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Ryan Monahan 

 I have been teaching English in Imabari for almost a year now, and like most foreign English teachers in Imabari, Kris 
Toryu has asked me to write for I-News in the past. In my first article, I wrote about my experiences in a group tour of 
Imabari’s Henro temples with other Ehime foreigners. This article is, in a sense, a “sequel” to that article. During this past 
Golden Week I travelled from Ehime to Tokushima, visiting the Henro temples along Kochi’s seacoast. In seven days I cycled 
about 620 kilometers, visited 24 temples in three prefectures, and experienced truly unforgettable experiences. 
 I knew Golden Week to be a popular travel week for Japan, so I purchased a one-person tent to avoid the stress of 
booking busy hotels or hostels. I cycled alone all week, stopping each night at campsites or public parks to sleep and rest my 
weary legs. Travelling alone provided me an incredible opportunity to reflect and meditate, which, for me, is the entire point 
of visiting the eighty-eight Shikoku temples. What’s more, my meditation didn’t stop at the gate of each temple; Kochi’s quiet 
roads and breathtaking views of the Pacific Ocean aided my silent reflections, and all week I felt refreshed and at peace 
despite cycling every day. 
 A few months ago, when visiting temples in Kagawa, I met a man who had previously completed the pilgrimage. I 
remember him sharing with me how his most valuable memories from the pilgrimage were the many wonderful people he met 
along the way. I found the same to be true for my Kochi trip. Almost every day I met people who were enthused to meet me, 
and I them. Among others, I remember the cyclist I met at a campsite who shared his dinner and his breakfast with me. I 
remember the foreign pilgrim I met at a temple who I later learned is pictured in the Henro guidebook I have, credited with 
assisting in the translation. I remember the two families of surfers from Osaka at a campsite on the ocean who invited me to 
join their barbeque and fed me until I couldn’t eat any more. I am inspired by the kindness and goodwill I experienced from 
strangers along my journey, and though I don’t remember the names of the friends I made, I’ll never forget who they are. 
 One particular person I met stands out among everyone. As I was cycling out of Kochi city, heavy, cold rain and 
strong winds made cycling dangerous. It was all I could do to cycle the 15 kilometers to the nearest road station where I could 
stop for the night with enough shelter to dry myself and my belongings. After dinner, I sat on a bench and contemplated my 
options. Although the rain had stopped, a sign prohibiting tents limited my options considerably; I could sleep on the bench I 
was on, or visit the nearby train station to sleep on a bench there. As I was pondering what to do, an elderly gentleman stepped 
out of a nearby parked van holding a bottle of sake and two glasses. Sitting down next to me, he poured a glass for each of us. 
Although I couldn’t understand much of our conversation with my limited Japanese and his limited English, we talked and 
drank for the next hour or so, and he asked where I would sleep. When I told him “here,” he shook his head and showed me 
back seats of his van, where he had set up a sizable bed with blankets and pillows. It looked incredibly inviting after the 
difficult day I had had, and I was lucky enough to be welcomed in for the night. He even dried my shoes with the car’s heater, 
and hung up my still-damp (and probably smelly) clothes inside. After polishing off the sake, we retired to his van, and I 
enjoyed a dry, warm, comfortable sleep next to my new friend. In the morning I woke up, went to the nearby bathroom to 

brush my teeth, and when I came back outside he and his van were gone. 
It could have been a dream had I not been so well-rested. This stranger 
from Kyushu saved me from a very difficult night, which would have 
no doubt seriously impacted my next day of cycling. Everyone I met 
during my golden week adventure showed me kindness and generosity, 
but this man went above and beyond by saving me from a potentially 
disastrous, or at least severely uncomfortable, situation. Whoever this 
man is, I still feel indebted to him, and I can only hope to pay his 

kindness forward in the future.
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素晴らしい高知 
ライアン・モナハン 

今治で英語を教え始めてもうすぐ1年になります。みんなと同じように、クリスから、これまでのことについて、i-
News に何か記事を書いてと頼まれました。私の最初の記事には、今治市内の歩き遍路ツアーに、県内の他の外国人講
師たちと一緒に参加したことについて書きました。今回の記事は、ある意味、その続編です。今年のゴールデンウィー
ク、私は愛媛から、高知の海沿いの札所、そして徳島までを回りました。7日間で3県の24ヵ寺、約620キロの自転車遍
路です。これは本当に忘れられない経験になりました。 
　ゴールデンウィークは混み合う時期だとわかっていたので、ホテルなどを予約するストレスを避けるため、一人用の
テントを購入しました。1週間ずっと、一人でキャンプ場や駐車場に泊まって、疲れきった脚を休めました。一人で回
ることで、自分を振り返ったり瞑想したりする貴重な機会を得られました。それこそが、私にとっては、四国八十八ヶ
所を巡る本来の目的でした。さらに、各札所の山門をくぐるときにも、私の瞑想が遮断されることはありませんでした。
高知の静かな遍路道と息を呑むような太平洋の眺望が、私を静かな内観へ導いてくれました。毎日ペダルをこいでいた
にもかかわらず、私はずっと新鮮で穏やかな心の状態を保つことができました。 
　数ヶ月前に香川の札所を訪れたとき、既にお遍路を回り終えたという男性にお会いしました。彼は、素晴らしい人々
との出会いが、一番貴重な思い出だと私に話してくれました。高知を回っているとき、私も同じことを感じました。ほ
とんど毎日のように、私との出会いを喜んでくれる人が現れました。それは、私にとっても嬉しい出会いでした。ある
キャンプ場では、夕食と朝食をご馳走してくれたサイクリストに出会いました。また、ある札所では外国人遍路に出会っ
たのですが、その人は、私が持っていたガイドブックの翻訳のアシスタントをされた方だったのです。ガイドブックに
載っている顔写真と名前を見て後からそのことに気付きました。大阪からサーフィンにやってきたという2組のご家族
には海岸近くのキャンプ場でのバーベキューに招いていただいて、もうこれ以上食べられないというくらいご馳走にな
りました。旅の途中で受けた見知らぬ方々からの親切や厚意は、私に多くの示唆を与えてくれました。名前すらわから
ない人もいますが、彼らのことを私は決して忘れないでしょう。

　その中でも、特別に忘れられない人が一人います。高知市街
を抜けて自転車で走っているときでした。冷たい雨と強風のた
め、自転車での走行は危険な状態でした。最寄りの道の駅まで
15キロを走り、とりあえず、そこで身体と荷物を乾かすのが精一
杯でした。夕飯を食べ、ベンチに座ってこれからどうしようか
と考えました。雨は止んでいましたが、その道の駅はテント禁
止だったため、選択肢は限られていました。今自分が座ってい
るベンチで寝るか、それとも近くの駅まで行って駅のベンチで
寝るか。さて、どうしたものかと考えあぐねていると、近くに
停まっていたワゴン車から、一人の年配の男性が下りてきました。手には酒を1本とコップが2つ。男性は、私の隣に腰
を下ろすと、2つのコップに酒をついでくれました。私の拙い日本語と彼の拙い英語とでは、十分会話を理解できてい
たとは言い難いのですが、小一時間ほど酒を片手に話をしました。そして、今晩どこに泊まるのかと彼は私に尋ねまし
た。「ここ」と私が答えると、彼は首を振って、彼のワゴン車の後部座席を見せてくれました。そこには枕と毛布が置
かれ、ちょっとしたベッドになっていました。その日一日大変だったことを思うと、彼の申し出はとてもありがたいも
のでした。一晩車内に泊めてもらえるなんてとてもラッキーです。おまけに、車のヒーターで僕の靴を乾かしてくれ、
まだ湿っていた（おそらく匂いの残る）服を、車の中に干してくれました。ベンチで酒を一本空けてから、二人でワゴ
ン車へ戻りました。濡れていない暖かい車内、隣には知り合ったばかりの友。そうして私は快適な眠りに就いたのでし
た。翌朝起きて、歯を磨きに近くの洗面所に行きました。外に出てみると、彼も、彼のワゴン車も消えていました。ぐっ
すり眠れたという感覚が残っていなかったら、あれは夢だと思ったかもしれません。九州から来たというその男性は、
寝る場所に困っていた私を助けてくれました。そのことが、その日のサイクリングに与えた影響は計り知れません。こ
の冒険の旅の途中に出会った方はみなさん、気前がよくて親切でした。しかし、この男性の厚意は親切の範囲を超えて
いました。散々な夜になるところだった私を、ひどく惨めな状況にいた私を、彼は救ってくれたのです。どなたかはわ
かりませんが、私は今でも彼に恩を感じています。この先、彼から受けたご恩を返せることができるよう祈るばかりで
す。 

訳:小越　二美 (Fumi Kogoe)


