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スペインスペインスペインスペイン・・・・サンチャゴサンチャゴサンチャゴサンチャゴへのへのへのへの巡礼巡礼巡礼巡礼のののの旅旅旅旅（（（（そのそのそのその 2222）））） 

                        会員会員会員会員    森川浩司森川浩司森川浩司森川浩司 

■巡礼巡礼巡礼巡礼ってどんななのってどんななのってどんななのってどんななの？？？？ 

 典型的典型的典型的典型的なななな巡礼巡礼巡礼巡礼のののの一日一日一日一日をををを紹介紹介紹介紹介しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。朝朝朝朝はははは、、、、各自各自各自各自 5555 時半時半時半時半ごろからごろからごろからごろから、、、、巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿（（（（スペインスペインスペインスペイン

語語語語ででででアルベルゲアルベルゲアルベルゲアルベルゲ））））のまだのまだのまだのまだ暗暗暗暗いいいい部屋部屋部屋部屋のののの中中中中でごそごそでごそごそでごそごそでごそごそ準備準備準備準備をををを始始始始めますめますめますめます。。。。寝袋寝袋寝袋寝袋をたたみをたたみをたたみをたたみ、、、、服服服服をををを着着着着

てててて、、、、トイレトイレトイレトイレにににに行行行行ってってってって洗顔洗顔洗顔洗顔などをなどをなどをなどを済済済済ませてませてませてませて、、、、リックリックリックリックをまとめてをまとめてをまとめてをまとめて、、、、ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルにににに水水水水をををを水道水道水道水道かかかか

らつめてらつめてらつめてらつめて、、、、6666 時半時半時半時半ごろにはごろにはごろにはごろには巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿をばらばらとをばらばらとをばらばらとをばらばらと出発出発出発出発していきますしていきますしていきますしていきます。。。。朝食朝食朝食朝食はははは次次次次ののののバールバールバールバール（（（（飲飲飲飲んんんん

だりだりだりだり食食食食べたりできるべたりできるべたりできるべたりできる現地現地現地現地にたくさんあるにたくさんあるにたくさんあるにたくさんある飲食店飲食店飲食店飲食店でででで安安安安いいいい））））までまでまでまで我慢我慢我慢我慢してしてしてして2222時間時間時間時間ほどほどほどほど歩歩歩歩きますきますきますきます。。。。

（（（（時速時速時速時速はははは４４４４～～～～５５５５ｋｍｋｍｋｍｋｍですですですです））））そこでそこでそこでそこでミルクコーヒーミルクコーヒーミルクコーヒーミルクコーヒー100100100100 円円円円ととととポテトオムレツポテトオムレツポテトオムレツポテトオムレツをををを一切一切一切一切れれれれ 130130130130 円円円円

をををを食食食食べべべべ、、、、トイレトイレトイレトイレにににに行行行行ってからってからってからってから、、、、歩歩歩歩きききき始始始始めますめますめますめます。。。。今度今度今度今度はははは 3333 時間時間時間時間ほどほどほどほど歩歩歩歩きききき、、、、またまたまたまたバールバールバールバールによっによっによっによっ

ててててサンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチ 300300300300 円円円円・・・・ビールビールビールビール 100100100100 円円円円などのなどのなどのなどの昼食昼食昼食昼食にしますにしますにしますにします。。。。そしてまたそしてまたそしてまたそしてまた 2222 時間時間時間時間ほどほどほどほど歩歩歩歩いていていていて、、、、

巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿のののの受付受付受付受付にににに並並並並びますびますびますびます。。。。 

    たいていのたいていのたいていのたいていの村村村村にはにはにはには巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿はははは 2222 箇所以上箇所以上箇所以上箇所以上あってあってあってあって、、、、一一一一つはつはつはつは教会教会教会教会のやっているもののやっているもののやっているもののやっているもの、、、、他他他他はははは個人個人個人個人

がやっているものですがやっているものですがやっているものですがやっているものです。。。。値段値段値段値段はははは教会系教会系教会系教会系がががが 1111 泊泊泊泊 300300300300 円円円円～～～～600600600600 円円円円、、、、個人系個人系個人系個人系はそれよりはそれよりはそれよりはそれより 100100100100 円円円円ほほほほ

どどどど高高高高くなっているくなっているくなっているくなっている。。。。宿宿宿宿のののの提供提供提供提供するものはするものはするものはするものは、、、、ベッドベッドベッドベッド（（（（2222 段段段段ベッドベッドベッドベッドがががが多多多多いいいい）、）、）、）、シャワーシャワーシャワーシャワー、、、、洗濯場洗濯場洗濯場洗濯場

とととと干干干干しししし場場場場、、、、そしてそしてそしてそして自炊用自炊用自炊用自炊用ののののキッチンキッチンキッチンキッチンですですですです。。。。チェックアウトチェックアウトチェックアウトチェックアウトはははは朝朝朝朝のののの 8888 時時時時。。。。消灯消灯消灯消灯はははは夜夜夜夜のののの 10101010 時時時時でででで

すすすす。。。。ベッドルームベッドルームベッドルームベッドルームはははは男女同室男女同室男女同室男女同室。。。。6666－－－－20202020 人部屋人部屋人部屋人部屋がががが一般的一般的一般的一般的ですですですです。。。。チェックインチェックインチェックインチェックインはははは大抵午後大抵午後大抵午後大抵午後のののの 1111

時時時時からなのでからなのでからなのでからなので、、、、並並並並ぶぶぶぶ場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。泊泊泊泊まれないということはありませんまれないということはありませんまれないということはありませんまれないということはありません。。。。 

    おおおお金金金金をををを払払払払いいいい、、、、巡礼巡礼巡礼巡礼ノートノートノートノートににににスタンプスタンプスタンプスタンプをををを押押押押してもらってからしてもらってからしてもらってからしてもらってから、、、、自分自分自分自分ののののベッドベッドベッドベッドをををを確保確保確保確保しししし、、、、シシシシ

ャワーャワーャワーャワーをををを浴浴浴浴びてびてびてびて、、、、洗濯洗濯洗濯洗濯をしてをしてをしてをして干干干干しししし（（（（今今今今はははは夜夜夜夜のののの 10101010 時時時時ごろまでごろまでごろまでごろまで明明明明るくるくるくるく、、、、陽射陽射陽射陽射しもしもしもしも夕方夕方夕方夕方までまでまでまで強強強強いいいい

のでのでのでので数時間数時間数時間数時間でででで乾乾乾乾きますきますきますきます）、）、）、）、そのそのそのその後後後後、、、、近近近近くのくのくのくのコンビニコンビニコンビニコンビニなどになどになどになどに夕食夕食夕食夕食のののの材料材料材料材料をををを買出買出買出買出しにしにしにしに行行行行きききき、、、、キキキキッッッッ

チンチンチンチンでででで飯飯飯飯をををを作作作作りりりり、、、、周周周周りのりのりのりの人人人人たちとたちとたちとたちと歓談歓談歓談歓談しながらしながらしながらしながら食食食食べますべますべますべます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろんワインワインワインワイン付付付付きききき（（（（1111 本本本本 150150150150

円円円円））））にしますにしますにしますにします。。。。夜夜夜夜のののの 9999 時時時時ごろからごろからごろからごろから寝支度寝支度寝支度寝支度がはじまりがはじまりがはじまりがはじまり 10101010 時時時時にはにはにはにはシーンシーンシーンシーンとなりますとなりますとなりますとなります。。。。 

    巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿でででで一番嫌一番嫌一番嫌一番嫌われるのはわれるのはわれるのはわれるのは、「、「、「、「いびきいびきいびきいびき」」」」ですですですです。。。。耳栓耳栓耳栓耳栓もももも役立役立役立役立たたないいびきもありたたないいびきもありたたないいびきもありたたないいびきもあり、、、、次次次次のののの日日日日

からはだれもがそのひとをからはだれもがそのひとをからはだれもがそのひとをからはだれもがそのひとを避避避避けるようになりますけるようになりますけるようになりますけるようになります。。。。慣慣慣慣れてくるとれてくるとれてくるとれてくると、、、、体型体型体型体型をををを見見見見ただけでただけでただけでただけで判断判断判断判断

できるようになりできるようになりできるようになりできるようになり、、、、ベッドベッドベッドベッド選選選選びにびにびにびに役立役立役立役立てますてますてますてます。。。。    またまたまたまた、、、、日本人日本人日本人日本人はははは、、、、すっかりすっかりすっかりすっかり TOTOTOTOTOTOTOTO のあるのあるのあるのある

生活生活生活生活にににに慣慣慣慣らされていてらされていてらされていてらされていて””””ウオッシュレットウオッシュレットウオッシュレットウオッシュレット““““がががが無無無無いとかなりいとかなりいとかなりいとかなり辛辛辛辛いということですいということですいということですいということです。。。。 

    巡礼道巡礼道巡礼道巡礼道はははは畑畑畑畑、、、、森森森森、、、、山山山山、、、、川川川川などなどなどなど美美美美ししししくくくく素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい自然自然自然自然のののの中中中中をををを通通通通っておりっておりっておりっており、、、、整備整備整備整備されされされされ、、、、歩行歩行歩行歩行

者専用者専用者専用者専用でででで足足足足をををを痛痛痛痛めないようにめないようにめないようにめないように舗装舗装舗装舗装はしないなどのはしないなどのはしないなどのはしないなどの配慮配慮配慮配慮がしてありがしてありがしてありがしてあり、、、、道道道道にににに迷迷迷迷わないようにわないようにわないようにわないように分分分分

岐点岐点岐点岐点にはにはにはには必必必必ずずずず矢印矢印矢印矢印がありますがありますがありますがあります。「。「。「。「グラディエーターグラディエーターグラディエーターグラディエーター」」」」のののの映画映画映画映画そのもののそのもののそのもののそのものの、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく古古古古いいいい村村村村々々々々

にににに住住住住むむむむ村人村人村人村人たちもたちもたちもたちも、、、、巡礼者巡礼者巡礼者巡礼者にににに優優優優しくしくしくしく親切親切親切親切でででで、、、、すれすれすれすれ違違違違うときにもうときにもうときにもうときにも必必必必ずずずず””””オラーオラーオラーオラー““““とかとかとかとか””””ボンボンボンボン、、、、

カミーノカミーノカミーノカミーノ““““（（（（こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは、、、、良良良良いいいい巡礼巡礼巡礼巡礼をををを））））とととと声声声声をかけてくれますをかけてくれますをかけてくれますをかけてくれます。。。。 

    毎日毎日毎日毎日 20202020－－－－30km30km30km30km 歩歩歩歩くのでくのでくのでくので、、、、日焼日焼日焼日焼けやけやけやけや、、、、熱中症熱中症熱中症熱中症にににに注意注意注意注意がががが必要必要必要必要でででで、、、、もちろんもちろんもちろんもちろん身体身体身体身体のあちこちのあちこちのあちこちのあちこち

もももも痛痛痛痛くなりますくなりますくなりますくなります。。。。特特特特にににに足裏足裏足裏足裏にはまめがにはまめがにはまめがにはまめが出来出来出来出来たりたりたりたり、、、、皮皮皮皮がむけたりとがむけたりとがむけたりとがむけたりと大変大変大変大変ですがですがですがですが、、、、それもそれもそれもそれもだんだんだんだん
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だんとだんとだんとだんと慣慣慣慣れてきますれてきますれてきますれてきます。。。。欧米人欧米人欧米人欧米人はみなしっかりとしたはみなしっかりとしたはみなしっかりとしたはみなしっかりとした皮皮皮皮ののののトレッキングシューズトレッキングシューズトレッキングシューズトレッキングシューズをををを履履履履いていいていいていいてい

ますがますがますがますが、、、、重重重重いのでいのでいのでいので軽軽軽軽くてくてくてくて風通風通風通風通しのしのしのしの良良良良いいいいサンダルサンダルサンダルサンダル風運動靴風運動靴風運動靴風運動靴ややややジョギングシューズジョギングシューズジョギングシューズジョギングシューズなどがなどがなどがなどが、、、、おおおお

勧勧勧勧めですめですめですめです。。。。 

                                                 
                            巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿                                                                            巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿 

                                                 

                        ベッドベッドベッドベッド                                                                                            食事風景食事風景食事風景食事風景 

 

■■■■巡礼者巡礼者巡礼者巡礼者たちたちたちたち 

    西欧西欧西欧西欧、、、、東欧東欧東欧東欧、、、、北米北米北米北米、、、、南米南米南米南米、、、、オセアニアオセアニアオセアニアオセアニア、、、、アジアアジアアジアアジアからのからのからのからの同年代同年代同年代同年代やややや中年中年中年中年、、、、青年青年青年青年などなどなどなど多多多多くのくのくのくの人人人人

たちとたちとたちとたちと出会出会出会出会いましたいましたいましたいました。。。。退職者退職者退職者退職者、、、、夫婦夫婦夫婦夫婦、、、、失業者失業者失業者失業者、、、、村村村村のののの仲間仲間仲間仲間たちたちたちたち、、、、友達同士友達同士友達同士友達同士そしてそしてそしてそして個人個人個人個人などいなどいなどいなどい

ろいろなろいろなろいろなろいろな人人人人たちがいますがたちがいますがたちがいますがたちがいますが、、、、歩歩歩歩くくくくペースペースペースペースのののの違違違違いなどからいなどからいなどからいなどから個人個人個人個人でででで来来来来ているひとがているひとがているひとがているひとが大半大半大半大半ですですですです。。。。 

    みなみなみなみなリックリックリックリックをををを背負背負背負背負いいいい同同同同じようなじようなじようなじような格好格好格好格好でででで、、、、同同同同じじじじ目的地目的地目的地目的地にににに向向向向かっているのでかっているのでかっているのでかっているので、、、、同同同同じじじじ目的目的目的目的をををを持持持持

つつつつ仲間仲間仲間仲間というというというという意識意識意識意識がががが芽生芽生芽生芽生えておりえておりえておりえており、、、、目目目目がががが合合合合えばえばえばえば必必必必ずずずず声声声声をかけるしをかけるしをかけるしをかけるし、、、、巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿やややや村村村村のののの情報情報情報情報のののの交交交交

換換換換やややや、、、、困困困困ったときのったときのったときのったときの助助助助けけけけ合合合合いなどがいなどがいなどがいなどが当当当当たりたりたりたり前前前前でででで、、、、このこのこのこの巡礼巡礼巡礼巡礼でしかできないようなでしかできないようなでしかできないようなでしかできないような、、、、人間人間人間人間そそそそ

してしてしてして国際交流国際交流国際交流国際交流ができるができるができるができる素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい場場場場をををを提供提供提供提供してくれているしてくれているしてくれているしてくれている。。。。 

    またまたまたまた、、、、このこのこのこの巡礼巡礼巡礼巡礼のののの特徴特徴特徴特徴ははははリピーターリピーターリピーターリピーターがががが多多多多いということですいということですいということですいということです。。。。2222 回回回回 3333 回回回回はははは当当当当たりたりたりたり前前前前でででで 10101010 回回回回

以上以上以上以上にににに及及及及ぶぶぶぶ人人人人ともともともとも幾人幾人幾人幾人もももも会会会会いましたいましたいましたいました。。。。それほどそれほどそれほどそれほど、、、、このこのこのこの旅旅旅旅はははは非日常的非日常的非日常的非日常的でででで魅力的魅力的魅力的魅力的でででで楽楽楽楽しくしくしくしく健康健康健康健康

的的的的、、、、そしてそしてそしてそして経済的経済的経済的経済的なのでしょうなのでしょうなのでしょうなのでしょう。。。。わたしもわたしもわたしもわたしも、、、、リピーターリピーターリピーターリピーターになになになになりそうですりそうですりそうですりそうです。。。。 

■■■■こころにこころにこころにこころに残残残残るるるる巡礼者巡礼者巡礼者巡礼者 

    世界世界世界世界にはにはにはには尊敬尊敬尊敬尊敬できるできるできるできる人人人人たちがいますねたちがいますねたちがいますねたちがいますね。。。。やわらかいやわらかいやわらかいやわらかい物腰物腰物腰物腰、、、、静静静静かでかでかでかで落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた語語語語りりりり口口口口、、、、慈慈慈慈

愛愛愛愛にあふれたにあふれたにあふれたにあふれた態度態度態度態度とととと表情表情表情表情などなどなどなどなどなどなどなど、、、、このこのこのこの歳歳歳歳（（（（65656565 歳歳歳歳））））になってもになってもになってもになっても目標目標目標目標にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思ったったったった人人人人々々々々

がたくさんいましたがたくさんいましたがたくさんいましたがたくさんいました。。。。わたしもわたしもわたしもわたしも相当相当相当相当にににに自分自分自分自分をををを磨磨磨磨いてきたつもりでしたがいてきたつもりでしたがいてきたつもりでしたがいてきたつもりでしたが、、、、つくづくまだまつくづくまだまつくづくまだまつくづくまだま

だだとだだとだだとだだと思思思思わされましたわされましたわされましたわされました。。。。正正正正にににに、、、、““““人生人生人生人生とはとはとはとは最後最後最後最後のののの瞬間瞬間瞬間瞬間までがまでがまでがまでが学学学学びびびび““““ですですですです。。。。そんなわけでそんなわけでそんなわけでそんなわけで、、、、巡巡巡巡

礼中礼中礼中礼中にこころににこころににこころににこころに残残残残ったったったった何人何人何人何人かをかをかをかを紹介紹介紹介紹介しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。 

    はじめははじめははじめははじめは、、、、琴欧州琴欧州琴欧州琴欧州とととと同同同同じじじじブルガリヤブルガリヤブルガリヤブルガリヤからからからから来来来来たたたたブルガリヤブルガリヤブルガリヤブルガリヤ人男性人男性人男性人男性。。。。白髪白髪白髪白髪ですがすらっとですがすらっとですがすらっとですがすらっと背背背背

がががが高高高高くくくく、、、、歩歩歩歩くくくく姿勢姿勢姿勢姿勢にはにはにはには青年青年青年青年ののののようなようなようなような若若若若さがありさがありさがありさがあり、、、、かなりのかなりのかなりのかなりの早足早足早足早足。。。。強電関係強電関係強電関係強電関係のののの技術者技術者技術者技術者でででで 67676767 歳歳歳歳。。。。
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結婚結婚結婚結婚はははは 50505050 歳歳歳歳でででで 15151515 歳年下歳年下歳年下歳年下のののの奥奥奥奥さんさんさんさん。。。。二人二人二人二人のののの息子息子息子息子にににに恵恵恵恵まれましたまれましたまれましたまれました。。。。人生最高人生最高人生最高人生最高のののの瞬間瞬間瞬間瞬間はははは、、、、子子子子どどどど

もがもがもがもが生生生生まれたまれたまれたまれた時時時時。。。。今年会社今年会社今年会社今年会社をををを退職退職退職退職したのでそのしたのでそのしたのでそのしたのでその区切区切区切区切りとしてりとしてりとしてりとして歩歩歩歩いているいているいているいている。。。。英英英英よりよりよりより独語独語独語独語がががが得得得得

意意意意。。。。3333 日日日日ほどほどほどほど一緒一緒一緒一緒になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、そのそのそのその真摯真摯真摯真摯でででで落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた話話話話しししし口口口口にとてもにとてもにとてもにとても好感好感好感好感がががが持持持持てるてるてるてる。。。。 

    次次次次はははは、、、、ブラジルブラジルブラジルブラジル人人人人のののの奥奥奥奥さんをさんをさんをさんを持持持持ちちちち、、、、ブラジルブラジルブラジルブラジルにににに住住住住みみみみ、、、、カミーノカミーノカミーノカミーノにはほとんどにはほとんどにはほとんどにはほとんど毎年毎年毎年毎年きていきていきていきてい

るるるるベルリンベルリンベルリンベルリン出身出身出身出身ののののドイツドイツドイツドイツ人男性人男性人男性人男性 68686868 歳歳歳歳。。。。鉄道関係鉄道関係鉄道関係鉄道関係のののの海外海外海外海外プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでででで世界中世界中世界中世界中をまわりをまわりをまわりをまわり、、、、今今今今

回回回回はそのときのはそのときのはそのときのはそのときのドイツドイツドイツドイツ人同僚男性人同僚男性人同僚男性人同僚男性 78787878 歳歳歳歳（（（（でかくでかくでかくでかく、、、、寡黙寡黙寡黙寡黙、、、、4444 度目度目度目度目のののの奥奥奥奥さんからのさんからのさんからのさんからの十字架十字架十字架十字架をををを奉奉奉奉

納納納納するためのするためのするためのするための巡礼巡礼巡礼巡礼））））とととと一緒一緒一緒一緒だだだだ。。。。フルマラソンフルマラソンフルマラソンフルマラソンもももも走走走走るるるるスポーツマンスポーツマンスポーツマンスポーツマンだがだがだがだが、、、、そのそのそのその卓越卓越卓越卓越したしたしたした語学語学語学語学

力力力力ととととユーモアユーモアユーモアユーモアのあるのあるのあるのある話術話術話術話術をををを生生生生かしたかしたかしたかした社交性社交性社交性社交性にはにはにはには引引引引きききき込込込込まれるまれるまれるまれる。。。。偏見偏見偏見偏見やややや差別差別差別差別をまったくをまったくをまったくをまったく感感感感じじじじ

させないさせないさせないさせない態度態度態度態度にはとてもにはとてもにはとてもにはとても学学学学ばされたばされたばされたばされた。。。。数日間寝食数日間寝食数日間寝食数日間寝食をともにしをともにしをともにしをともにし、、、、別別別別れるのがれるのがれるのがれるのが辛辛辛辛いほどだったいほどだったいほどだったいほどだった。。。。 

    最後最後最後最後はははは、、、、スイススイススイススイス・・・・チューリッヒチューリッヒチューリッヒチューリッヒ湖湖畔湖湖畔湖湖畔湖湖畔にににに住住住住みみみみ、、、、奥奥奥奥さんもさんもさんもさんも孫孫孫孫もいるがもいるがもいるがもいるが、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど毎年一人毎年一人毎年一人毎年一人

でででで歩歩歩歩いているといういているといういているといういているというスイススイススイススイス人男性人男性人男性人男性 66666666 歳歳歳歳。。。。メタボメタボメタボメタボ体型体型体型体型でででで腰痛腰痛腰痛腰痛があるががあるががあるががあるが、、、、2222 本本本本ののののスティックスティックスティックスティックをををを

使使使使いいいい、、、、のんびりとのんびりとのんびりとのんびりと自分自分自分自分ののののペースペースペースペースでででで楽楽楽楽しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる。。。。どんなどんなどんなどんな話題話題話題話題にもにもにもにも詳詳詳詳しくしくしくしく、、、、英語英語英語英語のののの話話話話しぶりしぶりしぶりしぶり

はゆっくりとはゆっくりとはゆっくりとはゆっくりと思慮深思慮深思慮深思慮深くくくく、、、、使使使使うううう語彙語彙語彙語彙がががが慎重慎重慎重慎重にににに選選選選ばればればればれ、、、、知性知性知性知性のののの高高高高さをうかがわせるさをうかがわせるさをうかがわせるさをうかがわせる。。。。そのそのそのその後後後後のののの

わたしのわたしのわたしのわたしの英語英語英語英語はははは、、、、あのあのあのあの戦場戦場戦場戦場カメラマンカメラマンカメラマンカメラマンのようにゆったりとしたのようにゆったりとしたのようにゆったりとしたのようにゆったりとした話話話話しししし口口口口にににに変変変変わったようなわったようなわったようなわったような、、、、

変変変変らないようならないようならないようならないような。。。。。。。。 

    まだまだたくさんのまだまだたくさんのまだまだたくさんのまだまだたくさんの素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい人人人人たちがいるがたちがいるがたちがいるがたちがいるが、、、、このこのこのこの辺辺辺辺にしておこうにしておこうにしておこうにしておこう。。。。 

                                         

 

■■■■巡礼巡礼巡礼巡礼でででで体験体験体験体験したしたしたしたスピリチャルスピリチャルスピリチャルスピリチャルなななな出来事出来事出来事出来事？？？？ 

    いやいやいやいやーーーー、、、、驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。さすがはさすがはさすがはさすがは、、、、キリストキリストキリストキリスト教教教教のののの巡礼巡礼巡礼巡礼ですですですです。。。。次次次次からからからから次次次次へとへとへとへと信信信信じられないほじられないほじられないほじられないほ

どどどど多多多多くのくのくのくの不思議不思議不思議不思議なななな出来事出来事出来事出来事がありましたがありましたがありましたがありました。。。。それをそれをそれをそれを、、、、””””これはこれはこれはこれは偶然偶然偶然偶然、、、、ラッキーラッキーラッキーラッキーだったなだったなだったなだったな““““とととと片付片付片付片付

けるかけるかけるかけるか、、、、””””スピリチャルスピリチャルスピリチャルスピリチャルなななな力力力力にににに助助助助けられたのにけられたのにけられたのにけられたのに違違違違いないいないいないいない、、、、感謝感謝感謝感謝だだだだ！！！！““““とととと思思思思うのかうのかうのかうのか、、、、それはそれはそれはそれは個個個個

人人人人のののの自由自由自由自由とととと信仰心信仰心信仰心信仰心のののの違違違違いということになりますいということになりますいということになりますいということになります。。。。笑笑笑笑われるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんがわれるかもしれませんが２２２２～～～～３３３３のののの例例例例をををを

あげてみましょうあげてみましょうあげてみましょうあげてみましょう。。。。 

    まずはまずはまずはまずはシンプルシンプルシンプルシンプルなところからなところからなところからなところから入入入入りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。わたしはわたしはわたしはわたしは、、、、出発出発出発出発のののの 2222 週間週間週間週間ほどほどほどほど前前前前からからからから目眩目眩目眩目眩がががが

しておりしておりしておりしており、、、、上上上上をををを向向向向いたりいたりいたりいたり下下下下をををを向向向向いたりするとぐらぐらきていたのだがいたりするとぐらぐらきていたのだがいたりするとぐらぐらきていたのだがいたりするとぐらぐらきていたのだが、、、、出発当日出発当日出発当日出発当日にそれがにそれがにそれがにそれが

パッパッパッパッとととと消消消消ええええてしまいてしまいてしまいてしまい、、、、飛行機飛行機飛行機飛行機にもにもにもにも乗乗乗乗れれれれ、、、、またまたまたまたスムーズスムーズスムーズスムーズにににに巡礼巡礼巡礼巡礼にににに入入入入ることがることがることがることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。 

    次次次次のののの出来事出来事出来事出来事はははは、、、、ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガルででででリスボンリスボンリスボンリスボンからからからからポルトポルトポルトポルトにににに向向向向かうかうかうかう汽車汽車汽車汽車のののの中中中中にににに、、、、雨雨雨雨ガッパガッパガッパガッパなどのなどのなどのなどの

入入入入ったったったった手荷物手荷物手荷物手荷物をををを網棚網棚網棚網棚にににに忘忘忘忘れてきてしまったれてきてしまったれてきてしまったれてきてしまった。。。。あわててあわててあわててあわてて到着駅到着駅到着駅到着駅のののの駅員駅員駅員駅員さんにさんにさんにさんに調調調調べてもらったべてもらったべてもらったべてもらった

ところところところところ見見見見つからなかったつからなかったつからなかったつからなかった。。。。しかしあきらめないでというしかしあきらめないでというしかしあきらめないでというしかしあきらめないでという声声声声をををを聞聞聞聞きききき、、、、次次次次のののの日日日日、、、、巡礼町巡礼町巡礼町巡礼町ののののツーツーツーツー

リストリストリストリスト・・・・インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーションからからからから再度電話再度電話再度電話再度電話でででで問問問問いいいい合合合合わせてもらったわせてもらったわせてもらったわせてもらった。。。。しかしやはりしかしやはりしかしやはりしかしやはり無無無無いといといといと
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のののの返事返事返事返事。。。。諦諦諦諦めかけていたところめかけていたところめかけていたところめかけていたところ、、、、先方先方先方先方がががが““““マリアマリアマリアマリア像像像像がががが入入入入っているっているっているっている手提手提手提手提げげげげ袋袋袋袋があるがあるがあるがある””””とととと伝伝伝伝ええええ

てきたてきたてきたてきた。。。。実実実実はこのはこのはこのはこのマリアマリアマリアマリア像像像像はわたしがはわたしがはわたしがはわたしがリスボンリスボンリスボンリスボンのののの「「「「サンサンサンサン・・・・ロッケロッケロッケロッケ教会教会教会教会」（」（」（」（1584158415841584 年年年年 4444 人人人人のののの日日日日

本人本人本人本人クリスチャンクリスチャンクリスチャンクリスチャン青年青年青年青年がががが天正遣欧少年使節天正遣欧少年使節天正遣欧少年使節天正遣欧少年使節としてとしてとしてとして 1111 ヶヶヶヶ月間滞在月間滞在月間滞在月間滞在したしたしたした教会教会教会教会））））をををを訪問訪問訪問訪問したときしたときしたときしたとき

にににに、、、、そのそのそのその祈祈祈祈るるるる姿姿姿姿があまりにもがあまりにもがあまりにもがあまりにも美美美美しいのでしいのでしいのでしいので 180180180180 円円円円でででで購入購入購入購入したものでしたものでしたものでしたもので、、、、手提手提手提手提げにげにげにげに入入入入れておいたれておいたれておいたれておいた

のをのをのをのを失念失念失念失念していたのだしていたのだしていたのだしていたのだ。。。。これがきっかけとなりこれがきっかけとなりこれがきっかけとなりこれがきっかけとなり荷物荷物荷物荷物はははは無事無事無事無事にににに手元手元手元手元にににに戻戻戻戻ったったったった。。。。 

    さらにさらにさらにさらに、、、、巡礼中巡礼中巡礼中巡礼中のののの出来事出来事出来事出来事だがだがだがだが、、、、夜明夜明夜明夜明けにけにけにけに““““休休休休んでいていいんだよんでいていいんだよんでいていいんだよんでいていいんだよ””””というというというという声声声声がががが頭頭頭頭のののの中中中中にににに

聞聞聞聞こえたこえたこえたこえた。。。。何何何何だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思ったがったがったがったが、、、、いつものいつものいつものいつもの通通通通りにりにりにりに 6666 時時時時にににに起床起床起床起床してしてしてして宿宿宿宿をををを出発出発出発出発。。。。暑暑暑暑いいいい日日日日でででで山越山越山越山越

えもありえもありえもありえもあり距離距離距離距離もももも長長長長くくくく疲疲疲疲れたれたれたれた。。。。村村村村のののの入入入入りりりり口口口口のののの石橋石橋石橋石橋をををを渡渡渡渡ったところにったところにったところにったところに一人一人一人一人のののの女性女性女性女性がががが巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿ののののチチチチ

ラシラシラシラシをををを渡渡渡渡してくれたしてくれたしてくれたしてくれた。。。。いつもはいつもはいつもはいつもは教会系教会系教会系教会系にににに行行行行くのだがくのだがくのだがくのだが、、、、このこのこのこの日日日日はこのはこのはこのはこの巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿にににに導導導導かれるようかれるようかれるようかれるよう

にににに辿辿辿辿りりりり着着着着いたいたいたいた。。。。夜夜夜夜 7777 時時時時ごろからごろからごろからごろから 40404040 度度度度のののの高熱高熱高熱高熱がががが出出出出てきたのだがてきたのだがてきたのだがてきたのだが、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの部屋部屋部屋部屋はははは他他他他にににに泊泊泊泊りりりり客客客客

もおらずもおらずもおらずもおらず、、、、水水水水とととと氷氷氷氷でででで冷冷冷冷やしやしやしやし、、、、バッファリンバッファリンバッファリンバッファリンをををを飲飲飲飲んでゆっくりんでゆっくりんでゆっくりんでゆっくり静養静養静養静養することがすることがすることがすることが出来出来出来出来たたたた。。。。そしそしそしそし

てててて、、、、次次次次のののの日日日日のののの朝朝朝朝にはにはにはには回復回復回復回復しししし一日一日一日一日もももも休休休休むことなくむことなくむことなくむことなく旅旅旅旅をををを続続続続けることができたけることができたけることができたけることができた。。。。 

    巡礼巡礼巡礼巡礼がががが終終終終わってわってわってわって帰国帰国帰国帰国するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間はははは、、、、パリパリパリパリ、、、、モンモンモンモン・・・・サンサンサンサン・・・・ミシェルミシェルミシェルミシェル、、、、バルセロナバルセロナバルセロナバルセロナ、、、、ローローローロー

ママママ、、、、スポーレットスポーレットスポーレットスポーレット、、、、カシアカシアカシアカシアとととと 2222 週間週間週間週間ほどをほどをほどをほどを過過過過ごしましたがごしましたがごしましたがごしましたが、、、、バルセロナバルセロナバルセロナバルセロナのののの地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄ででででスリスリスリスリにににに 3333

回回回回、、、、ローマローマローマローマ中央駅中央駅中央駅中央駅ででででクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード泥棒泥棒泥棒泥棒にににに 2222 回遭遇回遭遇回遭遇回遭遇しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、すべてそのすべてそのすべてそのすべてその場場場場でででで見抜見抜見抜見抜くくくく

ことができことができことができことができ大事大事大事大事にいたらなかったにいたらなかったにいたらなかったにいたらなかった事事事事などもなどもなどもなども守守守守られたられたられたられた出来事出来事出来事出来事のののの中中中中にににに加加加加えてもいいのではないえてもいいのではないえてもいいのではないえてもいいのではない

かとおもっていますかとおもっていますかとおもっていますかとおもっています。。。。 

    等等等等などなどなどなど、、、、実実実実はもっとすごいのもたくさんありますがはもっとすごいのもたくさんありますがはもっとすごいのもたくさんありますがはもっとすごいのもたくさんありますが、、、、またのまたのまたのまたの機会機会機会機会にににに残残残残しておきましょうしておきましょうしておきましょうしておきましょう。。。。 

                    

                 
                    リスボンリスボンリスボンリスボンののののサンサンサンサン・・・・ロッケロッケロッケロッケ教会教会教会教会                            祈祈祈祈りのりのりのりのマリアマリアマリアマリア像像像像 

 

■■■■食生活食生活食生活食生活はどうしていたのかはどうしていたのかはどうしていたのかはどうしていたのか？？？？ 

    出発時出発時出発時出発時はははは６７６７６７６７ｋｇ、ｋｇ、ｋｇ、ｋｇ、帰国時帰国時帰国時帰国時はははは６３６３６３６３ｋｇ。ｋｇ。ｋｇ。ｋｇ。痩痩痩痩せましたせましたせましたせました。。。。毎日毎日毎日毎日かなりかなりかなりかなり間食間食間食間食もしてもしてもしてもしてワインワインワインワインややややビビビビ

ールールールールもももも飲飲飲飲んでいたのですがんでいたのですがんでいたのですがんでいたのですが、、、、歩歩歩歩くのはくのはくのはくのは相当相当相当相当なななな有酸素運動有酸素運動有酸素運動有酸素運動なのですねなのですねなのですねなのですね。。。。脂肪燃焼脂肪燃焼脂肪燃焼脂肪燃焼がすすんでがすすんでがすすんでがすすんで

日焼日焼日焼日焼けしたけしたけしたけしたスマートスマートスマートスマートなななな身体身体身体身体になりましたになりましたになりましたになりました。（。（。（。（BMIBMIBMIBMI はははは理想的理想的理想的理想的なななな 22.022.022.022.0）））） 

    大体大体大体大体のののの食事内容食事内容食事内容食事内容をををを紹介紹介紹介紹介しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。朝朝朝朝はははは、、、、サラミサラミサラミサラミととととチーズチーズチーズチーズののののバケットサンドバケットサンドバケットサンドバケットサンドととととコーヒーコーヒーコーヒーコーヒー

ミルクミルクミルクミルク入入入入りりりり。。。。そのそのそのその後後後後、、、、歩歩歩歩きながらりんごやさくらんぼのきながらりんごやさくらんぼのきながらりんごやさくらんぼのきながらりんごやさくらんぼの果物類果物類果物類果物類ややややナッツナッツナッツナッツ類類類類、、、、飴玉飴玉飴玉飴玉などをとなどをとなどをとなどをと

りりりり、、、、昼食昼食昼食昼食はははは、、、、スペインスペインスペインスペイン風風風風ポテトオムレツポテトオムレツポテトオムレツポテトオムレツににににバケットバケットバケットバケットとととと生生生生ビールビールビールビール。。。。夜夜夜夜はははは自炊自炊自炊自炊でででで、、、、野菜野菜野菜野菜たっぷたっぷたっぷたっぷ

りのりのりのりのツナサラダツナサラダツナサラダツナサラダににににバケットバケットバケットバケットのののの残残残残りりりり、、、、コンソメコンソメコンソメコンソメ等等等等ののののスープスープスープスープ類類類類そしてそしてそしてそしてワインワインワインワインですですですです。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、

毎毎毎毎日日日日パンパンパンパン食食食食でしたがでしたがでしたがでしたが少少少少しずつしずつしずつしずつバリエーションバリエーションバリエーションバリエーションをつけたのでをつけたのでをつけたのでをつけたので飽飽飽飽きませんでしたきませんでしたきませんでしたきませんでした。。。。あまりあまりあまりあまり間食間食間食間食
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するするするする機会機会機会機会がなかったのでがなかったのでがなかったのでがなかったので、、、、ままままーーーー、、、、健康的健康的健康的健康的なななな食生活食生活食生活食生活とととと言言言言えるとおもいますえるとおもいますえるとおもいますえるとおもいます。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、費用費用費用費用

もももも驚驚驚驚くほどくほどくほどくほど安安安安くあがりましたくあがりましたくあがりましたくあがりました。。。。((((巡礼中巡礼中巡礼中巡礼中のののの食費食費食費食費はははは飲飲飲飲みみみみ代代代代もももも入入入入れてだいたいれてだいたいれてだいたいれてだいたい 1000100010001000 円円円円////日日日日くらいくらいくらいくらい

ですですですです）））） 

    巡礼中巡礼中巡礼中巡礼中にににに食食食食べてみたいべてみたいべてみたいべてみたい、、、、飲飲飲飲んでみたいとおもっていたものはんでみたいとおもっていたものはんでみたいとおもっていたものはんでみたいとおもっていたものは、、、、すべてすべてすべてすべて食食食食することができすることができすることができすることができ

たこともたこともたこともたことも幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。スペインスペインスペインスペインですからですからですからですから、、、、やはりやはりやはりやはりパエリヤパエリヤパエリヤパエリヤはははは外外外外せませんせませんせませんせません。。。。もともともともともともともともと海岸地方海岸地方海岸地方海岸地方

バレンシアバレンシアバレンシアバレンシアのののの名物名物名物名物ですがですがですがですが、、、、今今今今ではどこにでもあるおではどこにでもあるおではどこにでもあるおではどこにでもあるお米料理米料理米料理米料理のののの定番定番定番定番ですですですです。。。。腹持腹持腹持腹持ちがいいのでちがいいのでちがいいのでちがいいので

何回何回何回何回かかかか食食食食べましたがべましたがべましたがべましたが、、、、あるあるあるある巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿ののののバールバールバールバールでででで、、、、シャワーシャワーシャワーシャワーのののの後後後後のののの遅遅遅遅いいいい昼食昼食昼食昼食にににに、、、、冷冷冷冷えたえたえたえたロゼワロゼワロゼワロゼワ

インインインインといただいたといただいたといただいたといただいたパエリヤパエリヤパエリヤパエリヤはははは最高最高最高最高でしたでしたでしたでした。（。（。（。（それでもそれでもそれでもそれでも妻妻妻妻ののののパエリヤパエリヤパエリヤパエリヤはははは世界一世界一世界一世界一のののの味味味味ですがですがですがですが）））） 

    ゆでゆでゆでゆでダコダコダコダコにににに赤赤赤赤ワインワインワインワイン。。。。これもいただいてみたいとこれもいただいてみたいとこれもいただいてみたいとこれもいただいてみたいと思思思思っていたものでしたがっていたものでしたがっていたものでしたがっていたものでしたが、、、、あるあるあるある巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿

まであとまであとまであとまであと５００５００５００５００ｍｍｍｍというところのというところのというところのというところのバールバールバールバールにそれがありましたにそれがありましたにそれがありましたにそれがありました。。。。道路道路道路道路にはみにはみにはみにはみ出出出出しながらしながらしながらしながら、、、、新新新新

鮮鮮鮮鮮ななななタコタコタコタコをををを丸丸丸丸ごとごとごとごと茹茹茹茹でてぶつでてぶつでてぶつでてぶつ切切切切りにしりにしりにしりにし、、、、おおおお皿皿皿皿にににに載載載載せせせせオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルにににに岩塩岩塩岩塩岩塩をかけをかけをかけをかけ、、、、おおおお茶碗茶碗茶碗茶碗

ににににミディアムボミディアムボミディアムボミディアムボディーディーディーディーのののの赤赤赤赤ワインワインワインワインをどくどくとをどくどくとをどくどくとをどくどくと注注注注いでいでいでいで出出出出していましたしていましたしていましたしていました。。。。汗汗汗汗だくでだくでだくでだくで疲疲疲疲れれれれ切切切切っっっっ

ていましたがていましたがていましたがていましたがチェックインチェックインチェックインチェックインはははは後回後回後回後回しにしてしにしてしにしてしにして、、、、道端道端道端道端のののの椅子椅子椅子椅子にににに腰掛腰掛腰掛腰掛けけけけ食食食食べましたべましたべましたべました、、、、飲飲飲飲みましたみましたみましたみました。。。。

空腹空腹空腹空腹だということもありだということもありだということもありだということもあり、、、、そのそのそのその美味美味美味美味しかったことはしかったことはしかったことはしかったことは一生忘一生忘一生忘一生忘れませんれませんれませんれません（（（（値段値段値段値段はちょっとはちょっとはちょっとはちょっと高高高高くくくく

タコタコタコタコ７００７００７００７００円円円円、、、、ワインワインワインワイン２００２００２００２００円円円円でしたでしたでしたでした）。）。）。）。 

    うなぎのうなぎのうなぎのうなぎの稚魚料理稚魚料理稚魚料理稚魚料理もももも有名有名有名有名ですがですがですがですが、、、、さすがにさすがにさすがにさすがに漁穫量規制漁穫量規制漁穫量規制漁穫量規制がががが話題話題話題話題になっているになっているになっているになっている今日今日今日今日ではではではでは無理無理無理無理

だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、なななな、、、、なんとなんとなんとなんと、、、、ありましたありましたありましたありました、、、、いくらでもいくらでもいくらでもいくらでも、、、、それもそれもそれもそれも 1111５５５５0 円円円円レベルレベルレベルレベル

でででで好好好好きなだけきなだけきなだけきなだけ買買買買えましたえましたえましたえました。。。。５５５５00 匹匹匹匹ほどがほどがほどがほどが、、、、アホアホアホアホ入入入入りりりりオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイル漬漬漬漬けになってけになってけになってけになって((((アホアホアホアホははははスススス

ペインペインペインペイン語語語語でにんにくでにんにくでにんにくでにんにく））））缶詰缶詰缶詰缶詰になっていましたになっていましたになっていましたになっていました。。。。早速買早速買早速買早速買ってってってって巡礼宿巡礼宿巡礼宿巡礼宿のののの台所台所台所台所ででででフライパンフライパンフライパンフライパンでででで炒炒炒炒

めめめめ、、、、冷凍庫冷凍庫冷凍庫冷凍庫でででで急冷急冷急冷急冷させたさせたさせたさせた白白白白スパークリングワインスパークリングワインスパークリングワインスパークリングワイン・・・・セコセコセコセコ（（（（辛口辛口辛口辛口））））ととととバケットバケットバケットバケットでいただきまでいただきまでいただきまでいただきま

したしたしたした。。。。さすがさすがさすがさすが稚魚稚魚稚魚稚魚でもうなぎはうなぎでもうなぎはうなぎでもうなぎはうなぎでもうなぎはうなぎ、、、、しつこいほどしつこいほどしつこいほどしつこいほど脂脂脂脂ぎっていてぎっていてぎっていてぎっていてスタミナスタミナスタミナスタミナたっぷりですたっぷりですたっぷりですたっぷりです。。。。 

横横横横にいたにいたにいたにいたスペインスペインスペインスペイン人人人人がそのことでがそのことでがそのことでがそのことで何何何何かかかかジョークジョークジョークジョークをををを言言言言っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、多分日本多分日本多分日本多分日本とととと同同同同じでじでじでじで、、、、

精精精精がががが付付付付くというようなことだとくというようなことだとくというようなことだとくというようなことだと思思思思いいいい軽軽軽軽くくくく受受受受けけけけ流流流流しましたしましたしましたしました。。。。 

    またまたまたまた、、、、このこのこのこの時期時期時期時期にしかにしかにしかにしか味味味味わえないものもありますわえないものもありますわえないものもありますわえないものもあります。。。。直径直径直径直径 1111ｃｍｃｍｃｍｃｍほどのほどのほどのほどの小小小小さなさなさなさな殻付殻付殻付殻付ききききカタツカタツカタツカタツ

ムリムリムリムリですですですです。。。。やはりやはりやはりやはりオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルオリーブオイルととととアホアホアホアホ、、、、塩塩塩塩でででで味付味付味付味付けされどんぶりけされどんぶりけされどんぶりけされどんぶり一杯一杯一杯一杯だしてくれますだしてくれますだしてくれますだしてくれます。。。。

ビールビールビールビール片手片手片手片手にちゅにちゅにちゅにちゅーーーーちゅちゅちゅちゅーーーーとととと吸吸吸吸ってってってって食食食食べますべますべますべます。。。。丁度丁度丁度丁度、「、「、「、「カタツムリカタツムリカタツムリカタツムリありますありますありますあります」」」」のののの看板看板看板看板のののの出出出出てててて

いるいるいるいるバールバールバールバールがありがありがありがあり巡礼路巡礼路巡礼路巡礼路にににに詳詳詳詳しいしいしいしいドイツドイツドイツドイツ人男性人男性人男性人男性たちとたちとたちとたちと一緒一緒一緒一緒にいただきましたにいただきましたにいただきましたにいただきました。。。。美味美味美味美味でしたでしたでしたでした。。。。 

    食食食食のののの話話話話になるとになるとになるとになると、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだイベリコイベリコイベリコイベリコ豚豚豚豚のののの話話話話しとかしとかしとかしとか、、、、古古古古いかびいかびいかびいかびチーズチーズチーズチーズにににに蜂蜜蜂蜜蜂蜜蜂蜜をつけてをつけてをつけてをつけて食食食食べべべべ

るるるる話話話話とかいろいろありますがとかいろいろありますがとかいろいろありますがとかいろいろありますが、、、、よだれがよだれがよだれがよだれが出出出出てきますのでやめておきましょうてきますのでやめておきましょうてきますのでやめておきましょうてきますのでやめておきましょう。。。。 

またまたまたまた、、、、ワインワインワインワインについてはについてはについてはについては、、、、日本日本日本日本ではではではでは飲飲飲飲めないめないめないめないアルコールアルコールアルコールアルコール度度度度がががが 10%10%10%10%程度程度程度程度のののの若若若若くてくてくてくて発酵中発酵中発酵中発酵中のののの

スパースパースパースパークリングクリングクリングクリングななななベルディベルディベルディベルディ・・・・ワインワインワインワイン（（（（緑緑緑緑のののの意味意味意味意味））））をををを試試試試したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、これもこれもこれもこれも

ほぼほぼほぼほぼ毎日毎日毎日毎日それもそれもそれもそれも 1111 瓶瓶瓶瓶 150150150150 円円円円レベルレベルレベルレベルでででで楽楽楽楽しむことができましたしむことができましたしむことができましたしむことができました。。。。このこのこのこの巡礼路巡礼路巡礼路巡礼路はははは、、、、ワインワインワインワイン収穫収穫収穫収穫

量世界一量世界一量世界一量世界一をををを誇誇誇誇るるるるリオハリオハリオハリオハののののブドウブドウブドウブドウ畑畑畑畑をををを横切横切横切横切っていますのでっていますのでっていますのでっていますのでワインワインワインワイン好好好好きにはたまらないきにはたまらないきにはたまらないきにはたまらない行程行程行程行程にににに

なっていますなっていますなっていますなっています。。。。 
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                        パエリヤパエリヤパエリヤパエリヤ                                                        茹茹茹茹ででででダコダコダコダコとととと赤赤赤赤ワインワインワインワイン 

                                                 

                    うなぎうなぎうなぎうなぎ稚魚稚魚稚魚稚魚のののの缶詰缶詰缶詰缶詰                                            小小小小ぶりのぶりのぶりのぶりの殻付殻付殻付殻付ききききカタツムリカタツムリカタツムリカタツムリ 

■■■■結結結結びにかえてびにかえてびにかえてびにかえて 

    帰国帰国帰国帰国してしてしてして妻妻妻妻にににに””””あなたあなたあなたあなた変変変変わったわねわったわねわったわねわったわね””””とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。わたしにとってわたしにとってわたしにとってわたしにとって、、、、このこのこのこの言葉言葉言葉言葉はははは最最最最

大級大級大級大級のののの誉誉誉誉めめめめ言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。巡礼巡礼巡礼巡礼をををを通通通通してしてしてして、、、、わたしのわたしのわたしのわたしの一部一部一部一部がたとえわずかでもがたとえわずかでもがたとえわずかでもがたとえわずかでも生生生生まれまれまれまれ変変変変わることわることわることわること

ができたのならができたのならができたのならができたのなら、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ巡礼巡礼巡礼巡礼のののの目的目的目的目的をををを果果果果たすことができたのだとおもっていますたすことができたのだとおもっていますたすことができたのだとおもっていますたすことができたのだとおもっています。。。。 

わたしがわたしがわたしがわたしが巡礼者巡礼者巡礼者巡礼者にににに必必必必ずずずず質問質問質問質問したことはしたことはしたことはしたことは、、、、またまたまたまた、、、、質問質問質問質問されたことはされたことはされたことはされたことは、、、、””””なぜこのなぜこのなぜこのなぜこの巡礼巡礼巡礼巡礼にににに来来来来たたたた

のかのかのかのか？？？？””””というものですというものですというものですというものです。。。。67676767 歳歳歳歳スペインスペインスペインスペイン人人人人男性男性男性男性のののの答答答答えがえがえがえが印象印象印象印象にににに残残残残っていますっていますっていますっています。。。。 

””””どんなにどんなにどんなにどんなに仲仲仲仲のののの良良良良いいいい夫婦夫婦夫婦夫婦でもでもでもでも、、、、長長長長いいいい間一緒間一緒間一緒間一緒にいるとにいるとにいるとにいると、、、、マンネリマンネリマンネリマンネリになったりになったりになったりになったり、、、、ぶつかったぶつかったぶつかったぶつかった

りりりり、、、、相手相手相手相手がうっとおしくなるがうっとおしくなるがうっとおしくなるがうっとおしくなる瞬間瞬間瞬間瞬間があるものだがあるものだがあるものだがあるものだ。。。。これはこれはこれはこれは世界共通世界共通世界共通世界共通だとだとだとだと思思思思うううう。。。。だからだからだからだから、、、、もしもしもしもし、、、、

短短短短くてもくてもくてもくても離離離離れてれてれてれて暮暮暮暮らすようならすようならすようならすような時間時間時間時間があればがあればがあればがあれば、、、、そのそのそのその時間時間時間時間でのおでのおでのおでのお互互互互いのいのいのいの出来事出来事出来事出来事などがなどがなどがなどがスパイススパイススパイススパイス

のようにのようにのようにのように人生人生人生人生のののの味付味付味付味付けになるんだけになるんだけになるんだけになるんだ。。。。だからおれはだからおれはだからおれはだからおれは毎年一人毎年一人毎年一人毎年一人でででで数週間歩数週間歩数週間歩数週間歩いていていていて、、、、普段普段普段普段ではまっではまっではまっではまっ

たくたくたくたく関関関関りりりり合合合合うことのできないうことのできないうことのできないうことのできない人人人人たちとたちとたちとたちと寝食寝食寝食寝食をともにするようなをともにするようなをともにするようなをともにするような、、、、そんなそんなそんなそんな異次元体験異次元体験異次元体験異次元体験をしてをしてをしてをして

いるんだいるんだいるんだいるんだ。。。。””””    というというというという答答答答えでしたえでしたえでしたえでした。。。。納得納得納得納得ですねですねですねですね。。。。因因因因みにみにみにみに、、、、彼彼彼彼のののの二人二人二人二人のののの息子息子息子息子さんからほとさんからほとさんからほとさんからほとんどんどんどんど

毎日電話毎日電話毎日電話毎日電話がはいってきていましたががはいってきていましたががはいってきていましたががはいってきていましたが、、、、奥奥奥奥さんからはさんからはさんからはさんからは一度一度一度一度もありませんでしたもありませんでしたもありませんでしたもありませんでした。。。。 

    われわれわれわれわれわれわれわれ定年退職者定年退職者定年退職者定年退職者にとってにとってにとってにとって、、、、巡礼巡礼巡礼巡礼とととと聞聞聞聞くとくとくとくと一度一度一度一度はやってみたいことのはやってみたいことのはやってみたいことのはやってみたいことの一一一一つだとつだとつだとつだと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。もちろんおもちろんおもちろんおもちろんお遍路遍路遍路遍路もももも自分自分自分自分をををを見見見見つめるつめるつめるつめる良良良良いいいい機会機会機会機会になるとおもいますがになるとおもいますがになるとおもいますがになるとおもいますが、、、、費用的費用的費用的費用的にはかなりにはかなりにはかなりにはかなり

高高高高くなりますしくなりますしくなりますしくなりますし、、、、日本人日本人日本人日本人だけのだけのだけのだけの世界世界世界世界ですですですです。。。。もちろんそれももちろんそれももちろんそれももちろんそれも魅力的魅力的魅力的魅力的ですがですがですがですが、、、、スペインスペインスペインスペインののののカミカミカミカミ

ーノーノーノーノではではではでは、、、、おおおお風呂風呂風呂風呂にはにはにはには入入入入れないしれないしれないしれないし、、、、ウオシュレットウオシュレットウオシュレットウオシュレットもももも無無無無いけれどいけれどいけれどいけれど、、、、驚驚驚驚くほどのくほどのくほどのくほどの素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい

異文化体験異文化体験異文化体験異文化体験だけはだけはだけはだけは確実確実確実確実にににに楽楽楽楽しむことができますしむことができますしむことができますしむことができます。。。。またまたまたまた、、、、片言片言片言片言のののの語学力語学力語学力語学力でもでもでもでも好奇心好奇心好奇心好奇心とととと熱意熱意熱意熱意ささささ

えあればえあればえあればえあれば意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通はははは可能可能可能可能ですですですです。。。。わたしもわたしもわたしもわたしもスペインスペインスペインスペイン人人人人ややややポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル人人人人とはとはとはとは、、、、全全全全くのくのくのくの片言片言片言片言でででで何何何何

とかとかとかとか意思意思意思意思をををを伝伝伝伝ええええ、、、、またまたまたまた彼彼彼彼らのらのらのらの意思意思意思意思もももも受受受受けけけけ取取取取ることができたとることができたとることができたとることができたと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。何何何何とかなるもとかなるもとかなるもとかなるも

のですねのですねのですねのですね。。。。            それではそれではそれではそれでは、、、、““““ブエンブエンブエンブエン・・・・カミーノカミーノカミーノカミーノ！！！！””””（（（（良良良良いいいい旅旅旅旅をををを！）！）！）！）     
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