
◀にんじんドレッシング

▲手作りれんこんクッキー

▲ハンドクリーム
（いたの・キャロリーヌ）

▲つけもの侍いたのすけ

●あすたむらんど徳島
　「科学で遊ぼう自然を学ぼう」をテーマに、屋外
活動が楽しめる公園ゾーンと、宇宙や科学につい
て学べる科学館ゾーンで構成された県立の大型
公園施設です。子どもたちの遊び心や好奇心を
くすぐる様 な々遊具や子ども科学館、最新のデジタ
ル投映機を備えたプラネタリウムなどがあり、風車
の丘からは吉野川、眉山まで見渡すことができ、
四季を通して家族でゆったりくつろげます。

●高尾山～ハイキングコース～
　板野町吹田にある高尾山（標高２６１メートル）
の山道には、町内外からたくさんの人が登山に訪
れています。地元の登山愛好家らがボランティア
で草刈りや倒木の撤去、桜やモミジなどの植樹を
行っており、美しい登山道を保っています。見晴ら
しの良い場所には、イスなども設置されており、お
子様からご高齢の方まで楽しめるハイキングコー
スとなっております。

　板野町は、北に阿讃山脈、南に肥沃な吉野川
平野を配し、米・野菜・果樹などの農業生産を基
盤としながらも、県北東部の文化教育の拠点とし
て役割を果たしています。また、町内には四国八
十八箇所霊場のうち３つの札所があり、悠久の流
れと共に、多数の巡礼者が訪れる姿は、町の風物
詩となっています。

●あせび温泉やすらぎの郷
　ジェットバスや気泡風呂が楽しめる大浴場、露
天風呂、サウナなど７種類の浴場を完備しておりま
す。アルカリ性の泉質で、入浴後はお肌がつるつ
るし、なめらかになる効能があると言われていま
す。周辺の歴史や四季折々の借景もお楽しみくだ
さい。

●地産地消の商品紹介
　板野町は、町の基幹産業である農業の振興を
図るため、町内産の野菜などを使った商品の開
発を支援しています。これまでには、町内産のにん
じんを有効活用したドレッシングやハンドクリーム
（いたの・キャロリーヌ）、れんこんをたっぷり使った
手作りれんこんクッキー、また、板野町商工会青年
部が中心となり、栽培から、収穫、加工に至るまで
手作りしたつけもの侍いたのすけなどが完成し
ています。

発行：四国旅客鉄道株式会社広報室
〒760-8580 高松市浜ノ町8番33号　Tel.087-825-1626

に　し ご　よ　や　く
電話で列車の指定席が予約できるサービス

受付時間
（年中無休）
8：00～22：00

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ

（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。） 【通話料無料（携帯電話含む）】 【有料（ひかり電話からはこちらをご利用ください。）】

JR四国電話
案内センター 0088-24-5489 078-341-79030570-00-4592

し　こ　く　に

　大正５年（１９１６年）４月１日に予讃線（観音寺駅～川之江駅間）が開通、予讃線が愛媛県へと延伸し、本年で１００周年を迎えます。
　これを記念し、観音寺駅～川之江駅の各駅に記念のぼり旗を掲出し、沿線の賑わいを創出すると共に地域の方や利用者の方と一緒に
１００周年をお祝いします。

予讃線（観音寺駅～川之江駅間）開通１００周年

予讃線（愛ある伊予灘線）：五郎駅

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

掲出期間

活き活きと
　　魅力に満ちた
　　　　　田園都市

前日までの限定発売。高松⇔徳島間の特急列車自由席を土曜日や休日におトクにご利用いただける往復きっぷです。

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国 おトクなきっぷ 検索

の限定発売 高松⇔徳島間の特急列車自由席を土曜日や休日におトクにご利用いただける往

週末自由席早トクきっぷ週末自由席早トクきっぷ

●有効期間は２日間です。
●高松～徳島間の特急列車自由席を往復ご利用いただけます。
●ご出発日（「ゆき券」ご利用日）が土曜日または休日の場合に限り発売いたします。
　※休日とは、日曜日、祝日、振替休日及び国民の休日をいいます。
●「ゆき券」は土曜日または休日に限りご利用いただけます。（「ゆき券」の平日の利用はできません。）
●ご出発日（「ゆき券」ご利用日）の１ヶ月前から前日までにご購入ください。
●ご出発日（「ゆき券」ご利用日）当日は発売いたしません。
●有効期間開始日の変更はいたしません。
●小児は大人の半額です。
●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●普通列車に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

ご利用区間
高松⇔徳島

有効期間
２日間

おねだん（※小児半額）

2,68０円

平成２８年７月中旬まで

のぼり旗掲出駅 観音寺駅、豊浜駅、箕浦駅、川之江駅
のぼり旗デザイン

JR四国は国土交通省が主体で全国の
ＪＲや私鉄各社が取り組む「鉄道でエコ
キャンペーン」に参加しています。

ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

平成２8年 月号
No.343
5
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徳島県板野町

■お問い合わせ先
　板野町産業課 ☎088-672-5994
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あせび温泉
やすらぎの郷

高尾山高尾山

板野町役場板野町役場

卍地蔵寺卍地蔵寺

卍大日寺卍大日寺
卍金泉寺卍金泉寺

板野駅板野駅

阿波
川端駅
阿波
川端駅

阿波大宮駅阿波大宮駅

N

～たぬき駅長のお出迎え～
　観光列車「伊予灘ものがたり」が、駅係員の
いない無人駅である予讃線（愛ある伊予灘線）
の五郎駅にさしかかると、列車はスピードを落と
し、駅のホームでは「たぬき駅長」が地元の方々
と一緒に手を振って出迎えてくれます。
　かつて、この付近をねぐらにしていた「たぬき
の五郎と鉄子」がエサを求めて駅に来ていた時
代から、地元の方々や五郎駅とたぬきの関係は
深く、今ではエサの時間になると、たぬきが毎晩
のように五郎駅に姿を現すそうです。
　五郎駅の他にも、沿線では様々な場所から
多くの方がそれぞれ趣向を凝らしたおもてなしで
「伊予灘ものがたり」を出迎えてくれます。



　ＪＲ四国では、今回で第２２回目となる「アンパンマン列車スタンプラリー」を平成２８年９月３０日(金)まで開催中です。今回は香美市立やなせたかし記念館開館
２０周年を記念し、ジョイント企画として、同館の素敵なオリジナルトートバッグが当たる「高知やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム２０周年記念賞」を特別
に設けております。この機会に、楽しみながらアンパンマン列車の旅ができる「アンパンマン列車スタンプラリー」に、ぜひご参加ください。

第２２回「アンパンマン列車スタンプラリー」を開催中！第２２回「アンパンマン列車スタンプラリー」を開催中！

⑴実施期間
　 平成２８年９月３０日（金）まで
⑵スタンプ設置箇所
　①駅（１６か所）
　　高松駅、多度津駅、新居浜駅、松山駅、伊予大洲駅、宇和島駅、琴平駅、阿波池田駅、土佐山田駅、高知駅、窪川駅、
　　三本松駅、徳島駅、穴吹駅、ＪＲ西日本 岡山駅（中央改札口）、土佐くろしお鉄道 中村駅　　
　②アンパンマン列車の車内（５か所）
　　土讃線アンパンマン列車グリーン・オレンジ、予讃線8000系アンパンマン列車、ゆうゆうアンパンマンカー、
　　瀬戸大橋アンパンマントロッコ
　　※特急宇和海、特急いしづち（１０１号、１０４号を除く。）、モーニングEXP松山、ミッドナイトEXP松山にはスタンプの
　　　設置はありません。
　③レジャー施設（５か所※うち高松駅1箇所）
　　高松駅2階「アンパンマンれっしゃ！にこにこステーション」、愛媛県立とべ動物園、とくしま動物園、
　　香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール
⑶ご参加方法
　①スタンプ設置駅で必要な「きっぷ」を見せるとラリーブックがもらえます。
　②アンパンマン列車内、スタンプ設置駅でそれぞれ2個以上（合計4個以上）のスタンプをラリーブックに集めます。
　③各賞の応募に必要なスタンプを集めたら、駅で「応募ハガキ」に駅の証明印を受けていただきます。
　④「応募ハガキ」でご応募いただき、抽選で素敵な賞品が当たります。
　　※岡山駅でのラリーブックの配布、「応募ハガキ」への証明は中央改札口で行います。ただし、岡山駅では「応募ハガキ」の受け取りはいたしません。
⑷主な賞品
　◎スタンプ4個以上賞《毎月100名様》…オリジナルNEWきっぷケース　◎のぞみ賞《毎月50名様》…しゅっぱつ!おしゃべりアンパンマン列車 ほか
⑸応募締め切り
　平成２８年１０月１０日（月・祝）　郵送の場合、当日消印まで有効
　アンパンマン列車スタンプラリーについて詳しくは、ホームページをご覧ください。

〈ＪＲ四国 電話案内センター〉　☎０５７０-００-４５９２ （年中無休：8:00～20:00）　※通話料がかかります。

スタンプラリーの概要

し  こ  く  に

お問い合せ先

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２8年5月１日 No.343

予土線で自転車をそのまま列車内に持ち込める混乗試験を実施しています予土線で自転車をそのまま列車内に持ち込める混乗試験を実施しています
　ＪＲ四国、愛媛県及び高知県では予土線の利用を促進するとともに、愛媛県南予地域及び四万十川流域におけるサイクリングの一層の普及や沿線地域への誘客を
図るため、予土線・宇和島駅～窪川駅間で普通列車に自転車をそのまま持ち込めるサイクルトレインの混乗試験を実施しています。

「アンパンマン列車」推進事業の取り組み「アンパンマン列車」推進事業の取り組み

アンパンマン列車 ラインナップ

土讃線アンパンマン列車
運転区間：岡山～高知～中村

瀬戸大橋アンパンマントロッコ
運転区間：岡山～高松・琴平

ゆうゆうアンパンマンカー

【毎日運転】

【運転日限定】

【運転日限定】運転区間：高松→徳島・徳島～阿波池田

〈2016年春現在〉

　2000年秋、鮮やかなブルーのボディに、「それいけ！アンパンマン」のキャラクターが元気いっぱいに描かれたアンパンマン列車第1号
が、土讃線特急「南風」号に誕生しました。「それいけ！アンパンマン」の原作者であるやなせたかし先生が高知県出身であること、同
キャラクターの持つ道徳性・人間性が、鉄道の持つ公共性に合致することなどから、子どもたちの夢を乗せた列車が実現したのです。
　2016年春には、アンパンマン列車では初の特急形電車である「予讃線8000系アンパンマン列車」が予讃線特急「しおかぜ」
「いしづち」号に新登場。「鉄道による、四国におけるアンパンマンワールドの構築」に向けて、これからますます進化するアンパンマン
列車をお楽しみください。

アンパンマン列車のあゆみ

2015年度利用者数

予讃線アンパンマンシート

約 13,600 名

土讃線アンパンマンシート

約 22,800 名

ゆうゆうアンパンマンカー

約 11,500 名

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ

約 19,900 名

合　計

約 67,800 名

2000年　土讃線 特急「南風」にアンパンマン列車デビュー(ブルー)
2001年　土讃線 特急「南風」にアンパンマン列車2号デビュー(ピンク)
　 〃　　  予讃線 特急｢しおかぜ｣｢いしづち｣｢宇和海｣にアンパンマン列車デビュー
2002年　ゆうゆうアンパンマンカーデビュー
2005年　予讃線 特急「しおかぜ」にアンパンマンシートデビュー
2006年　アンパンマントロッコデビュー
2008年　土讃線 特急「南風」にアンパンマンシートデビュー
　 〃　　  アンパンマンの声の車内放送スタート
2009年　土讃線 特急「南風」をグリーンとオレンジにリニューアル
2012年　復興支援事業！アンパンマントロッコがJR東日本管内を走行
２０１５年　瀬戸大橋アンパンマントロッコリニューアルデビュー
２０１６年　予讃線 特急「しおかぜ」「いしづち」に特急形電車「８０００系アンパンマン列車」デビュー

今後もより多くのお客様に楽しんでいただける列車を目指します。

運転区間：岡山・高松～松山

2016年
３月２６日（土）
デビュー【毎日運転】

予讃線宇和海
アンパンマン列車

運転区間：松山～宇和島
【毎日運転】

予讃線８０００系アンパンマン列車
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瀬戸大橋
アンパンマントロッコ

運転日
〈5月〉
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ゆうゆう
アンパンマンカー

運転日
〈5月〉

１号車 アンパンマンシート

ミニ運転台

グリーン 1号車アンパンマンシート オレンジ

ゆかまど

きねんさつえいスペース

プレイルーム

していせき

【注意事項】
１　自転車の列車への積み降ろし、ホーム及び車内での安全管理はお客様の自己責任でお願いします。
２   ホームへは、こ線橋や階段等のある駅がありますので、ご利用の駅の状況を予めご確認のうえ、ご利用ください。
３　駅舎内、ホーム、車内では危険ですので絶対に自転車には乗らないでください。
４　列車が揺れたり急停車する場合がありますので、自転車が転倒しないようご自身でしっかりと支えてください。
５　混雑時（概ね５０名様以上乗車）には安全のため、５台未満でも自転車の持込みをお断りする場合がございます。
６　列車事故等の異常時においては、駅係員、乗務員の指示に従ってください。

○ご利用駅  宇和島駅～窪川駅の各駅から乗降できます。※北宇和島駅、若井駅での乗降は出来ません！
ご 利 用 日

ご利用対象列車

持 込 み 料 金

持 込 み 台 数

乗 車 位 置

お問い合わせ先

平成28年3月26日（土）から12月18日（日）までの土、日曜日、祝日限定

無　料 （乗車券をお買い求めください。）

１列車につき自転車５台まで

通常のワンマン乗車口からご乗車ください。
上り、下り列車ともに「後乗り前降り」になります。

宇和島駅 ☎0895-22-0175　　窪川駅 ☎0880-22-0156

列車名

普通（ワンマン）

普通（ワンマン）

宇和島駅

宇和島駅

１１：３６

１７：３０

窪川駅

窪川駅

１３：４７

１９：３７

始発駅 終着駅 列車名

普通（ワンマン）

普通（ワンマン）

普通（ワンマン）

窪川駅

窪川駅

窪川駅

６：２２

１５：１７

１６：５８

宇和島駅

宇和島駅

宇和島駅

８：２８

１７：２１

１９：１５

始発駅 終着駅

上　

り

下　

り

アンパンマン列車 検索



　ＪＲ四国では、今回で第２２回目となる「アンパンマン列車スタンプラリー」を平成２８年９月３０日(金)まで開催中です。今回は香美市立やなせたかし記念館開館
２０周年を記念し、ジョイント企画として、同館の素敵なオリジナルトートバッグが当たる「高知やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム２０周年記念賞」を特別
に設けております。この機会に、楽しみながらアンパンマン列車の旅ができる「アンパンマン列車スタンプラリー」に、ぜひご参加ください。

第２２回「アンパンマン列車スタンプラリー」を開催中！第２２回「アンパンマン列車スタンプラリー」を開催中！

⑴実施期間
　 平成２８年９月３０日（金）まで
⑵スタンプ設置箇所
　①駅（１６か所）
　　高松駅、多度津駅、新居浜駅、松山駅、伊予大洲駅、宇和島駅、琴平駅、阿波池田駅、土佐山田駅、高知駅、窪川駅、
　　三本松駅、徳島駅、穴吹駅、ＪＲ西日本 岡山駅（中央改札口）、土佐くろしお鉄道 中村駅　　
　②アンパンマン列車の車内（５か所）
　　土讃線アンパンマン列車グリーン・オレンジ、予讃線8000系アンパンマン列車、ゆうゆうアンパンマンカー、
　　瀬戸大橋アンパンマントロッコ
　　※特急宇和海、特急いしづち（１０１号、１０４号を除く。）、モーニングEXP松山、ミッドナイトEXP松山にはスタンプの
　　　設置はありません。
　③レジャー施設（５か所※うち高松駅1箇所）
　　高松駅2階「アンパンマンれっしゃ！にこにこステーション」、愛媛県立とべ動物園、とくしま動物園、
　　香美市立やなせたかし記念館アンパンマンミュージアム、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール
⑶ご参加方法
　①スタンプ設置駅で必要な「きっぷ」を見せるとラリーブックがもらえます。
　②アンパンマン列車内、スタンプ設置駅でそれぞれ2個以上（合計4個以上）のスタンプをラリーブックに集めます。
　③各賞の応募に必要なスタンプを集めたら、駅で「応募ハガキ」に駅の証明印を受けていただきます。
　④「応募ハガキ」でご応募いただき、抽選で素敵な賞品が当たります。
　　※岡山駅でのラリーブックの配布、「応募ハガキ」への証明は中央改札口で行います。ただし、岡山駅では「応募ハガキ」の受け取りはいたしません。
⑷主な賞品
　◎スタンプ4個以上賞《毎月100名様》…オリジナルNEWきっぷケース　◎のぞみ賞《毎月50名様》…しゅっぱつ!おしゃべりアンパンマン列車 ほか
⑸応募締め切り
　平成２８年１０月１０日（月・祝）　郵送の場合、当日消印まで有効
　アンパンマン列車スタンプラリーについて詳しくは、ホームページをご覧ください。

〈ＪＲ四国 電話案内センター〉　☎０５７０-００-４５９２ （年中無休：8:00～20:00）　※通話料がかかります。

スタンプラリーの概要

し  こ  く  に

お問い合せ先

JR四国ニュース JR四国ニュース平成２8年5月１日 No.343

予土線で自転車をそのまま列車内に持ち込める混乗試験を実施しています予土線で自転車をそのまま列車内に持ち込める混乗試験を実施しています
　ＪＲ四国、愛媛県及び高知県では予土線の利用を促進するとともに、愛媛県南予地域及び四万十川流域におけるサイクリングの一層の普及や沿線地域への誘客を
図るため、予土線・宇和島駅～窪川駅間で普通列車に自転車をそのまま持ち込めるサイクルトレインの混乗試験を実施しています。

「アンパンマン列車」推進事業の取り組み「アンパンマン列車」推進事業の取り組み

アンパンマン列車 ラインナップ

土讃線アンパンマン列車
運転区間：岡山～高知～中村

瀬戸大橋アンパンマントロッコ
運転区間：岡山～高松・琴平

ゆうゆうアンパンマンカー

【毎日運転】

【運転日限定】

【運転日限定】運転区間：高松→徳島・徳島～阿波池田

〈2016年春現在〉

　2000年秋、鮮やかなブルーのボディに、「それいけ！アンパンマン」のキャラクターが元気いっぱいに描かれたアンパンマン列車第1号
が、土讃線特急「南風」号に誕生しました。「それいけ！アンパンマン」の原作者であるやなせたかし先生が高知県出身であること、同
キャラクターの持つ道徳性・人間性が、鉄道の持つ公共性に合致することなどから、子どもたちの夢を乗せた列車が実現したのです。
　2016年春には、アンパンマン列車では初の特急形電車である「予讃線8000系アンパンマン列車」が予讃線特急「しおかぜ」
「いしづち」号に新登場。「鉄道による、四国におけるアンパンマンワールドの構築」に向けて、これからますます進化するアンパンマン
列車をお楽しみください。

アンパンマン列車のあゆみ

2015年度利用者数

予讃線アンパンマンシート

約 13,600 名

土讃線アンパンマンシート

約 22,800 名

ゆうゆうアンパンマンカー

約 11,500 名

瀬戸大橋
アンパンマントロッコ

約 19,900 名

合　計

約 67,800 名

2000年　土讃線 特急「南風」にアンパンマン列車デビュー(ブルー)
2001年　土讃線 特急「南風」にアンパンマン列車2号デビュー(ピンク)
　 〃　　  予讃線 特急｢しおかぜ｣｢いしづち｣｢宇和海｣にアンパンマン列車デビュー
2002年　ゆうゆうアンパンマンカーデビュー
2005年　予讃線 特急「しおかぜ」にアンパンマンシートデビュー
2006年　アンパンマントロッコデビュー
2008年　土讃線 特急「南風」にアンパンマンシートデビュー
　 〃　　  アンパンマンの声の車内放送スタート
2009年　土讃線 特急「南風」をグリーンとオレンジにリニューアル
2012年　復興支援事業！アンパンマントロッコがJR東日本管内を走行
２０１５年　瀬戸大橋アンパンマントロッコリニューアルデビュー
２０１６年　予讃線 特急「しおかぜ」「いしづち」に特急形電車「８０００系アンパンマン列車」デビュー

今後もより多くのお客様に楽しんでいただける列車を目指します。

運転区間：岡山・高松～松山

2016年
３月２６日（土）
デビュー【毎日運転】

予讃線宇和海
アンパンマン列車

運転区間：松山～宇和島
【毎日運転】

予讃線８０００系アンパンマン列車
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瀬戸大橋
アンパンマントロッコ

運転日
〈5月〉
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ゆうゆう
アンパンマンカー

運転日
〈5月〉

１号車 アンパンマンシート

ミニ運転台

グリーン 1号車アンパンマンシート オレンジ

ゆかまど

きねんさつえいスペース

プレイルーム

していせき

【注意事項】
１　自転車の列車への積み降ろし、ホーム及び車内での安全管理はお客様の自己責任でお願いします。
２   ホームへは、こ線橋や階段等のある駅がありますので、ご利用の駅の状況を予めご確認のうえ、ご利用ください。
３　駅舎内、ホーム、車内では危険ですので絶対に自転車には乗らないでください。
４　列車が揺れたり急停車する場合がありますので、自転車が転倒しないようご自身でしっかりと支えてください。
５　混雑時（概ね５０名様以上乗車）には安全のため、５台未満でも自転車の持込みをお断りする場合がございます。
６　列車事故等の異常時においては、駅係員、乗務員の指示に従ってください。

○ご利用駅  宇和島駅～窪川駅の各駅から乗降できます。※北宇和島駅、若井駅での乗降は出来ません！
ご 利 用 日

ご利用対象列車

持 込 み 料 金

持 込 み 台 数

乗 車 位 置

お問い合わせ先

平成28年3月26日（土）から12月18日（日）までの土、日曜日、祝日限定

無　料 （乗車券をお買い求めください。）

１列車につき自転車５台まで

通常のワンマン乗車口からご乗車ください。
上り、下り列車ともに「後乗り前降り」になります。

宇和島駅 ☎0895-22-0175　　窪川駅 ☎0880-22-0156

列車名

普通（ワンマン）

普通（ワンマン）

宇和島駅

宇和島駅

１１：３６

１７：３０

窪川駅

窪川駅

１３：４７

１９：３７

始発駅 終着駅 列車名

普通（ワンマン）

普通（ワンマン）

普通（ワンマン）

窪川駅

窪川駅

窪川駅

６：２２

１５：１７

１６：５８

宇和島駅

宇和島駅

宇和島駅

８：２８

１７：２１

１９：１５

始発駅 終着駅

上　

り

下　

り

アンパンマン列車 検索



◀にんじんドレッシング

▲手作りれんこんクッキー

▲ハンドクリーム
（いたの・キャロリーヌ）

▲つけもの侍いたのすけ

●あすたむらんど徳島
　「科学で遊ぼう自然を学ぼう」をテーマに、屋外
活動が楽しめる公園ゾーンと、宇宙や科学につい
て学べる科学館ゾーンで構成された県立の大型
公園施設です。子どもたちの遊び心や好奇心を
くすぐる様 な々遊具や子ども科学館、最新のデジタ
ル投映機を備えたプラネタリウムなどがあり、風車
の丘からは吉野川、眉山まで見渡すことができ、
四季を通して家族でゆったりくつろげます。

●高尾山～ハイキングコース～
　板野町吹田にある高尾山（標高２６１メートル）
の山道には、町内外からたくさんの人が登山に訪
れています。地元の登山愛好家らがボランティア
で草刈りや倒木の撤去、桜やモミジなどの植樹を
行っており、美しい登山道を保っています。見晴ら
しの良い場所には、イスなども設置されており、お
子様からご高齢の方まで楽しめるハイキングコー
スとなっております。

　板野町は、北に阿讃山脈、南に肥沃な吉野川
平野を配し、米・野菜・果樹などの農業生産を基
盤としながらも、県北東部の文化教育の拠点とし
て役割を果たしています。また、町内には四国八
十八箇所霊場のうち３つの札所があり、悠久の流
れと共に、多数の巡礼者が訪れる姿は、町の風物
詩となっています。

●あせび温泉やすらぎの郷
　ジェットバスや気泡風呂が楽しめる大浴場、露
天風呂、サウナなど７種類の浴場を完備しておりま
す。アルカリ性の泉質で、入浴後はお肌がつるつ
るし、なめらかになる効能があると言われていま
す。周辺の歴史や四季折々の借景もお楽しみくだ
さい。

●地産地消の商品紹介
　板野町は、町の基幹産業である農業の振興を
図るため、町内産の野菜などを使った商品の開
発を支援しています。これまでには、町内産のにん
じんを有効活用したドレッシングやハンドクリーム
（いたの・キャロリーヌ）、れんこんをたっぷり使った
手作りれんこんクッキー、また、板野町商工会青年
部が中心となり、栽培から、収穫、加工に至るまで
手作りしたつけもの侍いたのすけなどが完成し
ています。

発行：四国旅客鉄道株式会社広報室
〒760-8580 高松市浜ノ町8番33号　Tel.087-825-1626

に　し ご　よ　や　く
電話で列車の指定席が予約できるサービス

受付時間
（年中無休）
8：00～22：00

受付時間（年中無休）
8：00～20：00
通話料がかかります。

列車の発着時刻、運賃・料金、鉄道企画商品に関するお問い合わせ

（お客様がお使いの電話回線の種類によってはご利用いただけない場合があります。） 【通話料無料（携帯電話含む）】 【有料（ひかり電話からはこちらをご利用ください。）】

JR四国電話
案内センター 0088-24-5489 078-341-79030570-00-4592

し　こ　く　に

　大正５年（１９１６年）４月１日に予讃線（観音寺駅～川之江駅間）が開通、予讃線が愛媛県へと延伸し、本年で１００周年を迎えます。
　これを記念し、観音寺駅～川之江駅の各駅に記念のぼり旗を掲出し、沿線の賑わいを創出すると共に地域の方や利用者の方と一緒に
１００周年をお祝いします。

予讃線（観音寺駅～川之江駅間）開通１００周年

予讃線（愛ある伊予灘線）：五郎駅

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

掲出期間

活き活きと
　　魅力に満ちた
　　　　　田園都市

前日までの限定発売。高松⇔徳島間の特急列車自由席を土曜日や休日におトクにご利用いただける往復きっぷです。

詳しくは、ＪＲ四国ホームページ 　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国 おトクなきっぷ 検索

の限定発売 高松⇔徳島間の特急列車自由席を土曜日や休日におトクにご利用いただける往

週末自由席早トクきっぷ週末自由席早トクきっぷ

●有効期間は２日間です。
●高松～徳島間の特急列車自由席を往復ご利用いただけます。
●ご出発日（「ゆき券」ご利用日）が土曜日または休日の場合に限り発売いたします。
　※休日とは、日曜日、祝日、振替休日及び国民の休日をいいます。
●「ゆき券」は土曜日または休日に限りご利用いただけます。（「ゆき券」の平日の利用はできません。）
●ご出発日（「ゆき券」ご利用日）の１ヶ月前から前日までにご購入ください。
●ご出発日（「ゆき券」ご利用日）当日は発売いたしません。
●有効期間開始日の変更はいたしません。
●小児は大人の半額です。
●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●普通列車に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。

ご利用区間
高松⇔徳島

有効期間
２日間

おねだん（※小児半額）

2,68０円

平成２８年７月中旬まで

のぼり旗掲出駅 観音寺駅、豊浜駅、箕浦駅、川之江駅
のぼり旗デザイン

JR四国は国土交通省が主体で全国の
ＪＲや私鉄各社が取り組む「鉄道でエコ
キャンペーン」に参加しています。

ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

平成２8年 月号
No.343
5

JR四国ニュースNo.343

徳島県板野町

■お問い合わせ先
　板野町産業課 ☎088-672-5994

高
徳
線

高
徳
線

あすたむらんど
徳島

あすたむらんど
徳島

あせび温泉
やすらぎの郷
あせび温泉
やすらぎの郷

高尾山高尾山

板野町役場板野町役場

卍地蔵寺卍地蔵寺

卍大日寺卍大日寺
卍金泉寺卍金泉寺

板野駅板野駅

阿波
川端駅
阿波
川端駅

阿波大宮駅阿波大宮駅

N

～たぬき駅長のお出迎え～
　観光列車「伊予灘ものがたり」が、駅係員の
いない無人駅である予讃線（愛ある伊予灘線）
の五郎駅にさしかかると、列車はスピードを落と
し、駅のホームでは「たぬき駅長」が地元の方々
と一緒に手を振って出迎えてくれます。
　かつて、この付近をねぐらにしていた「たぬき
の五郎と鉄子」がエサを求めて駅に来ていた時
代から、地元の方々や五郎駅とたぬきの関係は
深く、今ではエサの時間になると、たぬきが毎晩
のように五郎駅に姿を現すそうです。
　五郎駅の他にも、沿線では様々な場所から
多くの方がそれぞれ趣向を凝らしたおもてなしで
「伊予灘ものがたり」を出迎えてくれます。


