2021 風来坊 Country Walk もくじ

風来坊 Country walk 【20】山歩き・里歩き・街歩き 2021
コロナ蔓延いまだ収束せず 神戸籠りの自己行動節制の中で
神戸西播磨や近郊の四季折々の景色 16 件
01 春の足音 須磨離宮公園の梅林

2021.2.5.

.2１walk01.pdf

水仙・菜の花・梅そしてサクラソウも咲きだしてもうすぐ春ですねぇ
02 弥生 3 月須磨 春の輝き【1】

2021.2.13. 21walk02.pdf

開になった須磨の梅 もう春はすぐそこまで 満開になった梅 須磨離宮公園梅林へ
03 弥生 3 月須磨 春の輝き【2】

2021.2.16. 21walk03.pdf

春の訪れ 陽光キラキラ光る須磨の海
04 2021 春 京都 大文字山 スタンプラリーWalk

2021.2.23. 21walk04.pdf

05 2021 年春 元気出してゆこう!! 土筆とミツバツツジを探して
車集落の田園地を抜けて緑ヶ丘から高取山へ
06 2021 年京都の桜 京都御所 & 出町界隈から高野川堤 walk

2021.3.15.

21 walk05.pdf

2021.3.30.

21walk06.pdf

京都御所(御苑)桜見物と見学 - 同志社構内の桜-相国寺境内- 出町 加茂川出町合流点- 高野川堤の桜
07 2021 春マスク walk 狸谷不動院奥 瓜生山 山スタンプ walk

2021.3.31.

21walk07.pdf

2021.4.21.

21walk08.pdf

洛北 ミステリアスなパワースポット 狸谷不動院奥の瓜生山へ
08 新緑の但馬 残雪の残る氷ノ山山麓ドライブ
芽吹きの春山 兵庫県最高峰氷ノ山山腹を巡る Album
■氷ノ山の登山口 関宮親定 親定親水公園登山口
■氷ノ山山麓林道 福定→国際スキー場→鵜縄→関宮出合
09 2021 春のバラの香りに誘われて

2021.5.22. 21walk09.pdf

春の掉尾を飾るバラ & 梅雨到来の花菖蒲 須磨離宮公園
10 コロナ禍蔓延の中で迎えた 2021 年の秋 秋の七草咲く横尾道

2021.9.18.

21walk10.pdf

台風一過 秋晴れになった横尾道 ロング歩行を兼ねて 藤袴の花咲く秋を訪ねる
11 コロナ禍蔓延の中で迎えた 2021 年の秋

2021.9.19.

2021 年稔りの里を飾る彼岸花を巡る 西神戸 伊川谷で

伊川谷 小寺 & 上脇 の里

12 コロナ蔓延の中で迎えた 2021 年秋 田園を真っ白にするそば畑
播磨加古川東岸小野アルプスの山裾 秋の風物詩

21walk11.pdf

2021.9.27.

21walk12.pdf

来住野 & 志方の郷の秋景色と JR 小野町駅の蕎麦

13 西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【1】

2021.10.18.

21walk13.pdf

心地よい秋風が渡るコスモスの秋 2021 加古川西岸の田園 志方の郷のコスモス畑
14 西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【2】

2021.10.18.

21walk14.pdf

秋の掉尾を飾るバラの香りに誘われて 須磨離宮秋のバラ展へ秋のバラ 2021
15. 西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【3】

2021.11.11

21walk15.pdf

私の秋送り 友を想い浮かべて
兵庫県花 野路菊 2021 晩秋 横尾山山腹をの真っ白にする野路菊
16. 深まりゆく秋 わが街 西神戸須磨の秋 Photo Album

2021.11 月

2１walk16.pdf

2021 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
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

01【スライド動画】 春の足音 須磨離宮公園の梅林
水仙・菜の花・梅そしてサクラソウも咲きだしてもうすぐ春ですねぇ

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302harunoashioto00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk01.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk01.mp4
02【スライド動画】&【Photo Album】 弥生 3 月須磨 春の輝き【1】
開になった須磨の梅 もう春はすぐそこまで

満開になった梅 須磨離宮公園梅林へ 2021.2.13.

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk02.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk02.mp4
03【スライド動画】&【Photo Album】 弥生 3 月須磨 春の輝き【2】
春の訪れ 陽光キラキラ光る須磨の海

2021.2.16.

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk03.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk03.mp4
04【スライド動画】&【Photo Album】

2021 春 京都 大文字山 スタンプラリーWalk

2021.2.23.

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoStampRally00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk04.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk04.mp4
05【スライド動画】2021 年春 元気出してゆこう!! 土筆とミツバツツジを探して
車集落の田園地を抜けて緑ヶ丘から高取山へ

2021.3.15.

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk05.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk05.mp4
06【スライド動画】
【Photo Album】 2021 年京都の桜
京都御所 & 出町界隈から高野川堤 walk 2021.3.30.
京都御所(御苑)桜見物と御所内見学 - 同志社構内の桜-相国寺境内- 出町 - 加茂川出町合流点
- 高野川堤の桜 -北大路橋

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0305kyosakura00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk06.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk06.mp4

07【スライド動画】
【Photo Album】

2021 春 京都マスクマスク walk(2)

2021.3.31.

洛北 ミステリアスなパワースポット 狸谷不動院奥の瓜生山へ
東山一乗寺狸谷不動院奥 瓜生山 山スタンプ walk

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0305uryu00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk07.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk07.mp4
08【スライド動画】
【Photo Album】新緑の但馬 残雪の残る氷ノ山山麓ドライブ 2021.4.21.
芽吹きの春山 兵庫県最高峰氷ノ山山腹を巡る Album
■氷ノ山の登山口 関宮親定 親定親水公園登山口 ■氷ノ山山麓林道 福定→国際スキー場→鵜縄→関宮出合

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk08.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk08.mp4
09【Photo Album】
【スライド動画】 2021 春のバラの香りに誘われて
春の掉尾を飾るバラ & 梅雨到来の花菖蒲 須磨離宮公園 2021.5.22.

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk09.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk09.mp4
10【Photo Album】
【スライド動画】コロナ禍蔓延の中で迎えた 2021 年の秋

秋の七草咲く横尾道

台風一過 秋晴れになった横尾道 ロング歩行を兼ねて 藤袴の花咲く秋を訪ねる 2021.9.18.

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0310fuzibakama00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk10.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk10.mp4
11【Photo Album】
【スライド動画】

コロナ禍蔓延の中で迎えた 2021 年の秋

2021 年稔りの里を飾る彼岸花を巡る 2021.9.19. 伊川谷 小寺 & 上脇 の里

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0310higanbana00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk11.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk11.mp4
12【スライド動画】 2021 年の秋 田園を真っ白にするそば畑 2021.9.27.
播磨加古川東岸小野アルプスの山裾 秋の風物詩

来住野 & 志方の郷の秋景色と JR 小野町駅の蕎麦

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0310kisumino00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk12.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk12.mp4
13【Photo Album】
【スライド動画】西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【1】 2021.10.18.
心地よい秋風が渡るコスモスの道 コスモスの秋 2021 加古川西岸の田園 志方の郷のコスモス畑
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk13.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk13.mp4
14【Photo Album】
【スライド動画】

西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【2】

2021 秋の掉尾を飾るバラの花 バラの香りに誘われて須磨離宮秋のバラ展へ 2021.10.18
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk14.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk14.mp4
15.【 Photo Album】
【スライド動画】 西神戸・東播磨秋の風物詩 深まりゆく秋の花便り【3】
兵庫県花 野路菊 2021 晩秋 横尾山山腹をの真っ白にする野路菊 2021.11.11
私の秋送り 友を想い浮かべて
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk15.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk15.mp4
16. 記録 PDF 深まりゆく秋 わが街 西神戸須磨の秋 Photo Album
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk16.pdf

