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四国 88 か所お遍路走行 

2013 年 5 月 14 日～6 月 3 日 

                                 安部 治 

初めに 

数年前から春と秋の穏やかな日に、自転車で知多四国 88か所巡りに出かけ、1度に 3～5箇所

の寺を廻っては納経帳に朱印をもらい、昨年の秋にはそれも 3 巡目になって、何時かは本当の四

国 88 箇所を走りたいと思っていました。 

 

今年 3月に abcRIDEに入り、田中さんから昨年四国一周を走った事を聞き、その時の資料や地

図を頂いたり、ネットで調べたりしているうちに、何となく行けそうな気になり、まあ完走は無理でも

先ずは行ってみようと 5 月連休明けに出発する事にしました。 

（自転車は、走りには不利でも折り畳んですぐ帰れる様にと小径車を選んだ） 

 

日程、記録 

5 月 14 日 （晴れ 17Km 走行  お参り：3 ヵ寺） 

1 番札所 霊山寺～3 番札所 金泉寺 

 

8：30 自宅を出発し、午後 2 時過ぎ鳴門市

板東の駅に着き、自転車を組立て一番札所

霊山寺へ、お遍路用具とガイドブック等を買

い揃え、お参りの開始。 

 

1 番から 3 番札所を廻って納経帳に朱印を

貰い、予約していた宿へ 16：20 宿着。 

（宅急便で送っていた荷物を受け取り、翌日

に備え整理・パッキング） 

 

 

5 月 15 日 （晴れ 58Km 走行  お参り：12 ヵ寺） 

4 番札所 大日寺～16 番札所 観音寺 （12 番焼山寺は除く） 

 

7：30 出発 4 番～10 番は近い距離に連続しておりスムーズにお参りが進んだ。 

11 番藤井寺は少し離れた場所で道に迷い、地元の人に道を聞いたら丁寧に教えていただき、最

後にはこれを飲んで頑張って行けとドリンク剤まで頂いた。 

12 番焼山寺は離れ過ぎて明日とし、13 番大日寺～16 番観音寺へお参り、16：30 宿着。 

（88 か寺には同名の寺があり、大日寺は 3 か所、国分寺は 4 か所もある） 

 

一番札所 霊山寺（遍路用具を揃える） 
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焼山寺の途中でカモシカ現れる 

5 月 16 日 （晴れ 79Km 走行  お参り：4 ヵ寺）   

12 番札所 焼山寺、17 番札所 井戸寺～19 番札所 立江寺 

 

7：15 出発 鮎喰川沿いに 2.5 時間遡り駐車場に自転

車を置き、遍路ころがしと呼ばれる急な山道を 1 時間ほ

ど登って焼山寺へ、朱印を貰って同じルートを下り次の

札所井戸寺へ、更に徳島の市街地走り抜け小松島市の

恩山寺、立江寺へ。 

 

 

 

5 月 17 日  （晴れ 62Km 走行  お参り：4 ヵ寺） 

 20 番札所 鶴林寺～23 番札所 薬王寺 

 

7：15出発 川沿いに鶴林寺の麓まで走り、急坂を30分ほど自転車を押して鶴峠へ上り、そこか

ら自転車を置いて 30 分ほど登って鶴林寺へ、朱印をもらって鶴峠に戻り、ブレーキが焼けるほど

の急坂を下ってから那賀川沿いに走り太龍寺のロープウェイ駅へ。 

自転車ごと乗って山頂の太龍寺、登りと反対側の急な坂を下って平等寺、国道 55 号を西に 2 時

間ほど走って日和佐の薬王寺へ 海辺の宿に 15：40 着。 

 

 

5 月 18 日  （晴れ 88Km 走行  お参り：3 ヵ寺） 

24 番札所 最御岬寺～26 番札所 金剛峰寺 

 

朝、軽くストレッチを試みるも筋肉痛で膝の周りがピ

リピリ正座も出来ない。 

 

7：15 出発 トンネルの度にアップ-ダウンを繰り

返す国道 55 号線をひたすら走り、平行していた JR

牟岐線も阿佐鉄道も途絶えて高知県に入る。 

12 番札所 焼山寺（遍路ころがしの急坂） 

19 番札所 立江寺（宿坊に泊まる） 

24 番札所 最御崎寺（室戸岬） 
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日差しが強く木陰のない海岸沿いの道を、何人もの歩き遍路を追い抜き 12：40 室戸岬に到着、

ひっそりとした登り口に自転車を置いて 20 分ほど登り 24 番最御崎寺へ、自転車に戻り、岬を廻っ

て 25 番津照寺、今夜泊まる門前の宿に荷物を置いて、少し先の 26 番金剛峰寺を往復し、16：00

宿に戻る。  

 

 

5 月 19 日  （曇り～雨 42Km 走行  お参り：1 ヵ寺） 

27 番札所 神峯寺 

 

天気予報では午後から雨、外は薄い雲間から青空も少し見える 

7：10 出発 神峯寺の麓、唐浜駅に自転車を置いて小雨がぱらつく山道を神峯寺へ、朱印を貰い

下りは合羽を着て駅まで戻り、小雨の中 10Km ほど走って安芸市の旅館へ、 

14：00 雨なので特別と宿に入れて貰った。 

（上は合羽を着てそれほどでも無かったが、下はぐしょ濡れ、次に雨の時は休養を誓う） 

 

 

5 月 20 日  （晴れ 70Km 走行  お参り：6 ヵ寺）   

28 番札所 大日寺～33 番札所 雪蹊寺 

 

7：00 出発 昨日は雨で、宿に早く着き休養したせいか、安芸自転車道を快調に走る。 

高知市の東側にある 28 番大日寺から 32 番禅師峰寺、浦戸湾を県営渡し舟に乗って対岸の 33

番雪蹊寺へ、門前の宿 15：20 着。  

（この宿のお接待は無料で洗濯、乾燥との事 １時間ちょっとで仕上がってきた） 

 

 

5 月 21 日  （晴れ 89Km 走行  お参り：4 ヵ寺） 

34 番札所 種間寺～37 番札所 岩本寺 

 

7：10 出発 早めに宿を出てタイヤに空気を入れたりギアに注油したりし、快調な滑り出し、34 番

種間寺から土佐市へ、35 番清瀧寺、36 番青龍寺、浦ノ内湾沿いの県道 23 号線を西に向かいト

ンネルで峠を越え須崎市、国道 56 号線に入り焼坂峠、七子峠を越えて四万十町窪川の 37 番岩

本寺へ、16 時頃？ 宿に入る。 

（この日は暑いうえに、峠の登り、トンネル等が多く、かなりバテ気味） 
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5 月 22 日 （晴れ 107Km 走行  お参り：1 ヵ寺）   

38 番札所 金剛福寺 

 

7：30 出発 四万十町から国道 56 号を南西へ

走り四万十市中村へ。 

中村から国道 321号、以布利から半島を巡る県道

27号を走り、13：30足摺岬の金剛福寺に到着、今

日 1 つだけの朱印を貰い、半島西側を土佐清水

へ向かう。 

 

長い海岸道路を走り、対岸のすぐそこに土佐 

清水の街並みが見えてきても、湾が奥深く宿の 

ある市の中心街までは遠い。15：30 宿に到着。 

（宿の夕食は海の幸たっぷり、さすが土佐清水港、旅行中で一番のご馳走だった） 

 

 

5 月 23 日 （晴れ 87Km 走行  お参り：2 ヵ寺）   

39 番札所 延光寺～40 番札所 観自在寺 

 

7：00 出発 国道 321 号サニーロードと名付けた美しい海岸道路を宿毛に向かって走る。 

宿毛で国道 56号を東に 1時間ほど走り 39番延光寺へ、宿毛に戻ってから通常のルート（国道 56

号一本松トンネル）を避け、海岸沿いの県道 7 号線を愛媛県愛南町に向かう。 

 

 いくつもの岬を登っては下りを繰り返し、最後は自転車を押して登る急坂から長い下りを経て愛

媛県最初の札所 40 番観自在寺へ 15：20 門前の宿に着く。 

（両方を走り比べた訳では無いが、トンネルの多い国道56号一本松ルートより、時間はかかるが木

陰が多く車の殆ど通らない県道 7 号ルートを選んで良かった気がする） 

 

 

5 月 24 日  （晴れ 91Km 走行  お参り：3 ヵ寺） 

41 番札所 龍光寺～43 番札所 明石寺 

 

7：00 出発 今日はトンネルの多いルート、事前に調べたネットの情報では要注意となっていたが、

意外にも歩行者専用のトンネルや道路面より一段高く広い歩道があって、それ程の苦も無く 41 番

龍光寺から 43 番明石寺にお参りできた。 

最悪が待っていたのは今日の終盤、大洲市すぐ手前の鳥坂トンネルだった。 

歩道は道路面と同じ高さにラインが引いてあるだけ、実際に走るのは切れ目がある側溝の蓋の上

だ、おまけに車が多く、大型トラックも走ってくる。 

15：20 大洲に到着 ビジネスホテル泊。 

（鳥坂トンネルは恐怖トンネル、ここを含め愛媛県は道路の印象が悪い） 

38 番札所 金剛福寺（足摺岬） 



 5 / 8 

5 月 25 日  （晴れ 67Km 走行  お参り：1 ヵ寺） 

45 番札所 岩屋寺（44 番寺は明日） 

 

7：30 出発 今日は内子の町を抜けその

後はひたすら山登り、標高 570ｍの峠を超

えて久万高原町へ、いったん川沿いに下

り、また別の川を遡って 45番岩屋寺へ、今

日一つだけの朱印を貰い さらに少し登っ

て 14：30 宿に着く。 

 

（暑く長い坂登りの一日、アイスは 2個食べ

たが、水はボトル 4 本？5 本？） 

 

 

5 月 26 日  （晴れ 64Km 走行  お参り：9 ヵ寺） 

44 番札所 大宝寺～53 番札所 円明寺 

 

7：20出発 スタートから急坂を登って峠を越え、44番大宝寺、更に登って自転車での最高地点、

標高 710ｍの三坂峠、そこから松山市へ向かって急坂を下り、46番浄瑠璃寺、47番八坂寺、松山

市内に入って道後温泉の建屋を見たり、お城を望みながら 48番西林寺～53番円明寺までお参り 

15：30 宿の権現温泉に到着。 

（松山市内の自転車店でブレーキシューを交換、ツメが見える程すり減っていた） 

 

 

5 月 27 日  （曇り～晴れ 66Km 走行  お参り：6 ヵ寺） 

54 番札所 延命寺～59 番札所 国分寺 

7：00出発 瀬戸内の穏やかな海を見ながら国道196号を今治市へ、54番延命寺から市の中心

部の南光坊、標高 280ｍの山頂にある仙遊寺、国分寺にお参りし今日の予定は終了。宿の湯の

浦温泉のホテルに 14：00 到着、チェックインまでの 1 時間ほどを木陰で仮眠。 

（宿の窓からは、夕暮れの瀬戸内しまなみ街道の橋と島々の景色が見えた） 

 

 

5 月 28 日  （曇り～雨 35Km 走行 

  お参り：5 ヵ寺） 

60 番札所 横峯寺～64 番札所 前神寺 

 

6：00 出発 今日は午後から雨の予報な

ので、朝食抜きの早立ち。 

先に国道 11 号線沿いの 61 番香園寺から

45 番札所 岩屋寺（山深い久万高原町） 

61 番札所 香園寺（現代的なお寺） 
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63 番吉祥寺までお参りし、天気を気にしながら標高 300ｍ程の黒瀬湖畔のバス停まで登り、自転

車を置いて少し小さな山岳バス（？）に乗り替えて標高 745ｍの横峯寺を往復。 

黒瀬湖畔に戻り、自転車で下り始める頃から小雨がぱらつく、64 番前神寺へお参りし、西条駅

へ 12：30 着 15：00 まで時間をつぶしてから宿にチェックイン。 

 

 

5 月 29 日  （雨～晴れ 74Km 走行  お参り：2 ヵ寺） 

65 番札所 三角寺、67 番札所 大興寺（66 番寺は明日） 

 

7：50 出発 明け方までの弱い雨で路面は濡れていたが、出発時には空も明るい。 

最初の目標、三角寺はルートが複雑なので、遠回りでも迷わない道を選び、急坂を途中から自転

車を押し、最後は歩いて登りお参りをする（蒸し暑くてバテ気味） 

次はいよいよ香川県に入り 66 番雲辺寺だ。 

 

国道 11 号を東に向かい、その後雲辺寺ロープウェイ山麓駅への山道を登るのだが、三角寺への

登りでバテ気味、再び山道を登るのが厳しそうなので、遠回りだが雲辺寺は翌日とし、予約した宿

に近い 67 番大興寺を先にお参りして本日終了、15：00 宿に入る。 

 

 

5 月 30 日  （曇り 時折小雨 57Km 走行 お参り：10 ヵ寺） 

66 番札所 雲辺寺～76 番札所 金蔵寺 

 

7：00 出発、  宿からお接待のおやつを貰い、朝

一番のパワーで雲辺寺ロープウェイを目指し山道を 1 時間ほど登り雲辺寺ロープウェイ山麓駅へ

到着。自転車を置いてロープウェイで標高 900ｍの

雲辺寺を往復する。 

 

雲辺寺の山麓駅からは海辺の観音寺までひた

すら下り、隣り合った 68 番神恵院と 69 番観音寺に

お参りし、次は 70 番本山寺、10Kｍほど走って 500

段以上ある階段を登り 71 番弥谷寺、あとは今日の

宿がある善通寺市へ。 

66 番札所 雲辺寺（最も高い標高 910ｍ） 
71 番札所 弥谷寺（500 余の階段） 

75 番札所 善通寺（88 ヵ寺で最大のお寺） 
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距離の近い曼荼羅寺、出釈迦寺、甲山寺、善通寺、金蔵寺とお参りし、小雨がパラつく中、16：

20 善通寺門前の宿に入る。 

（善通寺はさすがに大きい、ちなみに住所は 善通寺市-善通寺町-善通寺とか） 

 

 

5 月 31 日  （曇り～晴れ 66Km 走行  お参り：7 ヵ寺） 

77 番札所 道隆寺～83 番札所 一宮寺 

 

6：50出発 今日はいよいよ 80番台の札所へ、丸亀市、坂出市の中心街を横断して道隆寺、郷

照寺、高照院とお参りし、今日の難関の白峯寺と根香寺の麓へ。 

 

海辺の海抜 10ｍ程度の麓から海抜 450ｍ程の山登り、西側に白峯寺、東に根香寺と小さいな

がら 2 つの峰を縦走してお参り、更に山を下って麓を半周し讃岐の国分寺に着く。 

ちょっとバテ気味、長い昼休みを取ってから次の 83 番一宮寺へ 15：00 宿に到着。 

（ここ 3 日で 65 番から 83 番へ、急に残り少なくなった様な気がする） 

 

 

6 月 1 日  （曇り 47Km 走行  お参り：4 ヵ寺） 

84 番札所 屋島寺～87 番札所 長尾寺 

 

7：40 出発 高松市街を南西から東北に走り抜けて屋島の麓へ、自転車を置いて徒歩で 30 分

ほど登り屋島寺にお参り、今日は土曜日のせいか沢山の市民ハイカーと行き違う。 

 

次の八栗寺へは麓からケーブルカーに乗ってお参りし、東に向かい讃岐市へ、海の傍の志度

寺、往復 2 時間の長尾寺とお参りし、再び志度の町に戻り 15：20 宿に入る。 

 

6 月 2 日 （曇り 時々小雨 51Km 走行  お参り：1 ヵ寺） 

88 番札所 大窪寺 

 

7：10 出発 今日は又この宿に泊ま

るので、雨具や納経帳、宿のお接待の

弁当などの軽い荷で最終 88 番札所 

大窪寺に向かう。 

 

時々小雨がパラつくが、雨具を着る

程でもなく、登り下りを繰り返し意外に

早く大窪寺に到着、お参りして最後の

朱印をもらい感無量。 

 

 

  

88 番札所 大窪寺（最後の札所） 
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帰路、途中雨が少し強くなって遍路小屋で 1 時間ほど雨宿り、14：00 少し前宿に戻る。 

明日は帰るだけなので不要なものを段ボールに詰め、自転車も輪行バッグに収納、ヤマト運輸に

宅配を依頼する。（自転車は折り畳んだサイズが小さいので 料金は 1690 円・安い） 

 

 

6 月 3 日 （晴れ さぬき市志度から岡崎へ） 

志度 9：13 発  岡崎 自宅 13：50 着 

（自転車も荷も自分より先に着いていた、新幹線で帰るより早いとは！！） 

以上、21 日間、1,317Km のお遍路走行でした。 

 

 

反省、感想、など 
① 宿泊 

初めて宿泊しての自転車旅行、初日こそ宿を予約していたが、2 日目以降は白紙なのでもし宿

が取れなければ野宿もありか、と寝袋などを出してみると荷が多すぎた。 

 

宿の決まっていない旅行はかなり不安だったが、行ってみると受け入れる旅館側のほうが、当

日の宿泊申し込みに慣れているようだった。 

 

② 宿の種類 

今回はお遍路宿から寺の宿坊、国民宿舎やホテル、一般のビジネスホテルと泊まったが、やは

り寺の門前のお遍路宿がゆったりと泊まれ、洗濯機も貸してもらえ、朝の食事も早く、料金も 6500

円程度と安い、但し和風の建屋は古く、廊下が軋むような宿が殆どだった。 

 

③ お遍路へのお接待 

旅行中、沢山の人に出会い、道を聞いたり、休憩させてもらったりしたが、それらは本当に丁寧

で親切、まさに客をもてなす気持ち、お遍路へのお接待を感じた。 

これがあるからこそ、今でも信仰を越えた歩き遍路が続いているのかも知れない。 

 

④ 室戸を越えたら 

5 月 17 日、日和佐の薬王寺へ着き、門前で甘栗を売るおばちゃんに「もうしんどいので、 

高知まで行けるかどうか」と弱音をはいたら「大丈夫、室戸をこえたら楽になる、歩き遍路の人もみ

んなそうだよ」と元気付けてくれた。 

 

実際、翌日室戸を越え、その次は半日雨で少し休養したせいもあり、高知、四万十、足摺と楽

にとは言えないが、順調に走り抜けることが出来た。 

 

⑤ 反省 

最終 88番目札所大窪寺の朱印を貰った時は全部まわった充実感、満足感に浸ることが出来た

が、翌日帰りの新幹線から何となく心残りが始まった。 

 

道路事情や行程への不安から気持ちが先走り、お寺での般若心経もそこそこに、一日 10 ヵ寺

以上もの寺をスタンプラリーのように回った事が悔やまれる。 

次回があるならば、走る、登る、祈るを含めたお遍路走行を楽しみたい。 


