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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２４年３月１４日

卓　話　　　　　　　　　　「私のお寺参り」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　片桐　潤一郎 様

 1）演　題　私のお寺参り

　　 毎朝仏壇にお参り・毎月父母の命日墓参り・お彼岸墓参り・正月お宮、お墓

 2）動　機　友人による

 3）霊　場　（私の知る範囲）

　　 美濃西国三十三ケ寺・中濃八十八ケ所・郡上新四国八十八ナ所・知多四霊場八十八ケ所・知多三十三ケ所・

　　 東海首観音・東海白寿観音三十三ケ所・関西花寺二十五ケ所・霊場・その他

　　 ◎それぞれ観音像を祀り参拝者を受けている　　◎納経帳　受付 7：00 から 17：00

 4）美濃西国三十三ケ寺

　　 所在地　美濃加茂市・富加町・関市上之保・美濃市・山県市・岐阜市

 5）四国八十八ケ寺

 6）四国県別　所在寺数

　　 徳島県（阿波の国）　 1 番から 23 番（23 ケ寺）

　　 高知県（土佐の国）　24 番から 39 番（16 ケ寺）20 番～ 21 番へはロープウェイで

　　 愛媛県（伊予の国）　40 番から 65 番（25 ケ寺）46 番から 53 番は松山市　市内にある

　　 香川県（讃岐の国）　66 番から 88 番（22 ケ寺）66 番へはロープウエイで

　　　 　　　　　　　　 75 番　善通寺は真言宗総本山（善通寺市）

　　　　 　　　　　　　 84 番　八島寺　源平古戦場・水族館・瀬戸内海国立公園

 7）宗派別

　　 宗派は…真言宗・臨済宗・天台宗・その他

　　 開基は…弘法大師・行基菩薩・聖徳太子・その他

　　 本尊は…千手観世音菩薩・十一面観世音菩薩・薬師如来・大日如来

　　　 　　　迦如来・阿弥陀如来・聖親世音菩薩・その他

 8）遍路・巡礼

　　 手の甲・脚半・わらじ・ずた袋・数珠・鈴・すげがさ・金剛杖の姿、

　　 祈願のため道中食を乞いながら四国八十八ケ所霊場を廻る者

 9）四国八十八ケ寺　一回目

　　 小銭・（納経帳お布施 300 用・駐車料金）お賽銭・袈裟・提袋

　　 旅行社による日帰り 1番から 5番　5800 円（食事つき）

　　 途中から専属ガイド乗車　参拝の手続き・巡礼の魅力帰路途中下車

10）二回目　自家用車による一泊二日

　　 6 番から 23 番まで　宿坊による朝のお勤め、説法・走行距離

　　　（二回目往復 956km 自宅から）

11）三回目　自家用車による五泊六日

　　 寺との間隔

　　　（ア）宿の種類（宿坊・民宿・元カンポの宿）

　　　（イ）宿泊の違い（宿坊は朝の御勤め、説教・精進料理・価格統一）

　　　　　※民間・その他は設備、料理により価格の上下

　　　（三回目 2005km 自宅から）

12）旅を終えて

　　 振り返れば、昼食もろくにとらず、お茶は宿泊地で水筒に入れてもらいせいぜいセルフに入りうどんを食べたり、

　　 コンビニでおにぎりをほおばり一路次なる霊場へと向って参拝を続け喫茶店すら入らずにいた。入る気にもな

　　 れずに、宿泊先ではアルコールはいっさい口にせず、出発時点からの禁酒を守り通した。私としてはこのよう

　　 な旅は他には類を見ない出来事であった。自分の思いからの祈願遂行のために、おかげさまで事故すら起きず

　　 に無事に帰宅が出来た。

　　 最後に淡路島サービスエリアにて土産品を買い求めて、始めて食堂で食事を取った。
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13）備　考

　　 カーナビによる走行

　 　費用概算 (宿泊代二食付き・高速代・往復ガソリン代・昼食代・

　　　　　　　 お布施×寺数・賽銭×寺数・御札・線香・蝋燭 )

　　 雑　　費 (ロープウェイ・みやげ )

14）参　考

　 　イ、隣どうしに御礼順のお寺がある所有り

　　 ロ、まっすぐ一直線の階段、350 段のお寺有り

　　 ハ、10 段位の折れ階段、それも岩石で足元の悪いお寺有り

　　 ニ、駐車場から徒歩で 100 メートル以上スロープといえども離れたお寺有り

　　 ホ、すべてのお寺に手すりがある

　　 へ、お参り一筋の道中で観光の気分にはなれず、これが遍路の旅と悟る

15）景観と難破災難

　　 イ、24 番　室戸岬から 38 番　足摺岬海岸走行はドライブ快適

　　 ロ、36 番から 37 番は日暮れから夜になり山越え、露で視界悪く雨走行難儀

　　 ハ、お寺を間違えて他の駐車場へ入り、酷く住職に激を飛ばされ免許証を求められ、警察へ連絡するとお叱り

　　　　 を蒙った。

　美濃西国三十三観音霊場は江戸時代の古くから多くの参詣者の信仰を

　集めて長い歴史を刻んでまいりました。

　平野と山岳をめぐる風光明媚なコースで、有名な古刹が多く、多数の

　国宝・重要文化財が蔵されています。

　今日の心の時代をより豊かに過すため、皆様お誘い合わせの上巡拝さ

　れますようご案内申し上げます。
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 1 日龍峰寺 関市下之保 4560

 2 鹿苑寺 　美濃市立花 955

 3 来昌寺 　美濃市吉川町 1824

 4 宝勝院 　美濃市泉町 1864

 5 永昌寺 　関市武芸川町高野 643-1

 6 恵利寺 　関市武芸川町跡部 705

 7 龍福寺 　関市武芸川町平 462

 8 三光寺 　山県市富永 671-1

 9 東光寺 　山県市小倉 618-41

10 広厳寺 　山県市高富 69

11 大龍寺 　岐阜市粟野 2339

12 禅徳寺 　美濃加茂市伊深町 887 

13 甘南美寺 山県市長滝 27-11

14 崇福寺 　岐阜市長良福光 2403-1

15 法華寺 　岐阜市三田洞 131

16 願成寺 　岐阜市大洞 1丁目 21-2

17 護国之寺 岐阜市長良雄総 194-1

◎美濃西国三十三観音霊場は普通２日間で全部お参りできます。

　（何番からどちらの方向へ廻っていただいても結構です。）

◎美濃西国三十三観音の納経帳ならびに案内地図は各霊場にあります。

◎その他ご不明の点は下記事務局へお問合せください。

美濃西国三十三観音霊場会事務局

〒501-3721　岐阜県美濃市吉川町 1824

　　　　　　第３番　来昌寺　内

　　　　TEL０５７５-３３-０７０８

　　　　FAX０５７５-３３-０７５８

18 美江寺 　岐阜市美江寺町 2-3

19 乙津寺 　岐阜市鏡島 1328

20 弘誓寺 　山県市椎倉 289

21 宝積寺 　加茂郡坂祝町取組 435-1

22 万尺寺 　美濃加茂市太田町 3502

23 吉祥寺 　関市志津野 2817

24 神光寺 　関市下有知 6329-1

25 大智寺 　岐阜市山県北野 668-1

26 清水寺 　加茂郡富加町加治田 895-1

27 祐泉寺 　美濃加茂市太田本町 2-3-14

28 龍福寺 　加茂郡富加町加治田 135-1

29 小山寺 　美濃加茂市下米田町小山 104

30 善福寺 　岐阜市千手堂北町 2

31 徳雲寺 　美濃加茂市加茂野町市橋 688

32 立蔵寺 　関市西日吉町 49

33 新長谷寺 関市長谷寺町 1
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