
最初は ひとり…から 始まった 四国遍路… 少しすると 2 人…になり 3 人に…と

4 月は 9人…（男性 2 人 女性 7 人）（4 月 17～18 日）

神仏
か み

さまのお声を聞きたい…そんな 私の想いは…今 何処
ど こ

…に

少しずつ…何かが 変えられていく…のですね

行きたい! と おっしゃる方や… ぜひ お連れしたい方… 増えて来て

3 月は 再度 1番札所から 始まりました （私は 3 回目 4 回目?…）

1 番で 装 束
しょうぞく

を揃
そろ

えてほしいから…です

毎月欠かさず「接心」に 来られている方たちに「遍路」のお話を…

もちろん それだけじゃないのですが…

自分で歩いてみて…感じたこと

この経験は早い方がいい…若ければ若い方ほど…いい

この後の人生に 生かせる 生きて来るものがある…と

「ぜひ…」と おっしゃる方…や 「行きた～い」と 顔を 輝かせた方…

連れて行きたい ! そんな思いを強く感じる方…（運気や 気持の落ち込みを 感じて…）

すべてを引
ひ

っ括
くる

めて… 「行こう ! 」…に なりました。 でも…

あまり大勢…では…と 最初は７～8 人で… ツアーを利用して （交通費が 安いからです）

1 番札所からは ツアーとは別行動 「あくまで歩き」…は 変りません

お話していた方たち すべてに「お誘い」の ご連絡… 申し込み順…で

あっと言う間に 8 人…揃って 3 月 20 日～21 日 最初の巡礼旅へと…

「選ばれし者」（神仏
か み

さまに 弘法大師
こうぼうだいし

さまに…）（四国においで…と 呼んで頂いた者…達）が

そして ご自分の運気で それに応
こた

えられた「選びし者」と なった 8人…です

入会された時 お送りしている「お手紙」に

「選ばれて・選んで」 同じ船に乗り合わせ…と ありましたね

それが 今回もそのまま これから後も…きっと 同じ言葉が…

人生の随所
ずいしょ

に…ある…出てくる の でしょうね。 そうして…4 月は 9人…でした。

（1 番からのツアーは 来年までありません 来年もう一度 1 番から…は 今は 考えていません…）

1 番札所で 装 束
しょうぞく

を揃
そろ

えること…



「装束」に 拘
こだわ

ったのは…何事も「形」から 入ること

「形」が 整ってこそ 遅
おく

れ馳
ば

せながらでも 心がついてくる…意識も整う…

4 月からご一緒した（ひとりの…）方は…「お誘い」の時…運気を落とされました

「模擬
も ぎ

試験
し け ん

」が あるので…と メールで 断って来られたのです

断りや…言い辛
づら

いことは メールではなく （誘って頂いた…） ご本人に 必ず 電話で…

メールを 確認していなければ…来られるもの…と 思い込んで 人数に 入っているのですよ

お礼も…直ぐ電話… 取りあえず電話…これが「鉄則
てっそく

」…です 忘れないで下さい。

（お礼状を…と思っている間に時間は 日数は過ぎて行きます…大人…として…失礼を…繰り返さないためにも…）

社会的にも 大切な「掟
おきて

」…と 胸に叩き込む…のです

「模擬
も ぎ

試験
し け ん

」の件もそうです どちらが大切か…は

ご自分の「心」の「位 置
ポジション

」…に掛かっています そうして（試験を…）受けても

ご自分の能力が…生きて来るか…生かせるか…どうか でしょう

ぶっつけ本番…でも「選べた」 あなたに （神仏
か み

は…）お力を お貸し下さいます。

「信じられる」という ご自分の心が あるのか ないのか…でしょう

神仏
か み

さまは「どちらにする?…」とは 聞いて下さらないのです

常に 心の位置…確認しながら「判断」…それが「試練
レッスン

」です 忘れないで下さい

出発の前の週（4 月 10 日か 11 日に…）ご自分で 1番へ…

装束を揃えますので…連れて行って下さい…と。 で… 9 人に…なりました

3 月の遍路旅…初
しょ

っ端
ぱな

から雨…雨具のことは 口が酸っぱくなるほど

言ってあったので 皆? 用意 出来ていた…はず…でした

良い天気が 続いていたので まッ 大丈夫かなぁ…なんて人も…?

遍路で 何が苦になるか…と 言えば 荷物…です

長道を歩く…のに たとえ紙１枚でも 荷物は減らしたい…と

いつも リュックに…荷物を 詰めながら…（化粧品のケースの重さまで…量ってしまいます）

ゴアテックスのパンツは （軽いから…） いいとして ビニールのポンチョ…

何とかならないかなぁ～ と 思うほど （結構 重い…） です でも それが…

役に立つ…（雨が降れば…） のです 今回もそれ…です

「あぁ～重くても準備しとくもの…外
はず

されへんもの…ってあるんやね～」



「先生が 言ぅてはったよ ね～ ”雨具”…重くても入れとくように…って」

「これ『唯の部屋』やねぇ」…「唯先生やぁ」と… 呟
つぶや

いていた方も…

大切な信仰心…を 分かっているの? …分かって来るの? …かな?

いつの日か 皆で８８ヶ所…巡り終えたら…（きっと その時は…皆 泣く…のでしょうね）

ご自分の 心から放したら ダメなもの…が

しっかりと ご自分の心に 据
す

わる…のでしょうか

これからどう変わるのか…怖いし…見守りたいし… 楽しみ…でも あります

回を重ねるごとに 荷物が減り…減量…に 向かっていると 感じます

きっと いつか…遍路を終えた時…自分の生き方も…見事に減量…出来ている…

そんなこと 夢見て…遍路に励んでいる…のかも…と 思えるほど…です

皆の感想も…「何 減
へ

らそう～ 何は 無くても大丈夫?なんやろう…」と

雨が降れば雨に 風が吹けば風に 濡
ぬ

れて 吹かれて…

心に 身体に 受けて 感じて 歩く

それが 自然と共に ある…と いう事かも…

それが人生 それが遍路
へ ん ろ

… いつか… いつか… 胸にストンと…。
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