
     2022年 風来坊・Country Walk  を振り返って   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 

             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。 

 

■ 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 

https://infokkkna.com/ironroad/walk22list.htm
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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 一年の里の移ろいがスライド動画とPHOTO ALBUMに 

  作成した資料２８件 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 ■ 

神戸の春２０２２年春の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 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。 

変化する春の花だより。 

    

 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. by Mutsu Nakanishi  

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  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  

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.  

07【スライド動画】  西神戸伊川谷 蓮華草・レンゲソウ 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】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   

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.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  

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  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  

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。 


