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2022  四季折々 Monthly 神戸便り 目 次    

Home Page更新時のTop Page Monthly page を集めて収録しています   

                     ■ 四季折々 Monthly page 2022 

 

                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                                                    

      
                    令和４年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 神戸の春便り 毎日の須磨 walk より  ロシアのウクライナ侵攻 NO WAR 2022.2.28                                                

  
  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を楽しむ 2022.4.27.    

  
     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  2022.6.1.         



         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   2022.7.1.                                              

 
 8月盛夏 ひまわりの夏 神戸便り  酷暑・大気不安定・コロナ感染爆発  変革・混乱の渦の中に 2022.8.1.    

                                                  

  
    9月初 爽やかな秋の始まり 神戸便り   たたら製鉄と日本の刀剣の歴史                              

 

 
   初秋 10月神戸便り 小さい秋を探して 東播磨を駆ける 2022.10.1.                                                 

                                                                                      
   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 

 



 

 

                                                    

      

 

参考和鉄の道 ・https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0209asagotakeda00.htm 
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  年賀 1月  

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 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2020htm/iron16/R0209asagotakeda00.htm


 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

https://www.bloomberg.co.jp/news/videos/2021-11-24/R32DADT0G1KW01 

よく知らなかった「持続可能な開発目標（SDGs」     

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」  

インターネット検索で 

 2015年9月に国際連合加盟国が決議採択 

■ 持続可能な開発目標（SDGs）について   https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html 

■ 持続可能な開発目標（SDGs）達成に 向けて 日本が果たす役割 

   ＳＤＧｓを通じて、豊かで活力ある未来を創る 

   https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/sdgs_gaiyou_202103.pdf 

  

https://www.bloomberg.co.jp/news/videos/2021-11-24/R32DADT0G1KW01
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/sdgs_gaiyou_202103.pdf


 

   ◎ 今月の掲載記事トピックス    

■ 和鉄の道 home page  開設20年余 「和鉄の道・Iron Road Review」を作成 

 

       1. 私蔵版「和鉄の道・Iron Road」【Review1】2000・2001日本の源流・たたらとの出会い 

            https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Aweb.pdf 

      2. 私蔵版「和鉄の道・Iron Road」【Review2】たたら探訪通史（たたらの歴史） 

            https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Bweb.pdf 

  
    ■ 【2021年総括 From Kobe  2021年師走】コロナ禍の中で2021年和鉄の道を振り返って 

      https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021mutsu/fkobeR0312A.pdf 

 

 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Aweb.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Aweb.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/iron17/R0312MutsuIronRoad2021Bweb.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021mutsu/fkobeR0312A.pdf
https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/2021mutsu/fkobeR0312A.pdf


 

神戸籠り 近況の便り コロナ禍の中で  もうすぐ春が・・・・・   

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 

 
 

 

 

 

 



◆ 昨秋は踵骨折のリハビリに明け暮れ。免許更新の記憶力検査にも四苦八苦やっとバス。免許更新はできたものの片目見

えてないとイエローカード。飛び込んだ近くの眼科医は「もうあかんかもしれが、手術する？」と懐疑的。 

   手術スケジュールも中々とれぬと聞いて、その場で予約。１月２７日に手術完了。ホンマに良く見える。ずっと左右アンバラ

ンスの眼でしたが、よかったです。そのあと１か月は毎日点眼四回 汗かく過度の運動・山登りはあかんと医者が言う。もう

大変です！ でも冬でよかったです。 先日 手術後３週間検診も無事パス。 

この歳になれば 誰もが身体何処か医者の世話に！ 近くの里山歩きも再会これからも、何とかなるやろと 

入院も経験して 同年配の数多くの人たちを見て、つくづく健康で自由に歩き回れる喜び 感謝しています。 

家内が言うには、次は耳やなぁ・・・と。でもまだ口だけは達者です！ 

◆ 神戸籠りの毎日ですが、そんな中でPCに送られてきた多数のゴミメール。  

怪しいなぁと思いつつ、あまりの信憑性にひかれて、つい好奇心でリンクボタン押して、PCが virus・マルウェア感染。 

正常な通信ができずに。 触りまくっている間に、だましだまし使っていた古いデスクトップもダウン。 

もう街になくなりつつあるデスクトップPCを慌てて購入する羽目に。 

２月やっと普通にPC使えるように・・・・・  

パソコンメールに仕組まれたマルウェア くれぐれもご注意ください。 えらい経験しました。 

数千を超えるメールが数回 速射砲のごとく絶え間なく送られてきました。 

メールアドレス変えられないし、困りましたが、あちこち電話して対処法を教えてもらって、何とか止まりました。 

好奇心でリンク開かぬようご注意ください。でも 自分ではどうにもならぬスマホがつながっていて、助かりました。  

◆ ２月７日にモデルナによる３回目のワクチン接種もなんとか完了。 

例年の２月のスケジュール 確定申告も１７日無事化完了して、ゆっと歩き始められるぞと。 

久しぶりに澄み渡る冬晴れの一日 大阪湾の景色を眺めたくて自宅のすぐ南 高取山へ 

こんなに澄み渡る大阪湾の景色は頭になし。冬晴れのたまもの スライド動画にして楽しんでます。 

◆ 和鉄の道のHP開設して、約２０年集めた資料も膨大。 HPの格納サイトも満杯になり、整理を始めています。 

まだまだ、好奇心もあり、HP維持はしたいのですが、どうなりますやら・・・・・・・・。 

各地の遺跡・資料館・鉄の歴史・日本の歴史等の特別展やシンポジュームに参加させていただくなど、随分色々な所へ

出かけ、多くの先生や研究者の方々にも世話になりました。 

HP スタートにイメージした日本の起源・たたら探訪記の取組みも独りよがりですが、なんとか歴史的流れについても理

解できたと喜んでいます。今思うと、約２０年 このコロナ禍の中 一区切りです。 

愛媛大村上恭通先生グループの１０余年にわたる「鉄の起源・鉄のユーラシア大陸東遷の道探求プロジェクト」 

毎年の成果シンポに聴講参加させていただき、資料集成集として整理させてもらって、和鉄の道HPの柱に。 

コロナ禍の中で、玉石混合ばらばらのまま HP にリストアップ集積してきた日本起源・たたら製鉄探訪記も見直し、和鉄

の道Review選集としてまとめることもできました。 

昨年一年間の資料合本の2021年Year Bookと共にリスト掲載しました。 

いずれも大容量ですが、今月のトピックスとして掲載しましたので、ご興味があれば……‥。 

◆ 世界が取組む「ポストコロナ・低炭素社会の構築-低炭素カーボンイーブン50-」その中心になる鉄鋼産業の取組。 

今回紹介記事がありませんが、1月紹介の低炭素カーボンイーブン50インターネット採録 11・12月をご参照に。 

 



まだまだ、自由に風来坊はできませんが、家族ともども元気にやっています。 

なにはともあれ、コロナ収束 早く穏やかな暮らしをとりもどしたいと。 あれもこれもしたいと待ち遠しい春です。  

 

 

 

  ◎ 今月の掲載記事トピックス    

■ もう 春はそこまで    冬晴れの２月 須磨界隈 Photo Album    

 
澄み渡る大阪湾の遠望  高取山山頂より  2022.2.11. 



ワクチン接種・確定申告も済ませませ ほっと一息 梅が咲き始めた須磨寺の弘法市 2022.2.20. 

■ Mutsu Nakanishi HP 和鉄の道 まとめReview 選集   2022.2.22. 

         大容量ですが、ご興味があればおひまなときに   スライド動画でも 保管しています。 

          また、情報やご意見お聞かせください。 

 
 大容量ですが、ご興味があればおひまなときに・・・・・・・・・ スライド動画でも 保管しています。 

 Mutsu Nakanishi HP 和鉄の道 まとめReview 選集   2022.2.22. リンクリスト 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0402.htm#topics  

        また、情報やご意見お聞かせください。 

  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0402.htm#topics


 弥生３月 春迎え神戸の春便り 須磨の三春 毎日の須磨 walk   

     ロシアのウクライナ侵攻 NO WAR 

  

 

■ 弥生３月 神戸の春便り 毎日の須磨 walk  

【Photo Album】  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0403MarchSumaweb.pdf 

【スライド動画】      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0403MarchSuma.mp4 

■ ウクライナの平和の祈り  ウクライナ讃美歌 

【youtube Video】  https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

  2022 Mutsu 

弥生 ３月 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0403MarchSumaweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0403MarchSuma.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk


 



神戸の春の春迎え 春の草花が街のあちこちで咲きだして、 神戸の海のいかなご新子漁も始まりました 

 

弥生３月 神戸の春便り 毎日の須磨 walk  Photo Album 

 

 



   

   



 

  



 

■ ウクライナの平和の祈り  ウクライナ讃美歌 

【youtube Video】  https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk


 

 

 

■ 弥生３月 神戸の春便り 毎日の須磨 walk  

【Photo Album】  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0403MarchSumaweb.pdf 

【スライド動画】      https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0403MarchSuma.mp4 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0403MarchSumaweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0403MarchSuma.mp4


  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を楽しむ    2022.4.27.   

 

 

Monthly Page 春爛漫の４月から新緑の５月へ  From Kobe  by Mutsu Nakanishi 

 
■ 風来坊 ２０２２年春の記録  ２０２２年春 西神戸の里山春の絶景 スライド動画 & Photo Album 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk04.mp4 

  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022mutsu/fkobeR0404.pdf 

  2022 Mutsu 

卯月 4月・皐月５月 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk04.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022mutsu/fkobeR0404.pdf


 

    
 

■2019.1.30 朝日新聞朝刊 オピニオン欄 掲載記事 経済同友会代表幹事 小林喜光氏 記事 転記ご紹介 

 「平成の３０年間、日本は敗北の時代だった 敗北日本、生き残れるか」  

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019mutsu/fkobe1903kobayashi.pdf 

 

   

  

◎ ウクライナ讃美歌「ウクライナへの祈り」 

  https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

◎【和鉄の道】ウクライナに思いを馳せて 

               by Mutsu Naklanishi  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/ 2022

iron/forUkraine.pdf 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/2019mutsu/fkobe1903kobayashi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/forUkraine.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/forUkraine.pdf


 

 
 

 
 



  

 



 

 



 

 

 



梅雨入り目前 神戸便り  緑が素晴らしい季節に  2022.6.1 

でも先が見えぬ厳しい世相  

 

  

ポストコロナの新時代   梅雨入り目前 新緑の中を駆ぬけた２０２２年春 

                                  期待と不安が入り混じる６月神戸便り  

 

  2022 Mutsu 

水無月 6月 



 

 

 



 

   ◆ 【和鉄の道】【年寄りの戯言・NHK総合 関西熱視線番組紹介】  

 国が見捨てた就職氷河期世帯の絶望 中年になって バブル崩壊後３０年の間に何が起きたか 

    「中年になった就職氷河期 非正規雇用者の実態」を視聴して 驚きと非正規雇用に思う 2022.5.15.  

         ◎ https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0406NHKkansainetsusisenweb.pdf 

       また、番組視聴後インターネットを調べていて 下記に示した小林美希氏の評論「国が見捨てた就職氷河期世代の絶望・・・・ 

バブル崩壊後３０年間で何が起きたか取材者(小林美希)」の資料に出会いました。 

       ◆ 現代ビジネス 講談社 2021.9.13. 小林美希氏の評論 

          「国が見捨てた就職氷河期世代の絶望・・バブル崩壊後３０年間で何が起きたか」当事者・取材者(小林美希)として 

          ◎  https://gendai.ismedia.jp/articles/-/87729?page=6 

  

  

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0406NHKkansainetsusisenweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0406NHKkansainetsusisenweb.pdf
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/87729?page=6


       

    

       https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0406EharimaBakusyuweb.pdf 

 

    

       Sissel の「You Raise Me Up」 を6月のHPのBGMとして流しました 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0406EharimaBakusyuweb.pdf


■ 掲載記事トピックス ２０２２年 ６月神戸便り 

 1. 【年寄りの戯言・番組紹介】 NHK 関西熱視線 2022.5.15 

国が見捨てた就職氷河期世代の絶望 中年になって  バブル崩壊後３０年の間に何が起きたか 

 「視聴中年になった就職氷河期非正規雇用者の実態」を視聴して 非正規雇用に思う 

       非正規雇用者 ５4０万人の衝撃  もう びっくり 日本は こんなにひどい国になってしまったのかと‥…                         

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0406NHKkansainetsusisenweb.pdf 

 

   
■ 絶滅危惧種 八丁トンボが草木の間を舞う自然がそっくりそのまま保存されている兵庫の湿原 加西市 網引湿原 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0406EharimaBakusyuweb.pdf 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0406NHKkansainetsusisenweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0406NHKkansainetsusisenweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0406NHKkansainetsusisenweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0406EharimaBakusyuweb.pdf


  ◎ 202２年6月更新後記 202２年6月更新の中で   2022.6.1. 

 



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   2022.7.1.    

 

初夏 梅雨の雨上がり 雨に濡れた紫陽花の清純な美しさ 

ちょっぴり憂鬱な時季ですが、雨が降るからこそ美しい梅雨の絶景 

そっと顔をよせて、 ゆったりとした時を独り楽しむ 

好奇心一杯で過ごす毎日walk  まだまだ元気です . 

 

  

  2022 Mutsu 

文月 7月 



神戸7月初夏 神戸紫陽花の便り 2022.7.1.    期待が膨らむ7月になるよう 熱中症にも気を付けて 

  

   



    

     

   
■ From Kobe 7月収録 6月の新聞記事より 「立場の異なった人たちとつながる」 

         https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022mutsu/fkobeR0407newspaperA.pdf 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022mutsu/fkobeR0407newspaperA.pdf


        

 

 

 

 

 

■ 灘五郷酒所  

詳細は公式home pageで 

https://nadagogo.com/  

 

 

 

https://nadagogo.com/


  

  

  



 

■ 掲載記事トピックス     ２０２２年 7月初夏  神戸便り 

 

≪口酒井遺跡の詳細は下記掲載の和鉄の道で≫  新装なった伊丹博物館の伊丹市の歴史展示 2022.6.13.   

縄文・弥生 日本人のルーツ縄文と弥生人の共生に思いを馳せて 

関西での「水田稲作の始まり」と「縄文人と弥生人の共生」を明らかにした伊丹市口酒井遺跡の展示 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/22iron05.pdf 

 

   【鉄の話題 低炭素社会構築に向けて】  【情報紹介 インターネットより】高炉での水素製鉄に向けて  2022.7.1. 

       CO2排出量のきわめて多い高炉製鉄をどうする 次世代高炉の前倒し検討  

    高炉3社、設備計画報告 水素製鉄開発を本格始動   次世代高炉共同研究、前倒し検討 

  

      ◎ https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0407NewsHseitetsuweb.pdf 

     ◎ https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/22iron06.pdf 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/22iron05.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0407NewsHseitetsuweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/22iron06.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



盛夏 ひまわりの夏 神戸便り  ２０２２.8.1.  

酷暑・大気不安定・コロナ感染爆発  変革・混乱の渦の中に 

 

 

 

  

２０２２ひまわりの夏 2022.7.13.  青田が広がる東播磨の田園地帯を原チャリで駆ける 

         
ひまわりの夏到来に小野のひまわりとの出会いと青田が広がる東播磨夏の絶景 

  2022 Mutsu 

葉月 8月 



 

  

  

   1. ひまわりの夏 2202 

     酷暑お見舞い申し上げます きびしい夏ですが、お互い無理せず元気に 

      
      ３年ぶり 千種川が流れ下る古代たたらの里の段丘のひまわり畑にも行ってきました 

ぱっと周囲を明るくしてくれるひまわり また、夏の朝を清々しくしてくれる朝顔  ２０２２年ひまわりの夏の到来です 



     
 酷暑ですが、まだまだ不安定な天候 激甚化する気象変化にも気を付けて  入道雲 毎日walkの中で 

     

 

2. 「立場の異なった人たちとつながる」 【2】 最近の新聞記事より 

    先が見えぬ日本 新聞記事より いろんな立場の意見をどう受け止めるか  

       コロナ・政治・経済・世界等々のTVニュース報道や新聞に自分とのギャップを感じることが多い 

      「何も変わらぬこの閉塞感と不安感。心地よい、ゆでガエル状態」 

       地球人であることを思い知らされた激動の新時代 立ち止まってはいられない  

            年老いたといえども立ち位置をしっかり見据えたい。  

 

自分も「変わる」「変えねばならぬ」と 参考になれば…・ 



    ■ 神戸新聞からの抜き書きより  

  ◎ < 謙虚な叡智>  「汀にて」 希望という名の方向感覚    ２０２２.７．２９.神戸新聞朝刊 

                               元大阪大学総長  鷲田 清一 

  

   ◎ 「この秋、心に響く追悼演説を待ちたい」  神戸新聞コラム「正平調」2022.7.30朝刊より          

与野党の思惑がらみで 秋に先送りされた安倍信三元総理の国会での追悼演説  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ◎ コロナの感染 週間感染者数は日本が世界最多に  

 

     全文の copy : https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0408tp06.jpg 

 「感染しない 人にも感染させない」との防備をそれぞれ 今一度再確認 

  命の危険 感度をあげて、御身大切に…‥ 異変を感じたら 頑張らずに直ぐに声をあげよう!! 

 
 

3.   ８月酷暑の中ですが、今一度 平和な暮らしを考えましょう 

      「命は宝」 地球人として みんながみんな 穏やかで平和な暮らしが取り戻せますように 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0408tp06.jpg


 平和を願って  決意も新たに!! 

◆ Photo「原爆資料館 & オバマさんの折り鶴」 

◆ 映像展示資料原爆を投下された広島   

  平和憲法は日本の柱 平和憲法を守ろう 

  国の大きな転換点 今 声を上げねば !!  

  平和を今 自分の頭で考えましょう 

 

4.  ひまわりの夏 神戸籠りの中で Photo 

 

■ 朝採りのとうもろこし(スイートコーン) 

 

佐用切窓峠の手前の山里で朝採りのスイートコーンを売るテントを見つけた。 

テントの中で 朝採取したスイートコーンをきれいに整えているのを見て、かつてよく送ってもらった津軽岩木山山麓の里の 

生で食べられる「嶽キビ」を思い出し、早速孫たちの土産に。 

ご近所でもらって家内が育てているとうもろこしが

我が家の庭にもあり、もう採取する時期。 

家内が「今のお勧めは朝早く収穫、生で食べるの

ととうもろこしご飯」が最近のお勧めと近くの農家

さんから聞いてきた。早速朝早く起きてトウモロコ

シの収穫。  

眼を輝かせて生取りたてのトウモロコシをかじる。 

西播磨青木の里のとうもろこし・我が家のとうもろ

こしも甘くておいしい。「これはいける。 

「津軽 岩木山の嶽キビ」や」と。 

とうもろこしご飯もピカ一でトウモロコシの香り・甘さ初めての経験。 

孫たちも大喜びでした。 我が家のとうもろこしもうれしい。早速苗を貰ったご近所にもご報告。 

また、毎年夏行く西播磨佐用のひまわり畑 また一つ楽しみが増えました。 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1708photo.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1708.mp4


■ 佐用 東徳久 林崎の里ひまわり畑で見つけた蓮の花          

 
      神々しい美しさ まもなくお盆を感じる花です 2022.7.21. 

佐用 東徳久 林崎の里ひまわり畑で見つけた蓮の花 神々しい美しさ まもなくお盆を感じる花です 

■こんな珍しいひまわりの花、ビックリ  

 

 
 



5. 仲間からの定期便 ８月    

  

ありがとうございます 本当に厳しい夏   みんな無理なさらぬよう 

 

■ 掲載記事トピックス ２０２２年 8月 ひまわりの夏2022 神戸便り 

 

        
            全文: https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022mutsu/fkobeR0408A.pdf 

     インターネット検索をしていて、下記の用紙の記事を見つけました。 

     思いは人それぞれですが、日本では「ケイレツ格差」「正規/非正規雇用の格差」「東京と地方の格差」等  々

厳しい格差社会の急伸が中間層の衰退を招き、日本衰退の大きな原動力、日本の疲弊を招いた根本にあると 

言えないか‥  この格差問題に目をつぶっての明るい低炭素社会の実現はありえないと・… 

     

 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022mutsu/fkobeR0408A.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022mutsu/fkobeR0408A.pdf


【風来坊】ひまわりの夏 近隣walkをスライド動画に 

    ■夏の朝を爽やかにしてくれる朝顔 2022年夏 朝顔帳   ■ひまわりの夏2022  

 

     ２０２年夏 我が家のの朝顔帳 : https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408asagaoalbum.mp4 

       佐用町旧南光のひまわり畑 : https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawari.mp4 

小野市ひまわりの丘のひまわり畑 : https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408onohimawari.mp4  

◎ 202２年8月更新後記 202２年8月更新の中で   2022.8.4. 

 

毎年の夏のHP更新の定番にしてきた「ひまわりの夏」「我が家の朝顔帳」今年もやっとお送りできました。 

本当に厳しい夏 さわやかな夏をお送りしたかったのですが、また ぶつぶつとお許しください。 

４回目のワクチン接種も済んで 家族ともども元気に過ごしています。 

なにわともあれ 穏やかでへいわなくらしをいちにちもはやく取り戻したいと願うひまわりの夏2022です 

 

2022.8.3. 山麓バイパス遊歩道で やっと真っ青な空にもくもくと湧き上がる入道雲の写真が撮れた。  

青空にもくもくと立ちあがる入道雲でHPのトップをかざろうとしましたが、今年は天候不順でうまくゆかず。 

それでいて、各地で酷暑・集中豪雨。 神戸でも今晴れていると思うとにわか雨 山の向こうでは集中豪雨の知らせ。  

もう地球環境がのっびきならぬところに来ていると感じます。 

 いつもなら、水分補給しながらの散歩道ですが、炎天下 水分補給できないまま約6Kmのwalk。予想以上の消耗。 

途中自動販売機の「リンゴなっちゃん」も売り切れ。 炎天下とは言え、こんなに消耗が激しいとは…ビックリ。  

朝 定期問診受けた医院で「水と塩・体調管理 コロナと熱中症 歩くのもほどほどに」と言われたとこでしたが・・・・・・

身をもっての体験でした。みんな どうしてるのかなぁ・・・・ 

「１日野良仕事 それが１番や」としいうYさん 日中は家よりも外でというFさん 絵筆もって全国行脚のOさん  

皆 炎天下 無理せぬよう。歩くのがきつくなったというMさん・Tさん その後いかがでしょうか・…… 

老化・病気と闘っている多くの仲間たち そして関東や山口の仲間たち Line やメールで近況や嬉しい話題を提供してく

れる仲間たちずいぶん世話になった先輩諸氏や多くの方々ほか みんなみんなどうか体調に気を付けて。 

関東の友人からは「畑は楽し自給食 曲がった心は野菜に遺伝 曲がり野菜も 業のうち???」と野菜Photo 便り  

みんなみんなありがとう。 TVや新聞等で日本各地の映像がでてくるとふと懐かしい顔を思い出しつつ、 

「弱気になったら あかん!!」と自らを励ます毎日です。 

酷暑にも負けず、コロナにも どうか無理せずに 

 Got Be With You!!   From Kobe  ひまわりの夏 HP更新を終えて 

     2022.8.5.  Mutsu  Nakanishi 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408asagaoalbum.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408sayohimawari.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0408onohimawari.mp4


 

 

   

 

 

   
        https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0409SummerSagisou.mp4 

  2022 Mutsu 

長月 9月 
9月 爽やかな秋の始まり たたら製鉄と日本の刀剣の歴史 

蕨手刀から そして東へ北へ歴史をたどる  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0409SummerSagisou.mp4


                9月初 爽やかな秋の始まり 神戸便り 2022.9.1. 

   

       

  

  1. 期待一杯の秋の始まりです 

 
近くの里では秋の味覚の出荷に大忙し 「イチジクの出荷が始まり、ジャム用のも残しているよ」と伊川谷の農家Sさん。 

今か今かと待っていた家内は イチジクジャム・甘露煮作りなどに大張り切り。早速秋の味覚 イチジクの味覚を満喫  

伊川谷の農家Sさんには いつも いつも 感謝です。 

長コロナ爆発で中々神戸の外へは出にくい毎日ですが、 夏から初秋へ 嬉しい秋の訪れ 
いこと街に行かれず、知らなかったのですが、三宮の路線バスに長い連結バスが葉しっさているのにビックリ 



2. 足元で白鷺が舞うがごとく咲く自生の鷺草が咲く 加古川西岸 加西市網引湿原へ 2022.8.21. 

 

  「鷺草が咲く夏の終わり 網引湿原の見事な美しさ」と湿原で教えてもらって楽しみにしていた加西市網引湿原 

   我が家の鷺が咲くのを見て、原チャリ走らせ湿原に. 

２回目で、場所はよく知る加古川西岸 小野アルプス福甸峠の直ぐ北側 北の加西市側からしかない四方を里山で囲

まれた湿原。 こんな所に地元でよく管理された湿原があるとビックリでした。 

今回も出会ったのは一人だけ。 でもみんなお目当てはでも お目当てはみんな鷺草の花。自生種は中々見られない。 

約一時間うれしい湿原独り占めに。 北条鉄道が走る加西市南網引の里から眺める加西の田園風景も緑一杯 

この時節ならではと・・・ 心地よし。 

 

 

3. NHK番組歴史探偵「日本の刀剣」視聴 2022.8.20. 

  頭未整理だった日本の刀剣の歴史 そして 思い入れたっぷりの古

代の歴史に残る東北蝦夷の雄「アテルイ」。  

 蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて 番組視聴と共に 

日本刀とたたら製鉄並びに古代東北の和鉄の道の資料収集をしま

した。 この資料収集の過程で、具体的な刀鍛冶の作業と共に玉鋼

の小割りや日本刀の波紋等々しっかり映像で見ることが出へ来て、

スライド動画にもして 久し振りに懐かしい東北の古代史や日本刀の

作り方などを眺めています 



蕨手刀を手に戦った東北の蝦夷に思いを寄せて古代東北の和鉄の道 資料収集 

 

青森ねぷたのお囃子の音を聞きたくて、BGMにしたスライド動画にして楽しんでいます 

 NHK番組歴史探偵「日本の刀剣」視聴を機会に古代東北の鉄・日本刀の歴史と共に、 

 頭の整理がついていない「製鉄」「刀剣」の製作・製造技法について、インターネットを調べて、新しい資料調べ。 

 まだ、一部ですが、以前にはなかった映像資料等もくわえ、頭の整理が進みました。 

    ■ 日本刀の源流「蕨手刀」に思いを寄せて NHK 歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録&資料収集 

スライド動画 : https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabite.mp4 

Web file   :  https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabiteweb.pdf 

2022.8.20. Mutsu Nakanishi 

 
また、少し、長くなりましたが、日本刀ブームの今 思い入れ一杯の「古代 東北蝦夷の鉄」 

  「征夷大将軍坂之上田村麻呂と蕨手刀を手に戦った蝦夷の族長 阿弖流為」 

両者の交流・平和の願いを記した碑がある京都清水寺の阿弖流為・母禮顕彰碑を久し振りに訪ねました。 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabite.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabiteweb.pdf


           

      

  清水山将軍塚が見下ろす清水寺の舞台のすぐ下 緑に包まれて 蝦夷の族長 阿弖流為と母禮の顕彰碑 

京都清水寺の阿弖流為・母禮顕彰碑を久し振りに訪ねました 2022.8.21. 

  参 考 蝦夷の雄「アテルイ」の痕跡「京都清水寺・将軍塚」 

https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf 

  4. 桂文珍さんの落語的見聞録 神戸新聞８月１１日朝刊より 

       コロナ禍の中で「達者な親父になれるかなぁ」 

  毎月楽しみにしているユーモアたっぷり、 

それでいてぴりっとした落語を ネタにした世相の時事放談 

  今月の落語の「枕」にいつも新聞でしっかり探す「補聴器」「薬・サプリメ 

ント」 そして「デイ・ブイ・デー(DVD)」の社長の元気な姿 

  年寄り みんな同病 みすかされてるなぁ。    こちとらも ふむふむと。 

  そして落語「茶屋迎え」へ そして落語の落ちへ 

  文珍さんに座布団 １枚 

  元気な親父たちの登場に はんぶんうらやましく 

みんな一緒をやなぁと嬉しくも‥‥‥ 

 

    ≪ 全文のリンク≫ 

桂文珍さんの落語的見聞録 神戸新聞８月１１日朝刊より 

       コロナ禍の中で「達者な親父になれるかなぁ」 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0409tp01.jpg 

 

https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/1603tpb01aterui.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0409tp01.jpg


   5. 神戸籠り 毎日散歩で   ■源平一の谷の合戦「一の谷」全体を見下ろす 

        

        
 

      ■ 掲載記事トピックス 

【スライド動画】 NHK 歴史探偵「日本の刀剣」視聴記録&資料収集  2022.9.1. 

                     コロナ禍の中 ほっと一息にでもなれば・・・・・ 

   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabite.mp4         

    

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0409warabite.mp4


◎ 202２年9月更新後記    202２年9月更新の中で   2022.9.1. 

９月１日 夏から初秋への神戸便りHP更新ができました。 

 ８月「ひまわりの夏」の更新を終えて 毎回同じコロナ禍・低炭素社会への変革時代の記事。・・・・・ 

 

                                                            

                           

     

 また 今年も祇園祭もスポーツ観戦も足止め お伝え出来ず。  ８月１６日 京都の大文字にも行けず、 

NHK TVの送り火 の中継をみながら 先に逝った仲間や多くの人々を思い浮かべつつ 盆送りをしました。 

一方 まだまだ 酷暑ですが 秋はもうすぐそこに 

   ◎ めまぐるしく天候が変化する今年の夏 入道雲が消えた初秋の秋の空 素晴らしい初秋の秋 

       「水行末 風来末 運行末」 秋晴れの清々しい空の絶景 

   ◎ 自生の鷺草が咲く加西市網引湿原 南網引の里から眺める北に広がる加西市の田園地帯  2022.8.21. 

       南の里山山中には純白の鷺が舞うがごとくに咲く鷺草 網引湿原この時期だけの絶景  

夏から初秋へ 厳しい時節の中ですが、爽やかな神戸絶景の便りになれば幸いです 

 

 

もう朝顔帳も掲載できたし、９月更新 今回はパスや

と・・・・・・ 

でも ８月下旬の散歩でながめた空の清々しさ。 

そして 教えてもらった網敷湿原に咲く自生の鷺草の 

美しさ等々。この夏の終わりの清々しい絶景 いまでな

いと伝わらぬと。 

また ４月からほったらかしになっていた NHK の番組 

歴史探偵「日本の刀剣」の視聴記録も放散してしまうと。 

また、今回はコロナ禍・低炭素社会への変革時代の記

事作成も中だるみです。  

この異常気象の中での酷暑とコロナ禍爆発のきびしい

自己行動節制の中で見たこの夏のすがすがしい絶景を

ぜひ伝えたいと 

９月更新の資料準備を始めた次第です。 

 

 

  

 



老化・病気と闘っている多くの仲間たち そして関東や山口の仲間たち  

Lineやメールで近況や嬉しい話題を提供してくれる仲間たち 

ずいぶん世話になった先輩諸氏や多くの方々ほかみんなみんなどうか体調に気を付けて 

TVや新聞等で日本各地の映像がでてくると ふと懐かしい顔を思い出しつつ、 

「弱気になったら あかん!!」「弱気になったら あかん!!」と自らを励ます毎日 

再会できるのを楽しみに Got Be With You!!  

    From Kobe  ９月初秋の始まりHP更新を終えて 

     2022.8.5.  Mutsu  Nakanishi 

 

      「命は宝」 地球人として みんながみんな 穏やかで平和な暮らしが取り戻せますように 

  

 平和を願って  決意も新たに!! 

◆ Photo「原爆資料館 & オバマさんの折り鶴」 

◆ 映像展示資料原爆を投下された広島   

  平和憲法は日本の柱 平和憲法を守ろう 

  国の大きな転換点 今 声を上げねば !!  

  平和を今 自分の頭で考えましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョージ・カーリンの名言  「老いを楽しく生きるために」 

http://www.drmaltz.jp/?p=4183 

「ストレスをためずに１００まで」と。  

 なかなかむつかしい時代。 それだけに心に響く。 

・■ 要約 「老いを楽しく生きるために」 

 ■ 紹介日本語訳全文 

http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1708photo.pdf
http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/2017mutsu/fkobe1708.mp4
http://www.drmaltz.jp/?p=4183
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/1501nenga15.jpg
https://infokkkna.com/ironroad/2012htm/walk9/1208elder.pdf


初秋 10月神戸便り  

小さい秋を探して 東播磨を駆ける 2022.10.1.  

 

 

 

澄み渡る空に爽やかな秋風 里では 彼岸花が満開に野を飾って 稔りの秋の始まり 

コロナも収束の兆しに 小さな秋を探して戸外へ  まだまだ無理はできませんがうれしい秋の訪れ 

秋の七草 フジバカマの密に 渡りの蝶 アサギマダラがやってきています 

何とはなしに気分も晴れやか 小さい秋 小さい秋 み～つけた 

 

   



Monthly Page  10月初秋神戸便り 小さい秋を探して   2０22..10.1. 
 初秋の散歩道 里の秋を飾るヒガンバナと藤袴の密に集まる渡りの蝶 アサギマダラ 

   

       

1. コロナも収束の兆しに期待一杯の初秋 あれもこれもしたい 

   



   2. 毎年の秋迎え 東播磨 初秋の風物詩  原チャリで駆ける東播磨の田園地帯 2022.9.12. 

               爽やかな秋の風が吹き始めると毎年出かける小さい秋 東播磨の里景色 

     

     

    

   
       詳細は今月掲載の風来坊 「東播磨の田園地帯 初秋の里の絶景を訪ねて原チャリで駆ける」でご覧ください 

       https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0410EHarimaweb.pdf 

     3.  鉄の街 尼崎 鉄のモニュメント  鉄鋼戦士の像と尼崎讃歌    〔 Photo拡大 〕 

         

        

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0410EHarimaweb.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0410TetsuAmagasaki02.jpg


     

    4. 桂文珍さんの落語的見聞録  ９月 神戸新聞9月8日朝刊より 

                                                 

 

 

 ■ 紹介記事全文 

     https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0410tpa41.pdf 

 

 

 

    5. 「共生の大地へ  没後１年 内橋克人の歩いた道」 【1】～【9】総集  神戸新聞特集連載より 

        ぶれることなく一貫して「現場」に立ち「人」・「共生」のまなざしを貫いた経済評論家 

       

        

■ https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0410RememberUchihashiweb.pdf 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0410tpa41.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0410tpa41.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0410RememberUchihashiweb.pdf


    6. 仲間からの定期便 10月 

 

 

         

 ◎ M.Aさんから                             ◎ T.Oさんから 

 小冊子「ニューモラル」10月号より          来年のカレンダー (希望の方要連絡と) 

 ＜Photo上＞  ＜Photo下＞             

いつもありがとうございます  

      今でなくてはとの思いも強い毎日ですが、God be with You!!  

      お互い何はともあれ、毎日をお元気で 

     ■ 掲載記事トピックス 小さい秋を探して西神戸・東播磨の初秋の里景色 

■ 和鉄の道・Iron Road   鉄の話題 ９月インターネット・新聞より   

私の私情一杯の記事の記録ですが、なにかのお役に立てばとHPに収録させていただきました。 

               

             ■  風来坊・Country walk   

               初秋10月神戸便り 小さい秋を探して 西神戸・東播磨の初秋の里景色を２つのスライド動画に 

                         
                 初秋 西神戸の小さい秋 初秋の散歩道で 西神戸・東播磨の初秋の里景色を駆ける                     

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/ 

walk19/R0410SmallAutum.mp4 

 https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/ 

walk19/R0410EHarima.mp4 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0410tpa65.jpg
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0410tpa64.jpg
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2023Calender.gif
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0410tpa65.jpg
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0410tpa64.jpg
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0410SmallAutum.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0410EHarima.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0410SmallAutum.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0410SmallAutum.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0410EHarima.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/walk19/R0410EHarima.mp4


◎ 202２年10月更新後記   202２年10月更新の中で   2022.10.1. 

10月7日 やっと １０月 初秋 小さな秋を探して 神戸便りHP更新ができました。 

色んな事が起こった今年の夏 でも やっと新型コロナ収束の足音が全国的に高くなってうれしい初秋。 

医療関係者の絶大なる働きで 随分重症化リスクも軽減されてきたと感謝一杯です。 

西神戸近郊の初秋を楽しむことができ、すばらしかった東播磨の里景色を発信したいと・…。 

今回はそれだけの発信になってしまいました。 

田園の初秋の里景色 日本の原風景 ゆったりとした時が流れるひとときです。 

心やすめにでもなれば・・・・・ 

また、オリックスの逆転優勝も本当にうれしい秋になりました。 

家内と二人 TVとスマホ２台前において 阪神/オリックス/ソフトバンクの多元中継  

やっぱり引っ張るのは若手やないとあかん 後は地道にコツコツとやなぁ・・・と 

仲間とやっと飲み会、みんないうのは、笑顔で出逢えるのは元気な仲間ばかりやと。 

出会える仲間のありがたさとうれしさ。嬉しい秋の訪れ。 

出逢えぬまま逝った仲間が残念で悔しいが そんな仲間の分まで頑張ろうと献杯して・・・・。      

初秋 まだまだ先行き不安が募る日々ですが、 爽やかな秋の神戸の便りになれば幸いです 

TVや新聞等で日本各地の映像がでるとふと懐かしい顔を思い出す。 

老化・病気と闘っている多くの仲間たち そして関東や山口の仲間たち  

Lineやメールで近況や嬉しい話題を提供してくれる仲間たち 

ずいぶん世話になった先輩諸氏や多くの方々ほか 

みんなみんな どうか体調に気を付けて  こっちも 気を付けます。 

「弱気になったら あかん!!」「弱気になったら あかん!!」と 

自らを励ます毎日 再会できるのを楽しみに 

  Got Be With You!!  

  From Kobe  初秋 HP更新を終えて 

     2022.10.7.  Mutsu  Nakanishi 

 

最近配信されてきたインターネットニュースで「静

かに姿を消すIntelk Pentium/Celelonブランド」

の記事を目にしました。 

コンピューター革命が起こった時代「インテル入っ

てます」の時代のブランド。 

私にもインテルと一緒に駆けた時代がありました。

もう「つわものどもの夢のあと」ですが・・・・・・ 

 

https://news.mynavi.jp/techplus/article/semicon-237/ 

今月掲載した「尼崎 鉄鋼戦士の像」も老齢になった今 胸に響いて懐かしい。 

仲間の訃報が入ると 秋の夜長 自分のたどった道と重ねながら おもいにふけることも多くなりました。 

これも老齢を前向いて生きる道の一つかと。 でも時代が変わりゆく しっかりと受け止めねばと。 

                         かつての重なる時代にふけりつつ、追記。 

 

昨夜 スマホに「疲れたた あかん」と話しかけたら 

「毎日ご苦労様です 今夜はぐっすり睡眠とりましょう」 と。  

答えてくれるんや!! 

 

https://news.mynavi.jp/techplus/article/semicon-237/


11月 深まりゆく秋 神戸コスモスの便り      2022.11.5. 

美しい秋の夕暮れ そして サプライズ オリックスの優勝 

  

 

 

 



    ■ 11月秋 monthly 神戸コスモスの便り■    by Mutsu Nakanishi 2022.11.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 1. いつもに増して素晴らしい コスモスの秋2022  

  

   

     

        ■ 掲載スライド動画は更新記事リンク 今月掲載「風来坊」からアクセスしてご覧ください 

 2. オリックスの日本シリーズ優勝   オリックス優勝 おめでとう!!   ありがとう  

       10月に続いて、ビッグニュースで始まった11月 

    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」と 

「仲間が一つになれば 奇跡は何度も起きる」何度奇跡が起きたことか… 

       大音響でベートーベン第九「歓喜」のメロディーが球場一杯に  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411.htm#LIST


     3. 我が家の柿も大豊作  甘い甘い柿の収穫が楽しみ 

      

      

      

4. 桂文珍さんの落語的見聞録    神戸新聞10月１3日朝刊より 

             「亡き人から 電話があったら?!」   【読みにくいので PDF 原文ファイル】 

     

       １１月は毎年欠かせない亡くなった人たちに思いを馳せる「秋送り 」 

私も野路菊の丘に登って先に逝った仲間や先輩諸氏に思いを馳せました 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411Bunchin.pdf


5. 和鉄の道・鉄の話題  internet Newsより 低炭素社会実現のために  

  
 化石石燃料への補助金が世界で倍増 脱炭素に逆行「今年はさらに増加」 ２０２２．１１月newsより 

先が見えぬ低炭素社会の取組 鉄は今どうなんだろう・・ 

      低炭素社会実現のための日本の取組むべき道が見えてこない  朝令暮改 後はなしのツブテ…  

    旗振る産・学・官  具体的取組の具体的な進行評価や次なる目標がはっきりしない 

    1年たっても2年たっても同じ話ばかり。 絵に描いた餅の「工程表」& 「・・ねばならぬ」と。 

工程表に描かれた途中取組成果が見えてこない。さっぱりわからぬ。  

最後さえ成果・帳尻合わせができればとのほおかむり。 政治主導・丸投げ政治の悪癖か・・… 

 

 ◎ 私の私情メモ   今思っていること 自分の発言を読み返せるよう。 そんな一部です。 

    ビックリするようなことが次々と明らかになり、気になったことをメモに 

          
 



    6.  仲間からの定期便 11月 

 
       ■ 仲間からの定期便 11月 リンク リストです 

◎ H.Aさんから   

            小冊子「ニューモラル」11月号が届きました 

 11月２３日は勤労感謝の日「楽しむ心も大切に」と    

   Photo 上    Photo 下 

 ◎ N.Mさんから   

秋色満載の動画<<いい一日を!!>>が届きました       

 5回目のワクチン接種112.21にと。    

【動画】いい日一日を!! 

 

◎ H.Mさんから  同窓会にいってきました          

お座敷小唄のパロディ 大合唱しましたと 

  お座敷小唄のパロディ    

 

  いつもありがとうございます  

 今でなくてはとの思いも強い毎日ですが、God be with You!!  

 お互い何はともあれ、毎日を元気に 

 厳しい時節ですが、この秋を元気で 

 7. 今月掲載記事 トピックスから 

  ■ 11月秋 神戸コスモスの便り 

 本年の秋、周りを見渡せば、ゆっくりと時が流れる日本の秋の原風景 

 神戸の田舎の美しい秋景色 この秋景色を発信したいと。 

コスモスが咲く西神戸・東播磨の田園風景を４つのスライド動画に 

 毎年眺めるコスモスの秋ですが、今年は行動規制が解けて ひとしお 

■ 和鉄の道・Iron Road  鉄の話題 

 コロナ・ロシアノウクライナ侵攻で世界が混乱する中で 

具体的推進成果が見えぬ政府が旗ふる低炭素社会構築取組 

◆ 今月掲載記事 トピックスのリンク   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411.htm#TOPICS 

  相も変わらずですが、11月秋 神戸 コスモスの便りをお届けします 

 「自分の身は自分で守る」の心意気 

  でも ひとりじゃない  時には声を上げて 一人で がんばらないで!!  

  仲間がいる 互いに連絡とりあって また再会できますよう  

  仲間みんなにエールを送ります 

     God be With You!!  元気に前向いて  

 2022.11.1. From Kobe    Mutsu Nakanishi 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411Asano01.jpg
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411Asano02.jpg
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411NM.mp4
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411HM.jpg
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411.htm#TOPICS
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411.htm%23TOPICS


掲載記事トピックス 秋11月 神戸コスモスの便り  

■ 和鉄の道・Iron Road   鉄の話題 11月インターネット・新聞より 

       

       
         ◎ 私の私的情報メモ   目に留まった最近のニュース収集2022.11月 

 

        ■  風来坊・Country walk   11月   【 スライド動画4編 ; 西神戸・東播磨のコスモスの秋 】 

 澄み渡る空に爽やかな秋風に 満開のコスモスが揺れ、南へ帰りを急ぐ渡りの蝶が 空を舞う  

秋の収穫も無事澄んで田園地帯は素晴らしい秋景色 日本の原風景 

戸外に飛び出して 西神戸・東播磨の秋の風物詩 コスモスの秋 を楽しむ!! 

  ４つのスライド動画にして 秋の夜長をゆったりと 

 
◆ 今月掲載記事 トピックスのリンク   https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411.htm#TOPICS 

 

 

 

 

 

 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0411NewsSum.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411.htm#TOPICS
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0411.htm%23TOPICS


◎ 202２年11月更新後記 202２年11月更新の中で   2022.11.5. 

1 

     
 

  



師走 冬晴れ 澄み渡る大阪湾・播磨灘    2022.12.15. 

色々あった一年を ゆっくり振り返る  

 

    

 



 
 

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

はじめて気が付いた戦争の悲惨・核戦争の危機ゲームの世界が今現実にわが身に降りかかる 

島国として守られてきた「ぬるま湯日本」が、厳しい現実にさらされている。 

みんな地球人「自分さえよければ・・・ではどうにもならぬ」新時代が目前に世界と共に生きる時代の模索・ 

取組推進の時代の幕開けを実感した年でした。 

かつて 何もわからぬ私たち若者の背を多くの人たちが「 とにかく やってみなはれ…」と押してくれた 

時代のように。  また、あの震災の暗闇の中で 走り回ってくれた若者たちとの姿もふつふつと‥‥ 

「もう新しい時代は 若者の手で」と。 そんな時代の到来を痛感した２０２２年になりました 

そんな 思いもあってみていたこともあったのか、本年後半には 若者たちの強い意志の塊が 

数多くの「奇跡の姿」を見せてくれた年でもありました。 

「あきらめない 一つになれば 奇跡は何度も起きる」「偶然ではない 奇跡の姿は何度でも・・・」 と。 

もう はっきりと期待が膨らむ「明日は若者の時代」だと・・・・・・ 

かつて「とにかく やってみなはれ」と若者たちを後押ししてくれた時代のように若者たちを応援したい。 

また、老いたと言えども まだまだ元気 足も動くし、好奇心もある。  

主役は若者へ 片隅で 自分の役割をコツコツと・・・ そんな思いの２０２２年師走です。 

 

■ ウクライナ讃美歌 「ウクライナへの祈り」 ■ https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

  https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk 

https://www.infokkkna2.com/ironroad2/video2/PrayerUkuraine.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk
https://www.youtube.com/watch?v=eqLcQJlt-Bk


■ 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 

    １０・11・12月 奇跡が３度も 目の前で起きた。  若者たちが世界へ飛び出し、躍動したこの１２月 

    気負わず 粘りぬく神髄を見たせてくれた  

年寄りも みんながみんな これぞ これからの厳しい時代の生き方に見えた 

自分流にいえば、知力の衰えを自覚して  

好奇心・気力・行動で 仲間と共にスクラム組んで臆せず役割を果たそうと。 

 

ワールドカップ世界大会 「１mmの奇跡」 新しい時代の幕開けをしめすがごとくに・・・・ 

◎ 嘘をつかない「科学の目」を養おう 

 よく「真実は一つ」とよく言うが、その見え方は色々。だまし絵がそれだ。 

 いろいろに見える姿・形を見抜く目。 それがうそをつかぬ「科学の目」 

 政治家がよく使う手・即物的・スピードを良しとする近視眼的目には幾つもある「真実の姿」が映らない。 

それを意図的に利用している節も垣間見える。 

 いま日本で一番不足しているのが、この「科学の目」 日本は今 まさにこの科学の眼が試されている。 

 

 そんな折に サッカー日本チームの執念の技 １ミリの重なりを見抜いた科学の目の存在を大きく知らしめた。 

 日本の科学者たちも政治家の手法に取り込まれず、もっと科学の目を養い、声をあげねば。 

 科学の目からすれば、真実は幾多の姿をして現れる。 奇跡は一回でなく、真実の姿もいくつもある。 

 オリジナルを見据える。先端を突き詰める。ルーツに遡る そして総合・スクラム・ 視点解析等  々

 科学の目を養う方法がいくつも試されて勝ち得たサッカー日本チームの若者たち 

 カタールでのうれしい体現に日本がわいた。  

 

若者の時代がきているとつよく感じられた本年の年の暮れになりました。 

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と 

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 前向いて 第一歩  

和鉄の道 HP お付き合いありがとうございます。 

来年もよろしく 

God be with You!!  も口癖に  

高齢で迎えるポストコロナ・変革の厳しい新時代を前向いて みんなの力で取り戻そう 穏やかな日常を 

今年一年 いろんな思いが駆け巡る師走です 

忘れてはならぬ第一歩 コロナワクチン接種１２月１５日に受けます。 

         2022.12.2.15.  FROM  KOBE        Mutsu  Nakanishi 

 



 

   

  1. 深まりゆく秋から師走へ    あっという間の一年を振り返って  「Merry Christmas!!」  

       今までに経験したことがないことが色々あった一年。  

     コロナ禍の中で、日本の緊急医療システムの破綻・過酷自然災害の続発。 

そして、ロシヤのウクライナ侵攻の残虐さと大国の傘に頼る虚しさ。 

       科学・モノづくり立国と叫べども気が付いてみれば、日本は先進国に遠く及ばず、中進国にも追い抜かれる現実。 

そんな現実にもほうかむり。「自分たちでなければ」の心地よい言葉の都合主義のバラまき政治 

みんなが気づきだしたおかしな日本の一年。 

本年掲載してきた「和鉄の道」よくまあ 同じことをぶつぶつ言ってきたなぁ…‥と。 

ずっと感じていた若者たちへの世代交代の必要性でも 希望はある。 

嬉しいnews 世帯交代を体現してくれたサッカー日本チームの若者たち。 

最後までぶつぶつの一年。お許しください。 

◎ 今年一年の和鉄の道掲載件数 

 



    2. 新型コロナと付き合う中 神戸の街で     久し振りの長田靴っ子祭り 2022.12.4. 

 
   毎年１２月に開催されてきた長田靴っ子まつりが開催。ほんとうに久しぶり。 

家内とふたり出かけて、蝶安値のウォーキングシューズを２足づつ。 

  みんな靴袋を抱かえてうれしそう。みんな街に出るのを待ちかねてたんだと。 

 「近くにおいしいインド料理・カレーの店がある」という家内の仲間情報でインドカレーの昼食。 

  大きな「ナン」がついたカレーに懐かしさ一杯。 

  インド料理が好きだったペナンのSさんを思い出しつつのランチ。おいしかったです。 

  当分ウォーキングシューズは買わんでよし。久しぶりのうれしい神戸の街歩きになりました。  

    
 

  3. 私の秋送り  ２０２２.１１．１５.夕 

山腹を真白に野路菊が咲く横尾道 野路菊の丘に登って 先に逝った仲間を思い浮かべつつの秋送り。 

 寂しくもあるが、本年一年元気に過ごせたわが身を感謝しつつ、「風来坊」が元気を貰う秋送りです。 

    

 
 ■ 【Photo Album】 横尾山山腹の丘一面を真っ白にして 野路菊の花が咲きはじめました 

    私の秋送り2022 横尾山麓 横尾道 野路菊の丘で  

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.pdf 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022walk/22walk25.pdf


4.  桂文珍さんの落語的見聞録    神戸新聞11月11日 & 12月８日朝刊より 

   コロナ禍 最近の日本の世相に 文珍さんの頭も絶好調  

  「世界が一周回って1ドル/３６０円??」& 「にわかファンがカタール夢」 

   

                             【読みにくいので PDF 原文ファイル】 

 

和鉄の道・鉄の話題 2022 インターネットより 

     5. 日経ビジネス誌「沈まぬ日本製鉄 改革の今」の取組実態レポートを読んで  

            厳しい中で 世界へ立ち向かう日本の鉄鋼の姿にエールを送る 

     

    日経ビジネス副編集長 上阪欣史のものづくりキングダム 沈まぬ日本製鉄（1）～(5) 

        https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00289/111500039/ 

地球この１１月中旬 日本の鉄鋼の雄 日本製鉄の姿を赤裸々に取材した日経ビジネス誌の特集連載記事の一部を 

インターネット検索で見つけて収録を始めた。 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0412Bunchin.pdf
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0412Bunchin.pdf
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00289/111500039


経済誌の限界はあるが、この１０年そして今後の１０年を見据えた鉄鋼の雄 日本製鉄の今の姿等  々

かつて鉄鋼会社で仕事をした端くれの私には いつも気にかかっていた日本の鉄鋼の行く末  

身を置いた時を重ねながら収録整理しました。 

ばらばらでしか情報が伝えられてこぬ日本の低炭素社会への大変革の今  

日本製鉄の姿から眺めることができたと。 ご参考になれば…・ 

 ■今月の和鉄の道 掲載記事 

  日経ビジネス誌「沈まぬ日本製鉄 改革の今」の取組実態レポートを読んで  

  厳しい中で 世界へ立ち向かう日本の鉄鋼の姿にエールを送る 

2022.11.25. From Kobe  Mutsu Nakanishi 

 ◎ https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0412NipponSteel.pdf 

 ◎ https://www.infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/22iron13.pdf 

 

   6. 仲間からの定期便  仲間からの定期便 12月 

          ◎ M.Aさんから   小冊子「ニューモラル」12月号 - 「おかげさま」を感じる時 - が届きました   

２０２２年年の暮れ ゆっくり日常をふりかえって 

      

       ＜Photo 拡大リンク＞           ＜Photo 拡大リンク＞ 

   いつもありがとうございます  

 今でなくてはとの思いも強い毎日ですが、お互い何はともあれ、毎日を元気に 

 

    ■  掲載記事トピックス 12月 師走の神戸便り  

       1.   日経ビジネス誌「沈まぬ日本製鉄 改革の今」の取組実態レポートを読んで  

                       厳しい中で 世界へ立ち向かう日本の鉄鋼の姿にエールを送る 

          

           ■  日経ビジネス副編集長 上阪欣史のものづくりキングダム 沈まぬ日本製鉄（1）～(5) 

               https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00289/111500039/ 

        ■ 今月の和鉄の道 掲載記事 日経ビジネス誌「沈まぬ日本製鉄 改革の今」の取組実態レポートを読んで  

  厳しい中で 世界へ立ち向かう日本の鉄鋼の姿にエールを送る 2022.11.25. From Kobe   

           https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0412NipponSteel.pdf 

https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0412NipponSteel.pdf
https://www.infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/2022iron/22iron13.pdf
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https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0412tpa02.jpg
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00289/111500039/
https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/iron18/R0412NipponSteel.pdf


       2. 紅葉した神戸の街walkをスライド動画に  自己行動規制も少し緩くなって ふらっと風来坊 

ことしの紅葉は特に鮮やか  京都にも紅葉を訪ねました  (photoリンクでPdf &動画再生) 

 

 

        ■ １２月掲載記事 トピックス リンク    

■ https://infokkkna2.com/ironroad2/2022htm/R0412.htm#紅葉した神戸の街walkをスライド動画に 
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