
  

  1月 年賀  迎春  年の初めに   コロナ禍の中で  一年を振り返って                                    

  ２ 月 如月  神戸籠り近況の便り コロナ禍の中で  もうすぐ春が・・・・・                                    

  弥生  ３月  ロシアのウクライナ侵攻 NO WAR  神戸の春便り 毎日の須磨 walk                      

  4月 春爛漫から新緑の５月へ  芽吹き・桜から新緑へ 素晴らしい里山の春                               

  6月 梅雨入り目前 神戸便り   新緑が素晴らしい季節に でも先が見えぬ厳しい世相                    

  7月 初夏 神戸紫陽花の便り   期待の膨らむ７月になりますよう                                        

  8月 盛夏 ひまわりの夏        酷暑・大気不安定・コロナ感染爆発  変革・混乱の渦の中に                 

  9月 爽やかな秋の始まり      たたら製鉄と日本の刀剣 蕨手刀からそして東北へ歴史をたどる                        

 10月 初秋 神戸便り 小さい秋を探して 東播磨を駆ける                                                            

 11月 深まりゆく秋 神戸コスモスの便り 美しい秋の夕暮れ そして サプライズ オリックスの優勝                

  師走 冬晴れ 澄み渡る大阪湾・播磨灘 色々あった一年 真っ赤な紅葉が美しい ゆっくり一年を振り返る    
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   2022四季折  々 From Kobe  毎月々頭にあったことをメモ代わりにぶつぶつと 

 四季折々 【From Kobe ・思いつくまま 】 From Kobe    kobe2022.pdf 

         ポストコロナへ 低炭素社会実現への激動の社会変革の時代の幕開けにロシアのウクライナ侵攻 

                混乱が渦巻くコロナ禍３年目 疲弊する日本社会に思いを寄せて 

       From Kobe 2022  11件 老いをひしひしと感じる歳になりましたが、まだまた元気に前向いて  

1. 【From Kobe 1月年賀】 ２０２２年年の初め 迎春 

     高齢化が進む中で迎える「ポスト コロナ・低炭素社会の構築」 社会大変革の新時代の幕開け 

     みんながみんな 穏やかな暮らしが実現できるよう スクラム組んで新しい時代へ第一歩 前向いて 

    ◎  home page 和鉄の道・Iron Road 2021年総括  コロナ禍の中で一年を振り返って  

 2. 【From Kobe 2月 如月】  コロナ禍の中で 神戸籠り もうすぐ春が・・ 近況便り 

◎ ポストコロナで迎える新時代 激変過酷な厳しい時代だと皆が言う。  

70有余年の「気力-毎日毎日の思い-」が生きる力  ときには世話にもなりながら、頑張ろうと気分も新た 

「コロナ対策と経済・雇用の回復へ 暮らし・雇用・経済の復興」に並行してもう待ったなし 

「人類の危機地球温暖化の歯止め 低炭素社会への大転換」 

誰もが避けられぬ経験したことのない「令和の 社会・経済の激烈な再編の時代」へのターニングポイント 

高齢者には足がすくむ新時代 もう 自分の時代でないと知りつつも、 でも立ち止まっては居られない 

 3. 【From Kobe 弥生 3月】神戸春便り 毎日の須磨 walk  ロシアのウクライナ侵攻 兵庫から「NO WAR」 

      コロナ禍の中で、ロシアのウクライナ侵攻、無慈悲・悲惨な戦場が眼前に。戦闘の即時停止を!! 

       ◎ 春迎え 2022.2.28 神戸の春迎えの風物詩 いかなご新子漁と須磨離宮公園の梅   

      ◎ ２０２２年神戸の春のPhoto Album   

4. 【From Kobe 4・5月】 4月春爛漫から新緑の５月へ  芽吹き・桜が散って野山は一気に新緑へ  

◎  新生の息吹を胸一杯 素晴らしい里山の春を楽しむ 

収 録  1. 初めてみた残分0.00 逆転さよならの３点シュート バスケB2リーグ 西宮ストークス76-75仙台  

2. 飛行船が高倉山を越えていきました これも何年ぶりでしょうか・・・ 

 5. 【From Kobe 6月】 梅雨入り目前 新緑が素晴らしい季節に でも先が見えぬ厳しい世相 

      収 録 1. 仲間が送ってくれた懐かしい小冊子  優しい言葉が詰まっている 

           2. 中年化する就職氷河期世代 －非正規雇用５４０万人の衝撃-の驚き 

 6. 【From Kobe 7月】 初夏 神戸紫陽花の便り    期待の膨らむ７月になりますよう  

      収 録 1. 神戸新聞 桂文珍 落語見聞録 「茗荷宿」 

      収 録 2. 「立場の異なった人たちとつながる」  先が見えぬ日本 参議院選挙が告示  ６.２２.  

 7. 【From Kobe 8月】 ひまわりの夏2022  酷暑・大気不安定・コロナ感染爆発 変革・混乱の渦    

       ◎ 酷暑の夏を明るく爽やかにしてくれるひまわりと朝顔   平和を願って 思いも新た 

収 録  最近のインターネット記事より「低炭素社会構築のために」  

 8. 【From Kobe 9月】爽やかな秋の始まり たたら製鉄と日本の刀剣 蕨手刀からそして東北へ歴史をたどる       

収 録  経済評論家 内橋克人氏 没後一年   2022.9.5. 神戸新聞特集「内橋克人の歩いた道」転記  

 9.  【From Kobe 10月】 初秋 神戸便り 小さい秋を探して 東播磨を駆ける     

       収 録   鉄の街 尼崎  鉄のモニュメント設置後約半世紀 鉄鋼戦士の像と尼崎讃歌 

10.  【From Kobe 11月】 深まる秋 神戸コスモスの便り 美しい秋の夕暮れ そして サプライズ オリックスの優勝                

周囲はすっかり秋色  夕暮れはツルベ落とし 須磨のサンセットも素晴らしいコスモスの秋景色をスライド動画に 

11.  【From Kobe 12月 師走】 師走 冬晴れ 澄み渡る大阪湾・播磨灘 今年の紅葉がことのほか美しい 

Merry  Christmas ！！   God be with You！！  われらみんな地球人  一年を振り返りつつ 

     ■ 若者の時代到来を体現してくれたサッカー ワールドカップ この厳しい時代を生きる知恵 期待から確信へ 

        「あきらめない 一つになれば 奇跡は何度も起きる」 

     ■ うそをつかない「科学の眼」  若者たちへのバトンタッチを日本は急がねば 

      ■ 和鉄の道一年を振り返って  
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