばそうとのプラン。決まれば京都共同バス均一one Day チケットでの紅葉めぐりへ。 

神戸から阪急四条大宮で下車。 京都共同バス均一one Day チケットを買って京都の紅葉巡の風来坊。 

まず ひさしぶり 孫の受験のお願いも兼ねて北野の天神さんへ 

 

          北野天満宮もみじ苑 御土居の紅葉  2022.11.28. 



   

   

   

   

  

   



   

   

   

   

   

   
 



   

 

   

 

 



 

何度も周山街道 高雄の山郷を通った事はあるのですが、

有名な高雄の里の古刹高山寺・神護寺も含め、高雄を目的

に訪れたことはなし。北野天満宮御土居の紅葉を訪れたの

を機会に思い立って高雄へ、街中 北野白梅町から路線バ

スで市街地から御経坂峠を越えて北山の山懐 静かな山里。

街中から周山街道を２０分程の山郷ですが、バスは市内均

一区間の北端。市街地の一角です。  

紅葉の名所として知られるが、普段は静かな山郷 その山

郷を流れ下る清滝川の山腹斜面にある古刹高山寺と神護

寺。数多くの国宝とともに、山紅葉の美しい寺としても知

られる。周山街道沿いは京都北山杉が林立する美しい山里

としても知られる。この北山杉の里の山紅葉をじっくり巡るのは今回が初めて  

どんな姿を見せてくれるのか・・・・・・ 

 

 



   

  

   

  

   



 

   

 

 

 



 

 

  

   

 

 



  

  

 

 

 



 

◎ 大文字山の山裾 白川通浄土寺バス停 → 疎水沿い哲学の小道クロス → 法然院へ 

→ 白川通り → 東へ神楽ヶ岡 → 真如堂 → 岡続きの南 黒谷 金戒光明寺 → 南の丸太町通りへ 

→ 丸太町通りバス停から市バスで四条河原町へ   

白川通浄土寺でバスを降りたのはもう午後４時前日没近し。 

コロナ感染防止の行動自主節制で京都の紅葉巡りもできな 

くなって久し振りの紅葉巡り 

近年は地球環境の変化で紅葉の時期もまちまち。 

本年はどうだろうか・・・・ 

法然院・真如堂から黒谷金戒光明寺を巡る紅葉Walk 

３年ぶりの出会いに期待一杯。 

京都東山裾野の真っ赤な紅葉 ぜひ見て帰りたい。 

近年は訪ねる人も多くなりましたが、ゆったりと楽しめ 

る隠れ紅葉の名所 

今年はどんな紅葉がみられるか 夕暮れまじか  

午後４時には山門が閉まる法然院 間に合うだろうか‥‥ 

大文字山の山裾 白川通浄土寺バス停から東へ  

法然院のある東山の山裾への坂道をまっすぐ辿る。 

法然院の鐘が鳴り始めると同時に豊年委の入口到着 

「間に合うかもしれんから はよいき・・・」と掃除を 

していた法然院の人に言われ、急いで参道正面へ 

参道の向こうで 扉の閉まるのが見えた。残念 

でも 真っ赤な紅葉が茅葺の山門の前にみえる。 

見たかったこの景色に出会えてラッキー 

 

 



 

   

  

法然院から元の白川通に戻り、通りを渡って まっすぐ西へ 

 神楽が岡を登って紅葉の真如堂・金戒光明寺へ 

   



 

 

３年ぶりかも? 見たかった真如堂の真っ赤な紅葉 2022.11.28. 

  

  



   

真如堂から黒谷 金戒光明寺へ  

岡を南へ 金戒光明寺へ行くときにはもう日暮れ 山門の石段へ出た時には日没 西山の空が茜色に染まって 

素晴らしい夕景に。本当に盛りだくさんの京都の紅葉walkの一日でした 

 

 



 

 

   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.pdf 

   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28photo.pdf    

    https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.mp4  

盛りだくさんの「京都の紅葉2022」walk記録になりましたが、 

なんとかPhoto Almumにまとめることができました。 

私にとっては 思いで一杯の京都 久し振りの京都の紅葉  

はじめて訪れた紅葉の御土居 & 高雄 高山寺・神護寺の映像記録。私蔵

版として残しておきたくてついついページ数の大きな映像記録になって

しまいました。お許しください。 

どれも大容量ですが、私の好きな京都。私蔵版作成とお許しください。 

また、スライド動画はBGMを付けずに無音にしました。 

        2022.12.1. Mutsu Nakanishi 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28photo.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk28.mp4


【２０２２年３月 From Kobe】 

Video youtube  ウクライナへの祈り  

Prayer for Ukraine（Молитва за Україну) 

 

  ■ ウクライナ讃美歌 ウクライナへの祈り https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

知人から送られてきたウクライナ讃美歌が静かに流れるVideoに涙しています。 

NO WAR  即刻停戦を。 理不尽なプーチンロシアの侵略 ウクライナの街の悲惨な街の現状 そして多数の逃げ 

惑う市民たちの現状。 もう 他人事はとてもや思えない。 現代にもこんなことがおきるのか・・・・と。  

かつて１９８０年代のソ連のモスクワやウラルにへ ラインパイプの技術PRに何度も訪れた時のあの息苦しい時代 

の事をまざまざと。プーチンは あの冷戦時代の盟主に戻ろうとしているのか・・・・・ 

当時ホテルも限定され、 当時のガス工業省や石油工業省訪問等行動も常に監視付き?  写真撮るのも注意して・・・・  

プーチンの秘密警察〔ゲーカーエヌティ〕の通りにも何度も通りました。 

でも民衆は楽天・おしとよし。そのギャップからくる重苦しさと何が起こるかわからぬ怖さ。実際には何もなかった

のですが・・・・。同盟隣国はみな大変だろうと思った記憶があります。 

それから約２０数年を経て、こんなことが起きるなんて。 

なにはともあれ、この理不尽さと戦争の恐怖まざまざと。 

何とかはやく休戦合意が実現しますように。また、プーチンに核のボタンを押させぬようにせねば・・・・。 

他人事ではない。「年寄りのえご プーチンが命令し、若者が死んでゆく」この選択肢のなさを早く停止させねばと。 

何はともあれ、ただただ 即刻ウクライナの惨状が回復されますよう祈りつ続けねば…・ 

NO WAR   このウクライナ讃美歌がウクライナの街に美しく響き流れるよう 即刻停戦が実現しますように !! 

God be with You !!  from Kobe  2022.3.15.   Mutsu NMakanishi 
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