
22002211  風風来来坊坊    CCoouunnttrryy  WWaallkk  
里歩き・山歩き・街歩き 2021 

水行末 雲来末 風来末 

  2022. 2. 1. 

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 

Mutsu Nakanishi Home Page   

http://www.asahi-net.or.jp/~zp4m-nkns/ 

コロナ禍の中で、毎日散歩に歩

く西神戸・東播磨の散歩道 

本年の季節の移ろいを毎年の記

録と見比べてみると本当に随分

変化が起きていることにはっと

気が付く。  

地球温暖化による地球環境の激

変・巨大激甚災害対応。 

世界が一斉に低炭素社会への大

変革の時代へ舵を切る。 

また、コロナ禍による社会／経

済の疲弊もますます深刻。 

コロナ禍の厳しい自己行動規制

の中 "God be with You!!" の言葉とともにあっという間に 1 年が過ぎてゆく。 早く穏やかな暮らしを取

り戻し、みんながみんな変革の時代に立ち向かえる日が早く来るよう願っています。つくづく日が経つのが

早く感じる歳に。また、我が身命の危険を身近に感じた一年でした。  

振り返ってみれば 本当に色々あった一年、神戸籠もリの中で、遠くへ出かけることもままならず、 

毎日 マスクを着けて歩く西神戸須磨の散歩道 とにかく今の景色を記録しておきたいと。  

何とはなしに日々新らた。思いもかけぬ新しい発見にも出会えました。 

こり風来坊の記録も約 20年 激変する地球環境の中 暮らしが激変 変革の時代の入口にいる今の記録とな

るかも・・・・・。今までの記録を整理読み返してみると随分気候が変わってきたことが記録されている。  

一冊一冊約 20 年。また一冊。 時の流れを映す記録に。  

ポストコロナ・低炭素社会への大変革の時代へ 厳しくとも しっかり前向いて歩かねばと。 

 私ごとですか、本年 6月末 足踵骨折で約 20 年ぶりに入院生活。元気で健康でいるあがたさもつくづく。  

また、入院高齢者が多いリハビリ病院の現実も知り、今までの我が道を振り返る良い機会に。  

みんなに感謝です。  

気がかりは 今年も多くの仲間・先輩・知人の訃報に接し、秋送りをしました。 

もうそんな歳になったんやと今の健康に感謝しつつ、 God be With You!! から元気  

 

本年の Country Walk のトピックスといっても特にありませんが、近郊四季折々の風景のスライド動画集

になってしまいましたが、周りの景色の移ろいに随分変化が起きていることにはっと気が付く。  

もう後 もう後戻りはできない。高齢者には厳しい低炭素社会への大変革の時代を前向いて 

      Country Walk  風来坊  

  
 By  Mutsu  Nakanishi 

https://www.asahi-net.or.jp/~zp4m-nkns/


 



    【和鉄の道・Iron Road】【風来坊・Country Walk】【四季折々・From Kobe】  

    2021年和鉄の道・Iron Roadを振り返って    . 

     和鉄の道・Iron Road    脱炭素カーポンニュートラル関係資料収集 10件  

     風来坊・Country Walk   コロナ禍の中 神戸・西播磨 四季折々の景色 16 

     四季折々・From Kobe   コロナ禍 神戸籠もりの中で 疲弊する暮らしに想いを寄せつつ  9件 

 

神戸では例年12月の風物詩「ルミナリエ」も中止され、寂しい限りですが、やっと新型コロナも収束の落ち着いた動き。

コロナ変異株「オミクロン」の流行の兆しが見えるもののホット一息。街もやっと明るさが戻りつつあります。 

油断大敵 マスクと行動の自己規制はかかせませんが・・・・ 

本年も勝手な風来坊「和鉄の道・Iron Road」にお付き合いいただきありがとうございました。 

また 一年 相変わらずですが、コロナ禍の中 "God be with You!!" の言葉とともにあっという間に1年が過ぎてゆ

く。つくづく日が経つのが早く感じる歳になったと。 

新型コロナ収束に向かいホッとしてましたが、新たな変異株（オミクロン株）流行の兆し。 

 まだまた 気を緩めることなく頑張らねはと。 本当に我が身命の危険を身近に感じた一年でした。 

早く穏やかな暮らしが取り戻せるようにと願っています。 

振り返ってみれば 本当に色々あった一年、 

home Page の中味も神戸籠もリの中で、厳しいコロナ禍の中で なんとか明るく前向いてと。  

世は情報があふれるデジタル時代 電話も会合もネットでかも見られる情報社会。 

でも はっと気がつ居てみれば、みんな仮想現実・非日常。  

みんな今までと変わらぬというのですが、自分ひとりが取り残されているとの不安感。 

今ほど顔を突き合わせ、お互い生の会話のできるありがたさを感じたことは無し。仲間に出会いたいなぁと。 

そんな中、温暖化による地球環境の激変化が切実・身近に 我が身に降りかかるようになって、待ったなし。 

避けることの出来ない脱炭素社会構築へ全世界が舵を切る。ポストコロナと脱炭素の時代 激変する時代に不安一杯。。 

みんながみんな穏やかな暮らしを取り戻せるのか・・自分はどうなるのか・・・  

今一番 日本が取組遅れの厳しい現実に直面してる。  

姿を見せぬ本当の現実がコロナ禍の中で 垣間見え隠れしはじめ、思いもかけず、我が身に降りかかる。 

突破口を見いだせぬ日本に苛立ちを感じる様子がホームページ掲載の文面の随所にもありありと。 

自分では何も出来ないと感じながら、後ろから今を考える年代になったとつくづく感じてきた一年でもありました。 

毎朝見ている神戸新聞のトップ紙面コラム「正平調」にも上記一年の締めくくりとして、 

日本の状況につい手厳しい言葉が綴られていました。   

まもなく1.17の記念日がやってくる。 そしてあのルミナリエの灯がついた時を忘れない。 

否応なしにさらされる激変の時代の幕開けに、思いも新た。希望と期待をもって 頑張らねば・・・。 

鉄鋼もがんばれ!!  がんばろう!!     自分の時代でないとの思いはありますが、しっかりとこの時代を前向いて・・ 

【追記】この文書を書いた後の年末から 20.22 年初めには、オブシロン株が猛威を振るい、三回目のワクチン接種が始

まりました。今も感染者急増 逼迫したて状態が続いています。 何とか早く収束することを願っています。 



◎「鉄の惑星 地球」 人類の歴史の中で 難局に出会うたびに新たなイノベーションを巻き起こし、 

    新しい展開を切り開いてきた鉄。 

  長く取り組んできた「鉄の起源・歴史」を 本年春 まとめることが出来た「たたらの源流 鉄の起源 &  

  ユーラシア大陸東遷の道」（愛媛大東アジア古代鉄文化センター国際シンポ 聴講記録集成聴講記録）にも 

  そんな事象がいくつも記されている。 

  HP開設以来20年を経過した年末には「私の和鉄の道・Iron Road」を整理して 眺め直す事もできました。 

  これからどんな姿になって、鉄がこの難局を切り開いてくれるのか それも楽しみな和鉄の道です。 

  ポストコロナ 脱差炭素社会がどんな姿で登場するのか 明日の時代の平和で穏やかな暮らしに期待して。 

  本当にエポックメーキングな一年 和鉄の道・Iron Road 2021でした。 

 

◎ 鉄とともに鉄のない縄文の世界にも惹かれ、ずっとHPへの掲載取組をしてきた「日本の縄文」。 

  心優しき縄文人たちが約1万年の長きにわたる永続社会をつくってきた日本の縄文  

  コロナ禍の中で、長年の夢がかなって、ユネスコ世界文化遺産に登録されたのも嬉しいニュースでした。 

◎ CO2排出ストップの厳しい操業携帯移行を迫られる鉄鋼 過酷化する地球環境に歯止めをかけるには待ったなし。 

  CO2排出量の多い大型高炉操業への依存度の高い日本の鉄鋼業は脱炭素社会構築の中で今一番厳しい立場に置かれ 

  ている。 退場を願うと言う人達も数多く、長く鉄鋼の中で育ててもらった私にとっても、一番気になっている。 

  今数々の新しい高炉操業変革に取り組んでいる。それがこれから目に見えてくる。 

  必ずや日本の鉄鋼の歴史が新しい道を切り開いてくれると期待一杯。 鉄鋼ガンバレ!!と。  

  

◎ 私ごとですか、本年6月末 足踵骨折で約20年ぶりに入院生活。 足を地面につけられぬ厳しい正つの苦しさや 

  入院高齢者が多いリハビリ病院の現実も知り、元気で健康でいるあがたさもつくづく。 

  入院・神戸籠りの中で、アルバム整理を兼ねた断舎離。今までの道を振り返る良い機会。忘れかけていた数々の人た 

  ちや事柄との交流がありありと。長くかかった整理ですが、自分の生き方を振り返りいい整理ができました。 

◎ 多くの知人や仲間にも助けてもらいながらも、孫たちも元気に成長。みんなに感謝です。 

  本当に早く出あいたいなぁとの思いも強いです。 

  気がかりは 今年も多くの仲間・先輩・知人の訃報に接し、秋送りをしました。 

   もうそんな歳になつたんやと今の健康に感謝しつつ、から元気の毎日。  

  毎日 前向いて元気にと 

 

本当に一年ありがとうございました。 引き続きよろしくおねがいします。 

まだまだ 好奇心もある。お互い 気力をふりしぼって、この厳しいポストコロナの時代を前向いて。 

引き続きよろしくおねがいします。 

いつも勝手な神戸からの便り お許しください。 

 

みなさまにとっても  

来る年が穏やかで 平和な年でありますよう 

God be with You!! 

また 元気に出会える日を楽しみにしています。 

 2021.12.17.夕 

 From Kobe   Mutsu  Nakanishi 

 

 

 

    



   ２０２1年風来坊を振り返って 

２０２1年 風来坊 Country walk トピックス    2022.1.5. Mutsu Nakanishi 

風来坊・Country Walk  コロナ禍の中 神戸・西播磨 四季折々の景色 16件 

 

 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 

 

 

本年もコロナ禍の中 神戸籠り 行動自己規制の毎日 西神戸近郊の散歩道を歩くのが日課に。 

四季折々の景色が年々随分変わってきたことにはっと気が付くことがある。本年も相変わらずデジカメで撮った

Photoでこの神戸近郊の里景色を記録してきました。 地球温暖化が顕著になり、四季折  々 眺める景色の季節感が

随分薄れてきましたが、その変化が一様でない面白さ。自分なりに地球温暖化に結び付けて、あれやこれや考えるの

も楽しみに。デジカメ下げての毎日walkで撮ったPhotoをBGM付きのスライド動画にして楽しんでいます。 

もう後戻りはできない。低炭素社会への大変革の時代を前向いて過ごさねば…‥ 

毎年四季折  々 西播磨佐用の里に咲く草花を訪ねてきましたが、作用の里で春の訪れを告げるカタクリや菜の花や 

各地の一本桜を訪ねるwalk  夏の京朝顔展・バオバブの白い花 実りの秋:景色もままならず、神戸籠りの中で、 

四季折々の花や里景色をデジカメに収めて楽しみました。来年は是非とも遠くへも足を延ばしたい。 

■ トピックス【1】本年の風来坊 四季折々の西神戸・東播磨の里景色 

A. きらきら光る須磨の海 & 須磨離宮・網敷天満宮の梅と菜の花 

 
B 里山は芽吹き ピンクの三つ葉ツツジ満開の桜近郊の里は桜満開の春爛漫 

 

 

 

 



     C 新緑 5月の風と氷ノ山山麓ドライブと春の掉尾を飾るバラ展 

    

    

     D 梅雨から夏へ 足骨折で夏を入院で 毎日届く朝顔便り 

    

     E.実りの秋を迎えた里の秋と秋の里を飾る草花と秋送り 

   

    

    

     F 紅葉の秋 初めて須磨の紅葉をしっかりと 

 



■ トピックス2. 孫に教えてもらったスマホ持っての山歩き 山スタンプラリー 

京都東山スタンプラリー & 須磨毎日walkでせっせとスタンプためこみました 

 
  孫に教えてもらったスマホ片手の里山山頂スタンプラリー あたらしい遊び せっせとスタンプ集めの楽しみ。   

知っているようでよく知らなかった京都東山狸谷不動尊・大文字山から東山尾根筋を蹴上 琵琶湖疎水へ 

   山頂スタンプを獲得しながら東山をめぐるスタンプラリー。同好の人たちが数多く歩いているのにもびっくり。 

また毎日楽しむ西六甲西端の山スタンプも 重複スタンプながら、随分集まりました。 

  おかげで、６月末踵骨折入院で足が弱るのを心配しましたが、 

１０月からは里山の山道をも歩くことができるように・・・・・。 やっぱり風来坊のたのしみはやめられず。 

■ トピックス3  日本の縄文 がユネスコ世界文化遺産に 

コロナ禍の厳しい時代の中で、世界に発信された世界遺産決定 本当にうれしいニュース 

本年「風来坊」に掲載記事がありませんが、和鉄の道HPを始めたころから、通った東北・北海道の縄文遺跡。 

その中心 三内丸山遺跡など北東北・北海道の縄文遺跡群の世界文化遺産登録がやっと実現した。 

一時は教科書からもはずされた日本の縄文。 でも 世界に類を見ない約800０年にも及ぶ長きにわたって続く永続 

社会を築き上げた。集落ではお墓を中心に取り囲んで暮らす暖かい暮らし。 

食料事情等乏しい時代を互いに分け合い、助け合って暮らした永続社会。 

漫然と平和な暮らしが続いたとは思えないが、８０００年もの長きにわたって続いた永続社会。 

やっぱり世界に誇れる社会だったに違いない。 

その根底には人類が紡いできた「相手を思う心・日本人のこころの故郷」が隠れている。 

そんな痕跡が素晴らしい風景とともに 遺跡の遺構や出土遺物随所に見えてくる。 

世界4大文明にも匹敵するといわれる日本の縄文。 

鉄のない時代の縄文。その素晴らしさに惹かれて、強い力を持つ鉄の時代と対比しつつ、HP和鉄の道に紹介して 

きましたが、本当にうれしい世界文化遺産登録。ぜひ一度お尋ねください。 

コロナが収まれば、また一度ぜひ北東北の縄文遺跡を訪ねたい。 

来年はゆけるかなぁ・・・・と楽しみにしています。 

 ■トピックス4 早春の氷ノ山山麓 芽吹きの素晴らしい林の中を駆ける長時間ドライブ 山景色を満喫 

 

兵庫県の最高峰氷ノ山へ登る計画を立て、今年の春 家内と二人氷ノ山の山麓を下見を兼ねて廻ったのですが、 

コロナ禍で残念ながら中止に。でも 残雪をいただく芽吹きの山並み 西六甲とは違う山景色。すっかり気分爽快 

また、もう一つ楽しみにしていた四国剣山もまた計画倒れ。 コロナ禍の中ですが、元気に毎日を楽しんでいます。 



コロナ禍の厳しい自己行動規制の中 "God be with You!!" の言葉とともにあっという間に1年が過ぎてゆく。 

つくづく日が経つのが早く感じる歳に。また、本当に我が身命の危険を身近に感じた一年でした。 

早く穏やかな暮らしが取り戻せるようにと願っています。  

遠くへ出かけることもままならず、毎日 マスクを着けて歩く西神戸須磨の散歩道 眺める景色に四季変わりゆく

景色を記録したいと。 毎年季節の節々に歩く西神戸・東播磨の田園地帯などの同じ景色のスライド動画記録録が

中心に。 

何とはなしに日々新し。でも 思いもかけぬ新しい発見にもであうWalkも数々。 

暇に任せ、今までの記録を整理しているのですが、本当に随分気候が変わってきたことが記録されています。 

一冊一冊と重ねて約20年。また一冊。 時の流れを映す記録になりました。 

最近はほとんど風来坊記録をBGM付きスライドに。 夜ゆったりとPCを開いて、スライド動画を眺めるのも楽

しみの一つに。四季折  々 今年も素晴らしい景色を写し撮ったスライド動画が加わりました。 

地球温暖化の影響がこの須磨の地にも。 

もう後 もう後戻りはできない。低炭素社会への大変革の時代へ厳しくともポストコロナを前向いて歩かねばと。 

 

   

 ２０２１年１１月  友を悼んでの私の秋送り  横尾道 野路菊の丘で 

私ごとですか、本年6月末 足踵骨折で約20年ぶりに入院生活。  

足を地面につけられぬ苦しさや閉塞感一杯で、戸外へ出られぬ苦しさ。初めての経験でした。 

入院高齢者が多いリハビリ病院の現実も知り、元気で健康でいるあがたさもつくづく。 

そんな中で、PC・スマホを持ち込んで、眺めるhome Page  

アルバム整理を兼ねた断舎離を含め、今までの和が道を振り返る良い機会に。 

多くの知人や仲間にも助けてもらいながらも、孫たちも元気に成長。みんなに感謝です。 

  気がかりは 今年も多くの仲間・先輩・知人の訃報に接し、秋送りをしました。 

  もうそんな歳になったと。 今の健康に感謝しつつ、 God be With You!! とのから元気 毎日を前向い 

 

上記しましたが、本年のCountry Walk  トピックスとしての特別な絶景は特にありませんが、 

スライド動画にした近郊四季折々のスライド動画集になりました。 

本年の季節の移ろい 毎年の記録と見比べてみると本当にずいぶん変化が起きていることにはっと気が付く。 

もう後 もう後戻りはできない。低炭素社会への大変革の時代を前向いて   

          2021年風来坊 Country Walk 掲載記事を眺め返しながら 

            2022.2.5. 作成      From Kobe   Mutsu Nakanishi 



 

風来坊 Country walk 掲載記事 16件 

風来坊・Country Walk  コロナ禍の中 神戸・西播磨 四季折々の景色 16件 

 

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 

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. 

03【風来坊・Country Walk】【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. 

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.  

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.  

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  

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    

08【スライド動画】【Photo Album】  【PDF file】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  

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.  

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.    

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  西神戸 伊川谷で   2021.9.19.  伊川谷 小寺 & 上脇 の里 

12【スライド動画】コロナ禍蔓延の中で迎えた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  

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          

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】  

      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   

秋の掉尾を飾るバラの花   2021.10.18.                                                  

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】 2021.11.11 

      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. 記録PDF  深まりゆく秋 わが街 西神戸須磨の秋 Photo Album   



 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 

  

 

 

風来坊 Country walk 掲載記事 16件 

風来坊・Country Walk  コロナ禍の中 神戸・西播磨 四季折々の景色 16件 

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 

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

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
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk02.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk02.mp4
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
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
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk05.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk05.mp4
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  

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
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk08.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk08.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk09.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk09.mp4
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
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
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
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk13.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk13.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk14.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk14.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk15.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk15.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk16.pdf


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                    2021.3.15.   21 walk05.pdf 

06 2021年京都の桜 京都御所 & 出町界隈から高野川堤walk      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 

  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                        2021.4.21.   21walk08.pdf 

     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.   21walk11.pdf 

      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    2021.9.27.    21walk12.pdf 

      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  

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 

zp4m-
四角形



 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 

   

 

 

 

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 

 

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

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
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk02.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk02.mp4
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
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
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk05.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk05.mp4
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
zp4m-
四角形



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  

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
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk08.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk08.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk09.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk09.mp4
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
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
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
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk13.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk13.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk14.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk14.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk15.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk15.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021walk/21walk16.pdf
zp4m-
四角形



【スライド動画】【Photo Album】 

  2021 春の足音 須磨梅林で もうすぐ 春ですね 

 
コロナ禍 緊急宣言が続く自制の毎日 いかがでしょうか 

真っ青な空 西神戸の畑では菜の花がまっ黄色 一気に気分は春モード 

庭では 蝋梅・水仙 そしてサクラソウ 姿を見せなかった野鳥も姿を見せ  

そろそろ梅の花が咲きだしたかなぁと離宮公園の梅林へ 

須磨寺のお大師さん・多井畑の厄神さんにも 

マスクながらもお参りの人影 出店の売り声もうれしい 

ホッと一息 春近し 

神戸須磨界隈 毎日 walkのひとコマをスライドに 

 

zp4m-
スタンプ

zp4m-
スタンプ



 

 

 

老化・病気・介護などの困難と 

みんながむきあう新時代 

困難の中にある仲間にいつも思いをはせています 

仲間の笑顔を活力に!!  

スクラム組んで 今を元気に!!. 

    2021年2月1日 

     Mutsu Nakanishi 



From Kobe   Mutsu Nakanishi
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【スライド動画】&【Photo Album】 ■ 弥生3月須磨 春の輝き【1】 

 

 

春の訪れ 満開になった梅 須磨離宮公園梅林へ 2021.2.13. 

2021.3.05  R0302sumaume00.htm by Mutsu Nakanishi 

 

【スライド動画】「春の訪れ 満開になった須磨の梅 須磨離宮公園梅林.」は下記サイトに収蔵しています」 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaume.mp4  

■ 弥生3月須磨 春の輝き【2】陽光にキラキラ輝く須磨の海 2021.2.16. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi00.htm 

zp4m-
スタンプ

zp4m-
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https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaume.mp4
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi00.htm


【Photo Album】もう春はすぐそこまで抜粋  満開になった須磨の梅 2021.2.13.  

 

 



 

 

 

 

■ 弥生3月須磨 春の輝き【1】春の訪れ 満開になった須磨の梅 須磨離宮公園梅林 2021.2.16. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaume00.htm 

■ 弥生3月須磨 春の輝き【2】春の訪れ 陽光にキラキラ輝く須磨の海 2021.2.16. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi00.htm 

 

【スライド動画】「春の訪れ 満開になった須磨の梅 須磨離宮公園梅林.」は下記サイトに収蔵しています」 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaume.mp4 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaume00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaume.mp4
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2021.2.13.20



弥生3月須磨 春の輝き【2】【スライド動画】&【Photo Album】 

春の訪れ 陽光にキラキラ輝く須磨の海  2021.2.16. 

2021.3.05  R0302sumaumi00.htm by Mutsu Nakanishi 

 

 

【スライド動画】「春の訪れ 陽光にキラキラ輝く須磨の海  2021.2.16.」は下記サイトに収蔵しています」 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi.mp4 

zp4m-
スタンプ

zp4m-
スタンプ



 
須磨海浜公園のすぐ近くにある税務署で確定申告を済ませ、須磨海岸へ。 

もう確定申告里必要もないのですが、毎春のルーチーン。 

ちょっと風が強かったのですが、快晴の空 明石海峡・西六甲の山々を背景にきらきら光る須磨の海。 

平日の午後 まだコロナ緊急事態宣言中ですが、近くの網敷天満宮の梅も咲き始め 

三々五々散歩や海を楽しむ人たちの姿が見える。まもなく春到来。 

マスクを外して、胸一杯 春の空気を吸い込んで、気分も新た 

                   By Mutsu Nakanishi 

 

陽光にキラキラ輝く須磨の海 待ちかねた春 2021.2.16. 

 



 

 

 

 【スライド動画】「春の訪れ 陽光にキラキラ輝く須磨の海  2021.2.16.」は下記サイトに収蔵しています」 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi.mp4 

 

  ■ 弥生3月須磨 春の輝き【1】春近かし 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/walk18/R0302sumaumeweb.pdf 

  ■ 弥生3月須磨 春の輝き【2】陽光にキラキラ輝く須磨の海 2021.2.16. 

         https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumiweb.pdf 
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https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumi.mp4
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https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302sumaumiweb.pdf
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【スライド動画】【Photo Album】 2021春のしあわせ  久し振りの京都 

京都一周トレイル東山 大文字山スタンプラリー 2021.2.23. 

     

 

 

 

 

 ■ スライド動画「京都一周トレイル東山 大文字山スタンプラリー」は下記に収蔵しています 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoSutampRally00.htm 

zp4m-
スタンプ

zp4m-
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https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoSutampRally00.htm


 

 

コロナ3密対応の中で俄然人気の近場の低山歩き  

 久し振りに京都へ 京都大文字山スタンプラリー。 

かつては頂上の三角点踏みだったのですが、今は精度の良

くなったスマホのGPS機能を使って、コース地図に記さ

れたチェックポイントを探す。アブリを立ち上げ、チェッ

クインボタンをオスとスマホのGPSが働いて今いる位置

をアフリに知らせて目的地到を確認する。OKだとポイン

トのスタンプがすぐにスマホに送られてくる。目的地でな

いと「今いる位置はチェックポイントではありません」と。

障害物等で電波が届かないとアウト。確認するまで約 30

秒。待つスリルが面白い。池袋のスクランブル交差点の人

込み調査と同じ。NTTやGoogleもスマホスマホで常時

こんなことやってるんだ。みそは到達日時が記録されたカ

ラーのきれいな到達ポイントスタンプが獲得でき、自分のスタンプ帳に張られること。 

どんなスタンプかは獲得するまでわからず、ラリーコースの多くが山頂・ハイキングコースのポイントで到達記録付き

の美しいスタンプ帳が出来あがって行くのも楽しみ。 

孫が見せてくれた京都トレイルのスタンプに俄然 家内も張り切って、今年初めての京都実家の墓参りも兼ねて、京都

トレイル 大文字山のスタンプ集めに出かけました。 

南北に連なる東山の明るい尾根筋高低差約400m約8kmを約3時間余り。特に厳しい場所もなく、よく整備された

トレイル。樹木の中から急に展望が開け、美しい山並や眼下に広がる街の場所探しもできました。 

よく知る大文字山 登りは「ヤマスタ」のコースから外れ、大文字山の火床から大文字山山頂へ登り、山頂からコース

に入り、琵琶湖疎水の蹴上へくだりました。 

まだ、台風の傷跡が残る箇所もありましたが、よく整備された道。大文字山の中にこんな場所があったのかと新しい発

見も色々。また、よく知りながら道迷いも。低山歩きの自戒も。 

スタンプも5つ獲得してご満悦。うれしい山歩きになました。 

「ヤマスタ」と呼ばれるスタンプラリーよくご存じならばごめんなさい。 

 



【Photo Album】抜粋   2021 春 京都 大文字山 スタンプラリーWalk 2021.2.23 

      

【1】大文字山火床で 

 

【2】大文字山山頂の展望 

 

 



 

【3】大文字山山頂から京都トレイル東山コースを琵琶湖疎水蹴上へ 

 



【4】琵琶湖疎水の京都側出口蹴上 

 

【5】琵琶湖疎水蹴上インクラインと不思議な名前「ねじりまんぼ」 

 

【6】大文字スタンプラリーの終着点 蹴上を西に下った京都東山三条粟田口 

 

 

                      2021.2.23. 京都一周トレイル東山 大文字山スタンプ ラリ－ 

 



 

コロナ3密対応の中で、俄然人気の近場の低山歩き孫が大文字山や京都トレイルのスタンプを見せてくれて、俄然興味

深々の家内と二人、京都トレイル 大文字山のスタンプラリー。スタンプ集めに出かけました。 

何度も歩いたことがある大文字山ですが、京都トレイルの標識に沿って、東山の尾根筋を蹴上まで歩いたことはなく、

面白いスタンプ集め。 

南北にのびる東山の明るい尾根筋を約3時間余り。高低差約400ほど。特に厳しい場所もなく、よく整備されたトレ

イル。樹木の中から急に展望が開け、美しい山並や眼下に広がる街の場所探しができるのもうれしい。 

また、今はやりと聞きますが、同じくスマホ片手にスタンプ探しの人にも出会いました。 

それにしても、京都トレイルでひっきりなしに出会う人の多さにびっくり。 

六甲の縦走路以上やとー京都の魅力にびっくり。 

また、京都一周トレイルの案内板を探しながら歩いた初めての道も新鮮。 

大文字山の尾根筋をつなぐ京都トレイル。かつて山科側から登った道や南禅寺や鹿ケ谷などとのつながりも理解できま

した。また、山中 ちょっとした道迷い 登りと下りで、標識を見落とす。ヤッパリ地図は欠かせない。 

京都トレイルの案内板もそうですが、簡略化・簡略にデザイン化された案内板は注意しないと錯覚を起こすかも…… 

というのも 道標に描かれた案内図と山道を歩いてきて人が立つ位置が全く考慮されず、図案化され、方向に錯覚を起

こしやすい。 知っている山で菅、思いもよらぬところへ出てしまう・・・・気をつけねばと自戒 

◎ 新しい発見 

 ・ 美しい姿をした高い杉の美林が根こそぎ倒れているのを何か所も。他はそれほどでもないのに杉林は災害に弱いと。 

 ・京都トレイルの道は古代の鉄資源帯で何度か歩いされたた道。砂鉄の混じった花崗岩質 やっぱり赤い。 

 ・コースに記載された「七福思案処」「ねじりまんぼ」不思議な地名 はやりのパワースポットも 

次は残り、清水山から稲荷山 そして比叡山にもつながねば…・ 

近場の山歩きに手軽にスマホ片手にできる遊びを見つけました。孫たちとの会話にも。 

機会あればまた残る京都のスタンプあつめも 

スタンプ集めを目的に大文字山を歩いたうれしい一日 

祭日で人出の多い鴨川界隈 コロナも何とか収束をたどるのか・・・  

明日からは3月 2021年春の幸せを感じながら  

2021.2.23.夕 Mutsu Nakanishi 



    参考 和鉄の道・風来訪に掲載した京都東山walk 主要リスト  

和鉄の道・Iron Road 

1. 京都山科の古代のたたら跡 如意ケ岳南製鉄遺跡群を訪ねる 2013.8.26.  

     山科の山麓 古代のたたら跡から谷筋を大文字山へ 

     https://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1309yamashina00.htm 

2. 古代の鍛冶伝承・稲荷伝承の残る 京都山科 西野山walk  2016.6.3. 

     京都山科 西野山に坂上田村麻呂の墓を訪ねる 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1607nishinoyama00.htm 

3. 京都 東山三十六峰越 walk 【1】 京都にうれしい散歩古道の発見  2016.9.13. 

.   京都市街と山科を結ぶ東山滑石越「滑石街道」を歩く 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1610suberiishi00.htm 

4.  京都 東山三十六峰越 walk 【2】稲荷山降臨伝承の三ヶ峰から伏見稲荷大社へ . 2016.9.13.  

山三十六峰南端の稲荷山 三ヶ峰越 横断ハイク  

山科西野山から稲荷山へ登って伏見稲荷大社へ 久しぶりの稲荷山はワンダーランドでした 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1610inariyama00.htm 

5.  旧東海道 京都三条通 粟田口に鍛冶伝承の痕跡を訪ねる 2019.10.9.    .   

   ● 鹿ケ谷から東山の山裾巡り ● 若王子山上の新島襄の墓・駒ヶ滝の行場から南禅寺へ   

   ● 南禅寺から謡曲「小鍛冶」に謡われる鍛冶伝承地 京口「粟田口」へ 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/iron15/1911awataguchi00.htm 

 

風来坊・Country walk 

1.  2002 京都の春  京大界隈・大文字山   2002.3.14. 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/kaze09.pdf 

2.  京都東山 陽だまりハイク  「アテルイ」の足跡「清水寺・将軍塚」 & 永観堂「みかえり阿弥陀仏 2006.2.9. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/5walky01.pdf 

3.   新緑の京都銀閣寺から大文字山越して大津・三井寺へ        2013.4.26. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/walk10/1305daimonji.htm 

4. <比叡山walk  古道 雲母坂 & 八瀬ケーブル > 2017.5.2.  

新緑の古道 雲母坂を登って 比叡山延暦寺へ 帰りは八瀬ケーブルに乗って 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1707kirarazaka00.htm 

5.  2019京都の紅葉 永観堂・真如堂と八瀬・比叡山2019.11. 22.&23. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1912kyomomizi00.htm 

 

 

 

 ■ スライド動画「京都一周トレイル東山 大文字山スタンプラリー」は下記に収蔵しています 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoSutampRally00.htm 

  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1309yamashina00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1607nishinoyama00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1610suberiishi00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1610inariyama00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/iron15/1911awataguchi00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/kaze09.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/5walky01.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/walk10/1305daimonji.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1707kirarazaka00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1912kyomomizi00.htm
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoSutampRally00.htm
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2021.11.13.13.2021.11.13.13.13..11.13.

2021.11.13.

2021.11.14.

Mutsu Nakanishi



2021.11.11. 2021.11.11. 

2021.11.11. 

2021.11.11. 
2021.11.11. 

2021.11.11. 

God be With You!!  be With God be th You!! th 

!



2021.11.15. by Mutsu Nakanishi



By Mutsu Nakanishi



2021.11.13. 3. 1.13. 3. 


