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https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/21iron01.pdf
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https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021iron/R0304Carbonnewtral(1).pdf

04【鉄の話題】30 億年前の海の中で地球大気の酸素を作ったシアノバクテリア
地球の絶景 2021.4.28 オーストラリアの海底で今も酸素を作り続けている
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1. CO2 を吸い込むコンクリートに熱視線 鹿島、カーボンニュートラル追い風に普及加速
2. Al の限界を知る鉄鋼業界 日本製鉄・JFE Steel が打ち出した DX 戦略の中身
3.【金属の世界史】 古代には「金」よりも高価だった意外な金属とは?

08 HP 開設から 20 年が過ぎて 私の和鉄の道・IRon Road を振り返って【1】
日本の源流・たたら製鉄遺跡探訪記 2000&2001 和鉄の道をあるき始めて
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【スライド】https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021A.mp4
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