
   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 
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     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 



 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 
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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  
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