四国

八十八ヶ所霊場

お遍路の旅をふり返り

2013 年 3 月 27 日から 4 月 4 日

一日目 3 月 27 日(水)午前 7 時家を出発
明石海峡経由で板野 IC を下り一番札所霊山時に午後 1 時半到着 お遍路の 1 歩を踏み出した。
当日は 1 番札所から 9 番札所まで平坦な道の所にあり案外近い所にあるので沢山行けた。途
中 携帯が圏外になり通話不可能になり 9 番札所が終わって ドコモショップを探し修理を
した。
宿泊は 8 番札所近くの道の駅どなりで宿泊
近くに日帰り温泉 御所温泉があるのでそこ
で風呂に入ろうとしていたが、休館日でその日は風呂入らず徳島ラーメンを食べて寝ました。
1435 歩
二日目 28 日朝 5 時に起きて洗顔・朝食(パンとコーヒー) かたずけを済ませ 6 時半 10 番札所
へ
各札所では午前 7 時から午後 5 時まで納経所が開いているので一日に沢山の札所を回りたい
ので早く出発する。11 番札所までは楽に行けたが 12 番札所(焼山寺)が山の中それも農道で
険しく道が狭い初めての難所だ。四国は山と海 平地が少ないのし お寺は山の中にあるの
が多い 12 番札所を終わり徳島市内に入り順調に進む、履いていたシューズの底が剥れて壊れ
た。予備のシューズ持っていて良かった。 当日の目標として 21 か 22 番札所まだ行きたか
った。21 番札所はロープウェーで行くしかない。最終便 4 時 40 分に間に合った。
先に朱印をもらい参拝し、下り最終便で麓までおりて ロープウェーの受付で近くの温泉が
無いか聞いたところ無料券をくれたので近くの温泉宿で風呂と食事をした。
宿泊は勿論道の駅 ロープウェー乗り場が道の駅鷲の里広い駐車場トイレの近くに車を止め
た。 何台かの車中泊をする人達がいた。静かでトイレも綺麗でお気に入りの道の駅になり
ました。11099 歩
三日目 29 日朝 6 時半出発 22 ・ 23 番札所を終えれば高知県に入る
22 番札所で福島県相馬から来られている大堀さんと出会う(その時は一緒に行動するとは思
わなかったですね)
23 番札所海のそば近くには温泉もあり車中泊には良いところだ。目指すは室戸岬 24 番札所
まで約 75 キロあり海沿いの景色の良い所を走る。 24 番札所は室戸岬の直ぐ近く 参拝を
終えて灯台を見物しました。室戸岬は初めて来る所です
札所間の距離が少し長くなりましたが順調に進み高知市内にはいりました。
この日は 32 番札所まで行きたかったので少し札所を早くまわりました。
32 番札所は桂浜を見渡せる丘にあり景色が綺麗いでしたね。
宿泊先を探し桂浜駐車場へ良い所でしたが 夜 10 時半を過ぎると駐車場入口を施錠してし
まうので朝早く出れなくなるので止めて 近くにある県営のキャンプ場に泊まりました。
寝ている最中に変な音がなり始める(夜中の 1 時頃バッテリーのスイッチを切った所直ぐに音
は切れた)
12138 歩
四日目 30 日 33 番札所を皮切りに足摺岬にある 38 番札所を目指しました。 高知の札所間
が特に長いですね。38 番札所でまたまた大堀さんとお逢いした、昼るを過ぎていたがお互い
昼飯がまだなので 足摺岬を見てから昼食を一緒にして 名刺交換
39 番札所(宿毛)を終えれば私の縄張り愛媛県に入ります。
40 番札所は御荘 参拝を終えて 少し寄り道 大島海産に立寄る その日は久しぶりにビジ

ネスホテル コーラルに泊まるので 津島の清家や何時もの焼肉屋で夕食 となれば 温泉
やすらぎの里に入りマッサージをしてもらいゆっくり過ごした。
5090 歩
五日目 31 日久しぶりにベットで寝たのでグッスリ寝れました。 部屋でコーヒーを入れて朝
食の何時ものパンをたべて出発。41 番札所に行ったら昨日先に行った大堀さんと再度出会う。
宇和島２箇所 西伊予 1 箇所を済ませて松山方面に 43 番札所まではかなりの道のり、私は松
山道を走り松山 IC まで車を走らせた。43 ・ 44 札所は山の中それが終われば松山・今治の市
街地にあるので楽に回れる。途中道後温泉近くの 51 番札所に車を置き道後温泉本館でお風呂
に入る。53 番札所を終える頃には 5 時近くになり明日の事を考えて今治まで車を走らせた。
道の駅 今治湯ノ浦に車中泊
近くの湯ノ浦温泉で入浴と夕食を済ませて 9 時に消灯。
13931 歩
六日目 4 月 1 道順からして 61 ・ 62 番札所を先に回った方がよいので 60 番を後にした。こ
の頃から大堀さんと一緒に行動した。60 番札所はかなりの険しい山道 bigdog6096 が悲鳴
を上げている。64 番札所を終わり 65 番までかなりの道のりそこで高速松山道にったが 大
堀さんの車、貧乏ランプ点滅新居浜でおりガソリンをいれ下道を走る。(1 時間のロス)
難所の 65 ・ 66 番札所を終えで観音寺市内え 67 番札所で本日の予定終了
ねぐらを求めて琴弾公園へトイレも綺麗で寝るには静かで良いところだった。
朝起きたら 直ぐ近くに綺麗な砂浜の浜辺があり瀬戸内の海を見渡せる所でした。
少し散歩をした。
何時もの様に 夜中の 1 時にまた鳴り始めた。 今回は原因が判った
寝る前に何時もはラジオをテーブルの上に置いてあったが、今日は枕元に置いてあった。
ラジオにアラームがセットしてあり何らかしの時にアラームのスイッチを入れてしまいそれ
で毎晩鳴っていたのだ これでゆっくり寝れます。9707 歩
七日目 4 月 2 日観音寺市内の 3 札所を済ませて坂出から高松にかけては平地の所がほとんど
で 75 番札所の善通寺を終えて昼近くになり 78 番札所を終えれば釣の帰りに立寄るうどん屋
讃岐の里 昼飯にうどんで腹ごしらえ。お遍路期間中昼飯にうどんを食べるのが多いですね。
この日はお遍路期間中最多の札所を回ることができました。84 番札所まで。
相変わらず金魚の糞のように大堀さんと同行です。
84 番札所を終えて当日のねぐらを探す。 道の駅の地図を見て少し離れているが高松市郊外
に温泉・レストランがある 香南楽湯 と言う所があったので大堀さんと一緒に風呂に入り
飯をを食べた。 夜中だいぶ強い雨が降り 車の屋根に雨が当たり 目が覚めた・ 13902 歩
八日目 4 月 3 日いよいよ最終日 少し早めに出発した高松の栗林公園を見学した。
85 番札所はケーブルカーで行かないと駄目な所。よくこんな所に立派な寺を建てたものだ感
心するよ。86 ・ 87 と無難にこなし いよいよ最後の札所
感無量でした。 やっと終わった 門前で少し早いが昼飯にした。やはりうどんを食べた。
これで終わりではない
一番札所に戻り 御礼参拝をするのが 通例
そして 本当の最後の参拝する所が 和歌山の高野山
徳島港から和歌山港までフェリーを使う 徳島港 13:30 発 約２時間で和歌山に着く
最初の情報で和歌山港から約 1 時間で着くと聞いていたのでその日に高野山参拝できると思
っていたがとんでもなかった。
2 時間以上かかる所だった。
高野山に着いたのは 5 時半を回っていた。近くの温泉宿を探して行ったが 満室でだめ
仕方なく 高野山の大駐車場で車中泊することにした。近くの食堂で夕飯を食べて九時前に

は寝る だが 山の中 外は寒い 5475 歩
九日目 4 月 4 日 何時もの様に朝 5 時に起きて 朝食を済ませて六時半過ぎに参拝に行く
凄いお寺だ
でかい 今まで見たことの無い寺だ
弘法大師が祭られている所だからそうだろうな? 参拝を済ませて 七時過ぎに納経所に行
くが何時になっても開かない。 丁度いた修行僧に聞くと 開くのが 8 時半からとの事
一度車に戻り暖かなコーヒーを入れた一服することにした。1 時間半の時間のロスまあ仕方
ないか? 開く少し前に行き一番で朱印を貰った。
これで本当の結願ができた。
色々有りましたが楽しかったです。
帰りの途中に大阪泉南にある 茅淳神社 により黒鯛の供養をしてお守り等購入し帰宅に
帰りは西名阪を帰ろうと思ったが道に迷い 名神で帰ってきた。
家の到着 4 時半
6209 歩
今回初めてお遍路をしたが 最初の 2～3 日目 最後まで行けるか心配だったが 車中泊も
慣れてきて一回ビジネスホテルで寝ましたが寝るだけなので 車でも十分でした。
この車を購入して良かったですね。これ以上大きなキャンピンクカーだと 四国のお遍路は
無理がありました。
今回 9 日間の遍路でしたがいろんな事を考え直し・勉強できた旅でした。
期間中は二度と遍路はしないと思いましたが、帰ってきて 4～5 日してまた行きたくなりまし
た。 次は秋の紅葉の時なんか良いかもしれませんね。
一回回れば場所や用量も分かりましたので次はもっと楽しくお遍路できるのではないでしょ
うか。
きっと行くでしょう

車一人旅
お遍路 以外に 他の所を 行ってみたくなりました。
夏には一ヶ月かけて北海道を一周しようと考えています。

