
　10月 ９日（日）午後２時～
　10月10日（月）午前10時30分～・午後２時～
　脇町劇場オデオン座（美馬市脇町大字猪尻字
西分140-1）

②第10回うだつをいける～悠久の美と共に～
　華道家・假屋崎省吾氏に
よる「うだつをいける」も今回
で10回目の開催となります。
シンビジウムをはじめとする
地元の花や樹木が、假屋崎
氏の演出によって艶やかに
生まれ変わり、うだつの町並
みを彩ります。
　平成29年１月８日（日）～２月19日（日）　吉田家
住宅（美馬市脇町大字脇町55番地）※入館料
510円でご覧いただけます。
　☆オープニング特別イベント
　　デモンストレーショントークショー＆サイン会
　　（前売り1,500円、当日2,000円）
　平成29年１月８日（日）
　午前11時30分～・午後１時30分～
　脇町劇場オデオン座（美馬市脇町大字猪尻字
西分140-1）

　徳島県の西部に位置し、豊かな自然と数多くの
文化財が残るまちです。四国三郎の別名を持つ
吉野川が市のほぼ中央を東西に流れ、日本一の
清流・穴吹川など、幾多の川が吉野川に流れ込ん
でいます。また、阿讃山脈や剣山といった山 に々抱
かれ、日本の原風景ともいえる山里の風景が佇ん
でいます。
■脇町うだつの町並みに
　美馬市観光交流センターがオープン
　国選定重要伝統的建造物群保存地区である
脇町うだつの町並みに美馬市観光交流センター
がオープンしました。観光交流室、藍染工房、茶房
の三つで構成され、藍染工房では、藍の集散地と
して栄えた脇町うだつの町並みで本格的な藍染
めが体験できます（800円～）。また、茶房「くるわっ
か」では、無農薬有機野菜ばかりを使用したヘル
シーな食事を提供しています。

■秋から冬に美馬市観光大使の
　イベント目白押し
①第５回林家一門会
～笑う「うだつ」に福が来る～
（前売り2,000円、当日2,500円）
　テレビに多数出演されて
いる落語家・林家三平氏を
はじめとする林家一門会が
脇町劇場オデオン座で本格
江戸落語を開催します。

③うだつがあがる芝居公演（観覧無料）

　映画監督・矢田清巳監督演出の芝居公演で、
東映太秦の俳優陣と、美馬市内の子どもたちで
結成された「美馬市劇団あおいろ」による時代劇
です。笑いや涙、殺陣などのアクションシーンもある
本格時代劇となっています。
　平成29年１月28日（土）・29日（日）いずれも時間
は調整中
　脇町劇場オデオン座（美馬市脇町大字猪尻字
西分140-1）
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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

脇 劇場 座 本格脇町劇場オデオン座で本格
江戸落語を開催します。

牟岐線：阿波海南駅～海部駅間

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

四国DC「カウントダウンボード」登場！四国DC「カウントダウンボード」登場！
　平成２９年４月から展開する大型観光キャンペーン「四国デスティネーションキャンペーン（四国
DC）」の開催２００日前となった平成２８年９月１３日（火）に高松駅、松山駅、徳島駅、高知駅の各
駅でカウントダウンボードの設置が行われました。ボードは縦が約１７０㎝、横が約９０㎝で四国DC
のスタートまで機運を高めていきます。当日は除幕式を実施し、駅の利用者にパンフレットの配布を
行い、四国DCをPRしました。
　カウントダウンボードは、JR四国本社や四国４県の県庁内にも設置しています。

※季節・天候などにより一部内容が変更となる場合がございます。※写真はすべてイメージです。

ＪＲ特急列車 お食事 α

詳しくは、専用パンフレット・ＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　をご覧ください。
お問い合わせ／ＪＲ四国 旅の予約センター　☎087-825-1662 （営業時間 平日10:00～18:00 土・日・祝 10:00～17:00）

あじな散歩道 検索

ＪＲ穴吹駅着

四季料理 森友
うだつ御膳

ご  ぜん

もり　とも JRで行く気軽な日帰り旅行として人気の「駅長推薦あじな散歩道」を好評発売中です。
■ご利用条件／1名様よりご利用できます。
　　　　　　　ご利用日の2日前12時までにお申込ください。
■設定除外日／１２月２９日～１月３日
■お食事時間／１２：００～２０：００
■お子様／大人と別料理となります。
■穴吹駅より送迎があります。（要予約）
■最寄り駅からの移動／穴吹駅よりタクシーで約7分。
■主な駅からのおねだん／往復ＪＲ＋食事
主な駅
大　人
小　児 ※左記以外の発駅設定もございます。

高 松
7,880円
4,210円

松 山
9,980円
5,260円

徳 島
5,880円
3,210円

高 知
7,880円
4,210円外観外観

かい  ふ

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/
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■チケット購入・お問い合わせ先
　美馬市役所商工観光課　☎0883-52-5610
　美馬市観光協会　☎0883-53-8599

脇町劇場（オデオン座）
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～山のないトンネル「町内トンネル」～
　皆さんは徳島県海陽町にある珍しいトンネル
「町内トンネル」をご存じでしょうか。写真で
見てお分かりのように、このトンネルには山が
ありません。以前このトンネルの上には山が
ありましたが、周囲の宅地開発のために山が
削られ、トンネルだけが残ったため珍しい形に
なりました。牟岐線にご乗車の際には町内トン
ネルにも注目してみてはいかがでしょうか？
　また、ＪＲ四国では、徳島～室戸岬～高知
の区間の鉄道と、高知県東部交通バスが乗り
降り自由となる「四国みぎした５５フリーきっぷ」
を発売しておりますので、「四国の右下」観光
の際にはどうぞご利用ください。

ま ち　う ち
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　ＪＲ四国では、「安全報告書」の平成２８年度版を８月２２日に公表しました。これは、鉄道事業者の安全管理体制の確立を目的に改正された
鉄道事業法において、作成・公表が義務付けられており、平成２７年度の安全に対する基本方針や安全重点施策などをとりまとめたものです。

第２3回「鉄道の日」に協賛して「鉄道の日ふれあい祭り」などを開催
１０月１４日の「鉄道の日」を記念し、四国各地で｢鉄道の日ふれあい祭り｣や「一日駅長」などのいろいろな行事を開催します。

※車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場の設備はありません）
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◆日時：１０月１5日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：松山運転所
　●ミニＳＬの運転・・・・・・ミニＳＬにご乗車いただけます。
　●鉄道模型の運転・・・新幹線、特急列車、貨物列車等の鉄道模型を運転します。
　●転車台回転体験・・・２０００系車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験していただけます。
　●洗車機体験・・・・・・・・７０００系車両に乗って洗車機の中を通り、洗車作業の様子を体験して
　　　　　　　　　　いただけます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●記念撮影・・・・・・・・・・・２０００系又は８０００系車両を背景に、ＪＲ制帽、上着を着用して記念
　　　　　　　　　　撮影をしていただけます。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他・・・軽食、バザーコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月１5日（土）９時２０分～１１時３０分
◆場所：松山駅
　●道後マドンナと愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」を一日駅長に
　　任命し、列車の出発式等を行います。
　　１０：００　一日駅長が改札口で改集札を行います。
　　１１：００　１番ホームにて、番町幼稚園児による和太鼓演奏を行います。
　　１１：２３　１番ホームにて、「特急しおかぜ１６号」への出発合図を行います。
　●コンコースにて、一日駅長に任命した愛媛県イメージアップキャラクター
　　「みきゃん」との記念撮影会を行います。

★一日駅長等

◆日時：１０月１6日（日）１０時００分～１５時００分
◆場所：宇和島運転区
　●ミニ列車の運転・・・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●転車台回転体験・・・・キハ３２形車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験して
　　　　　　　　　　  いただけます。
　●２０００系振子体験・・・２０００系車両に乗り、振子機構による車体傾斜の体験をしていただけます。
　●レールスター乗車体験・・・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●鉄道模型を運転いたします。
　●記念撮影・・・・２０００系車両を背景に、ＪＲ制帽を着用して記念撮影をしていただけます。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他・・・・・・・金魚すくい、スーパーボールすくい、軽食、バザーコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り

◆日時：１０月8日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：高知運転所　布師田車両基地
　●ミニ列車の運転・・・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●洗車機体験・・・・・・・・・・車両に乗って洗車機の中を通り、洗車作業の様子を体験して
　　　　　　　　　　  いただけます。
　●転車台回転体験・・・・２０００系車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験して
　　　　　　　　　　  いただけます。
　●２０００系振子体験・・・２０００系車両に乗り、振子機構による
　　　　　　　　　　  車体傾斜の体験をしていただけます。
　●車内放送体験・・・・・・・車掌のアナウンス体験をしていただけます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●鉄道写真展示・・・・・・・懐かしい車両の写真を展示します。
　●高知大学吹奏楽部による音楽演奏を行います。
　●その他・・・・・・・・・・・・・・・・プラレール、お祭り広場（バルーンアート・スーパーボールすくい・
　　　　　　　　　　  ガチャポン等）

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月8日（土）９時1５分～１１時２５分
◆場所：高知駅
　●認定こども園桜井幼稚園の園児（２名）を
　　一日駅長に任命し、列車の出発式等を行います。
　　  9:30　コンコースにて、桜井幼稚園児による合唱・楽器演奏を行います。
　　10:13　１番ホームにて、「特急南風１０号」への出発合図を行います。
　●列車体験乗車（往路:１０時１９分～ ４番ホームより発車〔オープンデッキしんたろう号〕）高知駅
　　～後免駅間を往復します。

★一日駅長等

◆日時：１０月１5日（土）9時4５分～１０時５０分
◆場所：高松駅
　●つくし幼稚園の園児（２名）を一日駅長に任命し列車の
　　出発式等を行います。
      10:１５  つくし幼稚園児による合唱を行います。
      10:40  ６番ホームにて、特急いしづち７号の乗務員への
　　　　　 花束贈呈や、出発合図を行います。
　●コンコースにて鉄道模型の運転を行います。（１０時００分～１６時００分）

★一日駅長等
◆日時：１０月１5日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：高松運転所
　●ミニ列車の運転・・・・・・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●洗車機体験・・・・・・・・・・・・車両に乗って洗車機の中を通り、洗車作業の様子を体験し
　　　　　　　　　　　  ていただけます。
　●転車台回転体験・・・・・・・２０００系車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験
　　　　　　　　　　　  していただけます。あわせて、振子機構による車体傾斜の体験
　　　　　　　　　　　  をしていただけます。
　●レールスター乗車体験・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●鉄道模型の運転・・・・・・・・鉄道ジオラマの展示と運転を行います。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他・・・車両の展示、軽食コーナー、ゲームコーナー等

★鉄道の日ふれあい祭り「おいでまい高松運転所」

◆日時：１０月２3日（日）９時３０分～１５時３０分
◆場所：多度津工場
　●２０００系振子体験・・・・・２０００系車両に乗り、振子機構による車体傾斜の体験を
　　　　　　　　　　　 していただけます。
　●車体上げ作業の公開・・車両の車体と台車のドッキング作業を実演します。
　●ミニ列車の運転・・・・・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●ＰＲ室の公開・・・・・・・・・・・鉄道模型の運転、鉄道グッズや写真パネルを展示します。
　●ロードトレイン・・・・・・・・・・通常公開しない工場の作業場を、ロードトレインにご乗車
　　　　　　　　　　　 してご覧いただけます。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他 … スタンプラリー、ゲーム、バザー等

★きしゃぽっぽまつり【多度津フェスティバルと同時開催】

◆日時：１０月8日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：徳島運転所
　●ミニ列車の運転・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●鉄道模型の運転・・・鉄道模型ジオラマを展示し、お子様に鉄道模型を運転していた
　　　　　　　　　　だけます。
　●転車台回転体験・・・１５００型車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験し
　　　　　　　　　　ていただけます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●軌陸車乗車体験・・・電線等の点検車両にご乗車いただけます。
　●起床装置による目覚め体験をしていただけます。
　●鉄道写真の展示・・・珍しい写真をたくさん展示いたします。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他・・・スタンプラリー、射的、ヨーヨー釣り、金魚すくい、バルーンアート、バザー等

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月8日（土）１１時３０分～１２時０５分
◆場所：徳島駅
　●四国大学附属保育所の園児（２名）を一日
　　駅長に任命し、列車の出発式等を行います。
　　11:45　1番ホームにて、四国大学附属　
　　　　　  保育所の園児による合唱を行い　
　　　　　　ます。
　　12:01　1番ホームにて、「特急剣山５号」
　　　　　　への出発合図を行います。
　●コンコースに、プラレールの展示をいたします。
　　（１０時００分～１５時００分）

★一日駅長等

※宇和島駅～宇和島運転区間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

宇和島駅発
１０：３４
１１：２２
１２：５０
１３：２６
１４：２２

宇和島運転区着
１０：３７
１１：２５
１２：５３
１３：２９
１４：２５

上　　り
宇和島運転区発
１１：０６
１２：１６
１３：１８
１４：１０
１５：００

宇和島駅着
１１：０９
１２：１９
１３：２１
１４：１３
１５：０３

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 宇和島駅 ☎０８９５-２２-０１７５

※ご来場の際は高松駅～高松運転所間に送迎用としてシャトル
　列車を運転します。 

下　　り
高松駅発
１０：００
１１：２２
１２：０６
１３：４６
１４：２２

高松運転所着
１０：０９
１１：３１
１２：１５
１３：５５
１４：３１

上　　り
高松運転所発
１１：０１
１１：５１
１３：１１
１４：０１
１４：５９

高松駅着
１１：１０
１２：００
１３：２０
１４：１０
１５：０８

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 高松駅 ☎０８７-８２５-１７０２

※多度津駅～多度津工場間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

多度津駅発
　９：３０
１０：３０
１１：３０
１３：３０
１４：３０

多度津工場着
　９：４８
１０：４８
１１：４８
１３：４８
１４：４８

上　　り
多度津工場発
１０：００
１１：００
１３：００
１４：００
１５：００

多度津駅着
１０：１８
１１：１８
１３：１８
１４：１８
１５：１８

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 多度津駅 ☎０８７７-３３-２２０１

※高知駅～高知運転所（布師田車両基地）間に送迎用として
　シャトル列車を運転します。

上　　り
高知駅発
１０：０７
１０：２６
１０：４６
１１：４４
１２：４２
１３：５３

高知運転所着
１０：１７
１０：４４
１１：００
１２：１０
１２：５２
１４：０３

下　　り
高知運転所発
１１：２８
１２：２５
１３：１２
１４：２３
１４：４８
１５：１５

高知駅着
１１：３７
１２：３５
１３：２６
１４：３５
１４：５７
１５：２６

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 高知駅 ☎０８8-822-8229

※各箇所とも、都合により開催内容を変更する場合があります。※写真はすべて過去の開催内容であり、イメージです。

※車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場の設備はありません）

※車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場の設備はありません）

▶安全報告書の主な内容

▶安全報告書は、当社ＨＰに掲載しています。 http://www.jr-shikoku.co.jp/ → 「安全への取り組み」 → 「平成２８年度版安全報告書」

○安全基本方針
　　「鉄道事業者にとって、安全の確保は事業運営の根幹であり、すべてに
優先する最重要課題である」との基本認識に基づいて定めた「経営理
念」、「行動指針」及び「安全綱領」を掲載しています。
　　また、平成２４年度から５年を期限とした「中期安全推進計画」を推進し、
目標達成のための「目標に向けた５本の柱」及び「安全推進運動」を掲載し
ています。
○安全管理体制
　　平成１８年１０月に制定した安全管理規程によって定めた安全管理のた
めの体制やその方法、また、安全性向上のためのＰＤＣＡサイクル（輸送の
安全に関する方針等の策定、実行、評価、改善のサイクル）などを掲載して
います。
○安全重点施策
　　速度超過防止対策として、速度照査機能付のＡＴＳやオーバーランを防

ぐ機能を持った運転状況記録装置の整備、津波浸水予想区域等の線路
内からの避難出口を示す「避難出口方向標」等の設置、強風対策などの
災害防止対策、踏切等の安全性向上対策や列車からの緊急避難を想定
した支援装置などのハード対策、ヒヤリハット運動や総合事故対策訓練など
のソフト対策などを掲載しています。
○事故等の発生状況
　　踏切で発生した事故や強風、大雨、地震などによる輸送障害の推移、発
生状況、対策などを掲載しています。
○お客様との連携
　　ミニ列車を運行しながら踏切模擬装置を使用して踏切を安全に通行して
いただくためのＰＲ活動、事故防止に向けたＰＲ用パンフレットの配付、こども
たちが安心して暮らせる環境を確保するために取り組んでいる｢こども１１０
番の駅｣、防災士やサービス介助士の資格取得などを掲載しています。

平成27年度忘れ物白書平成27年度忘れ物白書

〈珍しい忘れ物〉
　金剛杖（巡拝道具）、袈裟（巡拝道具）、うどん、骨付き鳥、入れ歯、Wii（ゲーム機）、受験票などがありました。

●できるだけ早く最寄りの駅か乗務員にお申し出下さい。
　お申し出の際は、「いつ」、「どこで（車内であれば何両目、進行方向に向かってどちら側）」、「どのような（色、柄、形状、中身、数など忘れ物の特徴）」
忘れ物をしたのか具体的にお知らせ下さい。

●お申し出の際は、住所、氏名、連絡先等をお知らせ下さい。
●すぐに発見できなくても後日発見される事がありますので、再度お尋ね下さい。また、列車を降りられて時間が経ってから忘れ物に気が付いた
場合は、ご利用になった列車の終着駅にお問い合わせいただくと早期発見できる場合がございます。

●忘れ物を駅でお預りする期間は最長１週間です。これ以降は警察に引き継ぎます。

ＪＲ四国からの
お願い

もし、忘れ物を
したときは、

　平成２７年度（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）のＪＲ四国の駅や列車内などでの忘れ物は、前年度と
比較して件数・現金とも増加しました。
◎忘れ物の総件数は、約34,300件で前年度と比較して約1,700件増加しました。
　また、現金は総額約2,550万円で前年度と比較して約250万円増加しました。
◎一日あたりにしますと、忘れ物件数は約90件、現金については、約69,700円が忘れられたことになります。
◎忘れ物の場所は、列車内が非常に多く約68％、次に駅構内が約27％となっています。
◎品物別では「傘」がトップで約23％、次に「装身具類」が約13％、書籍・文房具が約10％となっています。無事にご本人に返ったものは、品物が約29％、現金が約79％でした。

鳴門
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安全報告書の公表について安全報告書の公表について



　ＪＲ四国では、「安全報告書」の平成２８年度版を８月２２日に公表しました。これは、鉄道事業者の安全管理体制の確立を目的に改正された
鉄道事業法において、作成・公表が義務付けられており、平成２７年度の安全に対する基本方針や安全重点施策などをとりまとめたものです。

第２3回「鉄道の日」に協賛して「鉄道の日ふれあい祭り」などを開催
１０月１４日の「鉄道の日」を記念し、四国各地で｢鉄道の日ふれあい祭り｣や「一日駅長」などのいろいろな行事を開催します。

※車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場の設備はありません）
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◆日時：１０月１5日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：松山運転所
　●ミニＳＬの運転・・・・・・ミニＳＬにご乗車いただけます。
　●鉄道模型の運転・・・新幹線、特急列車、貨物列車等の鉄道模型を運転します。
　●転車台回転体験・・・２０００系車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験していただけます。
　●洗車機体験・・・・・・・・７０００系車両に乗って洗車機の中を通り、洗車作業の様子を体験して
　　　　　　　　　　いただけます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●記念撮影・・・・・・・・・・・２０００系又は８０００系車両を背景に、ＪＲ制帽、上着を着用して記念
　　　　　　　　　　撮影をしていただけます。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他・・・軽食、バザーコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月１5日（土）９時２０分～１１時３０分
◆場所：松山駅
　●道後マドンナと愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」を一日駅長に
　　任命し、列車の出発式等を行います。
　　１０：００　一日駅長が改札口で改集札を行います。
　　１１：００　１番ホームにて、番町幼稚園児による和太鼓演奏を行います。
　　１１：２３　１番ホームにて、「特急しおかぜ１６号」への出発合図を行います。
　●コンコースにて、一日駅長に任命した愛媛県イメージアップキャラクター
　　「みきゃん」との記念撮影会を行います。

★一日駅長等

◆日時：１０月１6日（日）１０時００分～１５時００分
◆場所：宇和島運転区
　●ミニ列車の運転・・・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●転車台回転体験・・・・キハ３２形車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験して
　　　　　　　　　　  いただけます。
　●２０００系振子体験・・・２０００系車両に乗り、振子機構による車体傾斜の体験をしていただけます。
　●レールスター乗車体験・・・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●鉄道模型を運転いたします。
　●記念撮影・・・・２０００系車両を背景に、ＪＲ制帽を着用して記念撮影をしていただけます。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他・・・・・・・金魚すくい、スーパーボールすくい、軽食、バザーコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り

◆日時：１０月8日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：高知運転所　布師田車両基地
　●ミニ列車の運転・・・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●洗車機体験・・・・・・・・・・車両に乗って洗車機の中を通り、洗車作業の様子を体験して
　　　　　　　　　　  いただけます。
　●転車台回転体験・・・・２０００系車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験して
　　　　　　　　　　  いただけます。
　●２０００系振子体験・・・２０００系車両に乗り、振子機構による
　　　　　　　　　　  車体傾斜の体験をしていただけます。
　●車内放送体験・・・・・・・車掌のアナウンス体験をしていただけます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●鉄道写真展示・・・・・・・懐かしい車両の写真を展示します。
　●高知大学吹奏楽部による音楽演奏を行います。
　●その他・・・・・・・・・・・・・・・・プラレール、お祭り広場（バルーンアート・スーパーボールすくい・
　　　　　　　　　　  ガチャポン等）

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月8日（土）９時1５分～１１時２５分
◆場所：高知駅
　●認定こども園桜井幼稚園の園児（２名）を
　　一日駅長に任命し、列車の出発式等を行います。
　　  9:30　コンコースにて、桜井幼稚園児による合唱・楽器演奏を行います。
　　10:13　１番ホームにて、「特急南風１０号」への出発合図を行います。
　●列車体験乗車（往路:１０時１９分～ ４番ホームより発車〔オープンデッキしんたろう号〕）高知駅
　　～後免駅間を往復します。

★一日駅長等

◆日時：１０月１5日（土）9時4５分～１０時５０分
◆場所：高松駅
　●つくし幼稚園の園児（２名）を一日駅長に任命し列車の
　　出発式等を行います。
      10:１５  つくし幼稚園児による合唱を行います。
      10:40  ６番ホームにて、特急いしづち７号の乗務員への
　　　　　 花束贈呈や、出発合図を行います。
　●コンコースにて鉄道模型の運転を行います。（１０時００分～１６時００分）

★一日駅長等
◆日時：１０月１5日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：高松運転所
　●ミニ列車の運転・・・・・・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●洗車機体験・・・・・・・・・・・・車両に乗って洗車機の中を通り、洗車作業の様子を体験し
　　　　　　　　　　　  ていただけます。
　●転車台回転体験・・・・・・・２０００系車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験
　　　　　　　　　　　  していただけます。あわせて、振子機構による車体傾斜の体験
　　　　　　　　　　　  をしていただけます。
　●レールスター乗車体験・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●鉄道模型の運転・・・・・・・・鉄道ジオラマの展示と運転を行います。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他・・・車両の展示、軽食コーナー、ゲームコーナー等

★鉄道の日ふれあい祭り「おいでまい高松運転所」

◆日時：１０月２3日（日）９時３０分～１５時３０分
◆場所：多度津工場
　●２０００系振子体験・・・・・２０００系車両に乗り、振子機構による車体傾斜の体験を
　　　　　　　　　　　 していただけます。
　●車体上げ作業の公開・・車両の車体と台車のドッキング作業を実演します。
　●ミニ列車の運転・・・・・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●ＰＲ室の公開・・・・・・・・・・・鉄道模型の運転、鉄道グッズや写真パネルを展示します。
　●ロードトレイン・・・・・・・・・・通常公開しない工場の作業場を、ロードトレインにご乗車
　　　　　　　　　　　 してご覧いただけます。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他 … スタンプラリー、ゲーム、バザー等

★きしゃぽっぽまつり【多度津フェスティバルと同時開催】

◆日時：１０月8日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：徳島運転所
　●ミニ列車の運転・・・・ミニ列車にご乗車いただけます。
　●鉄道模型の運転・・・鉄道模型ジオラマを展示し、お子様に鉄道模型を運転していた
　　　　　　　　　　だけます。
　●転車台回転体験・・・１５００型車両に乗り、転車台による車両の回転作業を体験し
　　　　　　　　　　ていただけます。
　●レールスター乗車体験・・・線路巡回用車両にご乗車いただけます。
　●軌陸車乗車体験・・・電線等の点検車両にご乗車いただけます。
　●起床装置による目覚め体験をしていただけます。
　●鉄道写真の展示・・・珍しい写真をたくさん展示いたします。
　●鉄道用品等の販売をいたします。
　●その他・・・スタンプラリー、射的、ヨーヨー釣り、金魚すくい、バルーンアート、バザー等

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月8日（土）１１時３０分～１２時０５分
◆場所：徳島駅
　●四国大学附属保育所の園児（２名）を一日
　　駅長に任命し、列車の出発式等を行います。
　　11:45　1番ホームにて、四国大学附属　
　　　　　  保育所の園児による合唱を行い　
　　　　　　ます。
　　12:01　1番ホームにて、「特急剣山５号」
　　　　　　への出発合図を行います。
　●コンコースに、プラレールの展示をいたします。
　　（１０時００分～１５時００分）

★一日駅長等

※宇和島駅～宇和島運転区間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

宇和島駅発
１０：３４
１１：２２
１２：５０
１３：２６
１４：２２

宇和島運転区着
１０：３７
１１：２５
１２：５３
１３：２９
１４：２５

上　　り
宇和島運転区発
１１：０６
１２：１６
１３：１８
１４：１０
１５：００

宇和島駅着
１１：０９
１２：１９
１３：２１
１４：１３
１５：０３

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 宇和島駅 ☎０８９５-２２-０１７５

※ご来場の際は高松駅～高松運転所間に送迎用としてシャトル
　列車を運転します。 

下　　り
高松駅発
１０：００
１１：２２
１２：０６
１３：４６
１４：２２

高松運転所着
１０：０９
１１：３１
１２：１５
１３：５５
１４：３１

上　　り
高松運転所発
１１：０１
１１：５１
１３：１１
１４：０１
１４：５９

高松駅着
１１：１０
１２：００
１３：２０
１４：１０
１５：０８

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 高松駅 ☎０８７-８２５-１７０２

※多度津駅～多度津工場間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

多度津駅発
　９：３０
１０：３０
１１：３０
１３：３０
１４：３０

多度津工場着
　９：４８
１０：４８
１１：４８
１３：４８
１４：４８

上　　り
多度津工場発
１０：００
１１：００
１３：００
１４：００
１５：００

多度津駅着
１０：１８
１１：１８
１３：１８
１４：１８
１５：１８

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 多度津駅 ☎０８７７-３３-２２０１

※高知駅～高知運転所（布師田車両基地）間に送迎用として
　シャトル列車を運転します。

上　　り
高知駅発
１０：０７
１０：２６
１０：４６
１１：４４
１２：４２
１３：５３

高知運転所着
１０：１７
１０：４４
１１：００
１２：１０
１２：５２
１４：０３

下　　り
高知運転所発
１１：２８
１２：２５
１３：１２
１４：２３
１４：４８
１５：１５

高知駅着
１１：３７
１２：３５
１３：２６
１４：３５
１４：５７
１５：２６

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 高知駅 ☎０８8-822-8229

※各箇所とも、都合により開催内容を変更する場合があります。※写真はすべて過去の開催内容であり、イメージです。

※車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場の設備はありません）

※車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場の設備はありません）

▶安全報告書の主な内容

▶安全報告書は、当社ＨＰに掲載しています。 http://www.jr-shikoku.co.jp/ → 「安全への取り組み」 → 「平成２８年度版安全報告書」

○安全基本方針
　　「鉄道事業者にとって、安全の確保は事業運営の根幹であり、すべてに
優先する最重要課題である」との基本認識に基づいて定めた「経営理
念」、「行動指針」及び「安全綱領」を掲載しています。
　　また、平成２４年度から５年を期限とした「中期安全推進計画」を推進し、
目標達成のための「目標に向けた５本の柱」及び「安全推進運動」を掲載し
ています。
○安全管理体制
　　平成１８年１０月に制定した安全管理規程によって定めた安全管理のた
めの体制やその方法、また、安全性向上のためのＰＤＣＡサイクル（輸送の
安全に関する方針等の策定、実行、評価、改善のサイクル）などを掲載して
います。
○安全重点施策
　　速度超過防止対策として、速度照査機能付のＡＴＳやオーバーランを防

ぐ機能を持った運転状況記録装置の整備、津波浸水予想区域等の線路
内からの避難出口を示す「避難出口方向標」等の設置、強風対策などの
災害防止対策、踏切等の安全性向上対策や列車からの緊急避難を想定
した支援装置などのハード対策、ヒヤリハット運動や総合事故対策訓練など
のソフト対策などを掲載しています。
○事故等の発生状況
　　踏切で発生した事故や強風、大雨、地震などによる輸送障害の推移、発
生状況、対策などを掲載しています。
○お客様との連携
　　ミニ列車を運行しながら踏切模擬装置を使用して踏切を安全に通行して
いただくためのＰＲ活動、事故防止に向けたＰＲ用パンフレットの配付、こども
たちが安心して暮らせる環境を確保するために取り組んでいる｢こども１１０
番の駅｣、防災士やサービス介助士の資格取得などを掲載しています。

平成27年度忘れ物白書平成27年度忘れ物白書

〈珍しい忘れ物〉
　金剛杖（巡拝道具）、袈裟（巡拝道具）、うどん、骨付き鳥、入れ歯、Wii（ゲーム機）、受験票などがありました。

●できるだけ早く最寄りの駅か乗務員にお申し出下さい。
　お申し出の際は、「いつ」、「どこで（車内であれば何両目、進行方向に向かってどちら側）」、「どのような（色、柄、形状、中身、数など忘れ物の特徴）」
忘れ物をしたのか具体的にお知らせ下さい。

●お申し出の際は、住所、氏名、連絡先等をお知らせ下さい。
●すぐに発見できなくても後日発見される事がありますので、再度お尋ね下さい。また、列車を降りられて時間が経ってから忘れ物に気が付いた
場合は、ご利用になった列車の終着駅にお問い合わせいただくと早期発見できる場合がございます。

●忘れ物を駅でお預りする期間は最長１週間です。これ以降は警察に引き継ぎます。

ＪＲ四国からの
お願い

もし、忘れ物を
したときは、

　平成２７年度（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）のＪＲ四国の駅や列車内などでの忘れ物は、前年度と
比較して件数・現金とも増加しました。
◎忘れ物の総件数は、約34,300件で前年度と比較して約1,700件増加しました。
　また、現金は総額約2,550万円で前年度と比較して約250万円増加しました。
◎一日あたりにしますと、忘れ物件数は約90件、現金については、約69,700円が忘れられたことになります。
◎忘れ物の場所は、列車内が非常に多く約68％、次に駅構内が約27％となっています。
◎品物別では「傘」がトップで約23％、次に「装身具類」が約13％、書籍・文房具が約10％となっています。無事にご本人に返ったものは、品物が約29％、現金が約79％でした。

鳴門
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安全報告書の公表について安全報告書の公表について



　10月 ９日（日）午後２時～
　10月10日（月）午前10時30分～・午後２時～
　脇町劇場オデオン座（美馬市脇町大字猪尻字
西分140-1）

②第10回うだつをいける～悠久の美と共に～
　華道家・假屋崎省吾氏に
よる「うだつをいける」も今回
で10回目の開催となります。
シンビジウムをはじめとする
地元の花や樹木が、假屋崎
氏の演出によって艶やかに
生まれ変わり、うだつの町並
みを彩ります。
　平成29年１月８日（日）～２月19日（日）　吉田家
住宅（美馬市脇町大字脇町55番地）※入館料
510円でご覧いただけます。
　☆オープニング特別イベント
　　デモンストレーショントークショー＆サイン会
　　（前売り1,500円、当日2,000円）
　平成29年１月８日（日）
　午前11時30分～・午後１時30分～
　脇町劇場オデオン座（美馬市脇町大字猪尻字
西分140-1）

　徳島県の西部に位置し、豊かな自然と数多くの
文化財が残るまちです。四国三郎の別名を持つ
吉野川が市のほぼ中央を東西に流れ、日本一の
清流・穴吹川など、幾多の川が吉野川に流れ込ん
でいます。また、阿讃山脈や剣山といった山 に々抱
かれ、日本の原風景ともいえる山里の風景が佇ん
でいます。
■脇町うだつの町並みに
　美馬市観光交流センターがオープン
　国選定重要伝統的建造物群保存地区である
脇町うだつの町並みに美馬市観光交流センター
がオープンしました。観光交流室、藍染工房、茶房
の三つで構成され、藍染工房では、藍の集散地と
して栄えた脇町うだつの町並みで本格的な藍染
めが体験できます（800円～）。また、茶房「くるわっ
か」では、無農薬有機野菜ばかりを使用したヘル
シーな食事を提供しています。

■秋から冬に美馬市観光大使の
　イベント目白押し
①第５回林家一門会
～笑う「うだつ」に福が来る～
（前売り2,000円、当日2,500円）
　テレビに多数出演されて
いる落語家・林家三平氏を
はじめとする林家一門会が
脇町劇場オデオン座で本格
江戸落語を開催します。

③うだつがあがる芝居公演（観覧無料）

　映画監督・矢田清巳監督演出の芝居公演で、
東映太秦の俳優陣と、美馬市内の子どもたちで
結成された「美馬市劇団あおいろ」による時代劇
です。笑いや涙、殺陣などのアクションシーンもある
本格時代劇となっています。
　平成29年１月28日（土）・29日（日）いずれも時間
は調整中
　脇町劇場オデオン座（美馬市脇町大字猪尻字
西分140-1）

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

脇 劇場 座 本格脇町劇場オデオン座で本格
江戸落語を開催します。

牟岐線：阿波海南駅～海部駅間

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

四国DC「カウントダウンボード」登場！四国DC「カウントダウンボード」登場！
　平成２９年４月から展開する大型観光キャンペーン「四国デスティネーションキャンペーン（四国
DC）」の開催２００日前となった平成２８年９月１３日（火）に高松駅、松山駅、徳島駅、高知駅の各
駅でカウントダウンボードの設置が行われました。ボードは縦が約１７０㎝、横が約９０㎝で四国DC
のスタートまで機運を高めていきます。当日は除幕式を実施し、駅の利用者にパンフレットの配布を
行い、四国DCをPRしました。
　カウントダウンボードは、JR四国本社や四国４県の県庁内にも設置しています。

※季節・天候などにより一部内容が変更となる場合がございます。※写真はすべてイメージです。

ＪＲ特急列車 お食事 α

詳しくは、専用パンフレット・ＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　をご覧ください。
お問い合わせ／ＪＲ四国 旅の予約センター　☎087-825-1662 （営業時間 平日10:00～18:00 土・日・祝 10:00～17:00）

あじな散歩道 検索

ＪＲ穴吹駅着

四季料理 森友
うだつ御膳

ご  ぜん

もり　とも JRで行く気軽な日帰り旅行として人気の「駅長推薦あじな散歩道」を好評発売中です。
■ご利用条件／1名様よりご利用できます。
　　　　　　　ご利用日の2日前12時までにお申込ください。
■設定除外日／１２月２９日～１月３日
■お食事時間／１２：００～２０：００
■お子様／大人と別料理となります。
■穴吹駅より送迎があります。（要予約）
■最寄り駅からの移動／穴吹駅よりタクシーで約7分。
■主な駅からのおねだん／往復ＪＲ＋食事
主な駅
大　人
小　児 ※左記以外の発駅設定もございます。

高 松
7,880円
4,210円

松 山
9,980円
5,260円

徳 島
5,880円
3,210円

高 知
7,880円
4,210円外観外観

かい  ふ

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/
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徳島県美馬市

■チケット購入・お問い合わせ先
　美馬市役所商工観光課　☎0883-52-5610
　美馬市観光協会　☎0883-53-8599

脇町劇場（オデオン座）

うだつの町並み
美馬市観光
交流センター

吉田家住宅

吉野川

穴
吹
駅

穴
吹
駅

至徳
島

至徳
島

至阿波池田至阿波池田 徳島
線

徳島
線

穴吹川

N

～山のないトンネル「町内トンネル」～
　皆さんは徳島県海陽町にある珍しいトンネル
「町内トンネル」をご存じでしょうか。写真で
見てお分かりのように、このトンネルには山が
ありません。以前このトンネルの上には山が
ありましたが、周囲の宅地開発のために山が
削られ、トンネルだけが残ったため珍しい形に
なりました。牟岐線にご乗車の際には町内トン
ネルにも注目してみてはいかがでしょうか？
　また、ＪＲ四国では、徳島～室戸岬～高知
の区間の鉄道と、高知県東部交通バスが乗り
降り自由となる「四国みぎした５５フリーきっぷ」
を発売しておりますので、「四国の右下」観光
の際にはどうぞご利用ください。

ま ち　う ち

む　ぎ


