
食べ物ですが、県外では珍しく、手土産に持参す
ると喜ばれると思います。豊かな自然が育んだ、小
松島の「うまいもん」をぜひ一度ご賞味ください。

　さらに、小松島市には古くから語り継がれる民
話や伝説も数多く残っています。「義経伝説」もそ
の一つです。源義経は、平氏と源氏の戦いである
「源平合戦」の際、戦の天才として数々の功績を
残しました。中でも有名なのが一ノ谷の戦い、屋島
の戦い、そして平家を打ち滅ぼした壇ノ浦の戦い
です。このうち、屋島の戦いの際に大阪の港から
出港した義経が、最初に上陸したのが小松島だ
と言われています。屋島への進軍が始まり、この時
に通った道が今に伝わる「義経街道」です。このう
ち、義経ゆかりの地を結ぶ小松島市内の約１０キ
ロメートルは「義経ドリームロード」と名付けられ、小
松島市の観光名所となっています。２０代の若さ
で、戦に身を投じた若武者が参じたこの地を、遥
か平安時代の歴史やロマンに思いを馳せながら
巡ってみてはいかがでしょうか。
【問】小松島市観光ボランティアガイド協力会
　　☎０８８５－３２－１５３７

　また、小松島市では毎年、様 な々イベントが街を
盛り上げます。７月１５日、１６日は２日間にかけて

　小松島市は徳島県の東側に位置し、かつては
四国と関西を結ぶ玄関口として栄えた港町です。
小松島には豊かな農林水産物をはじめ、古くから
語り継がれる民話や伝説などたくさんの魅力があ
ります。本誌では小松島のうまいもんや歴史、季
節の楽しいイベント等をご紹介いたします。ぜひご
参考に、多くの感動に出会っていただきたいと思
います。

　さて、小松島市には様 な々「うまいもん」がありま
すが、小松島を訪れる際に外せないのはやはり港
町ならではの新鮮な魚介です。その中でも、夏の
味覚として重宝されているハモは、全国でも有数
の漁獲高を誇ります。湯引きで食すのが一般的
で、蒲鉾（練り製品）の材料としても有名です。白

身魚で淡泊なのに脂
質が豊富で、上品な
味わいが特徴です。
カルシウムやタウリン、
タンパク質など栄養も
満点なので夏バテ防
止にも効果抜群。こ
れからの季節には外
せない逸品です。

　また、フィッシュカツも小松島の名産のひとつで
す。白身魚のすり身に、唐辛子やカレー粉等のス
パイスで味付けした練り製品で、そのまま食べても
おいしいですが、少し焼いて食べると風味が増し
てさらにおいしくいただけます。徳島ではメジャーな

小松島港まつりが開催されます。阿波踊りや浴衣
コンテストなど、楽しい企画がたくさん詰まった夏の
一大イベントです。
 
　　　　　　　　　

　特に注目なのは二日目
に行われる花火大会で、
小松島は阿波藩から伝
わる阿波花火発祥の地
でもあるため、阿波の花
火師を代表する市内花
火業者の秘伝と腕の見
せ所でもあります。豪華絢
爛なスターマイン花火や
最大３２０ｍにも広がる尺
玉花火など、約２５００発もの多種多様な花火が
小松島の夜空を彩ります。
【問】小松島市産業振興課
　　☎０８８５－３２－３８０９
　いかがでしたでしょうか。本誌でご紹介したのは
小松島の魅力のほんの一部です。まだまだ語りつ
くせませんが、ぜひ一度小松島市にお越しいただ
き、それぞれの心に響く小松島の新たな魅力を見
つけていただければ幸いです。

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

インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

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。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

おいしいですが、少し焼いて食べる
島で

おいしいですが、少し焼いて食べる
てさらにおいしくいただけます。徳島

予讃線：浅海駅～大浦駅

臨時駅・田井ノ浜駅の『その時駅長』になってみませんか？
　ＪＲ四国では、海水浴シーズンに合わせ７月１５日から８月６日まで牟岐線・由岐駅～木岐駅間に田井ノ浜駅を臨時に開設します。
その間ＪＲを利用して田井ノ浜海水浴場に来られたお客様を対象に『その時駅長』イベントを実施します。

上品な味わいの「ハモ」

日本一の高さを誇る義経像がそびえる「旗山」

心に響く小松島
ピリッと辛い「フィッシュカツ」 にぎわう「浴衣コンテスト」

夜空を彩る「花火大会」

●開催日　平成２９年７月１７日（月・祝）・７月３０日（日）の２日間限定
　雨天もしくは、海水浴場が遊泳中止となった場合はイベントを中止させていただきます。
●『その時駅長』の選出方
　・田井ノ浜駅に臨時停車する以下の３つの列車から降車したお客様が対象
　１０：３９着（特急列車・むろと１号）　１１：１６着（普通列車）　１２：５２着（普通列車）
　※希望者多数の場合は阿南駅長とのじゃんけんで選出します。

●『その時駅長』の業務
　①ＪＲ阿南駅長より委嘱状を受領
　②駅長帽及び『その時駅長』のたすきを掛けて、次に
　　停車する列車から降りてこられたお客様をお迎え
　③列車の運転士に向かって「出発進行」の合図
●お問い合わせ先　阿南駅　☎０８８４-２２-０１４７

下　

り

種 別 列車名
特  急 むろと１号

徳島駅発
９：５１
１０：０９
１１：３９
１２：４３

田井ノ浜駅着
１０：３９
１１：１６
１２：５２
１４：０４

普  通

上　

り

種 別 列車名
特  急 むろと4号

田井ノ浜駅発
１３：１３
１４：３２
１５：２８
１６：３３

徳島駅着
１４：０１
１６：０３
１６：５９
１８：１９

普  通

田井ノ浜駅に臨時停車する列車
（期間：７/１５～７/３１、８/１～８/６）

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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■お問い合わせ先
小松島市役所産業振興課　☎0885-32-3809

～ホビートレインが瀬戸内を走る～
　５月３１日（水）～６月４日（日）まで日本と台
湾の観光団体が集まり「2017日台観光サミット
in四国」が開催されました。期間中は日本と
台湾の観光交流の促進を図るため様々なイ
ベントが行われ、「鉄道ホビートレイン」プラ
レール号、南予キャラクター列車・おさんぽなんよ、
海洋堂ホビートレインの３車両が連結した
臨時列車が運転されました。普段は四万十川
の沿線や山間部の走行が多い各列車ですが、
予讃線の穏やかな瀬戸内海沿いを走行する
珍しい風景がご覧いただけました。

徳島県小松島市

e5489詳しくは 検索

前日までの限定発売。土曜日や休日に快速・普通列車を1日自由に乗り降りいただける
フリータイプのきっぷです。

での限定発売 土曜日や休日に快速・普通列車を1日自由に乗り降りいただけるで前日ま

四国再発見早トクきっぷ四国再発見早トクきっぷ

詳しくは、専用パンフレットまたは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

●土曜日と休日に限りご利用いただけます。
　※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。
●ご利用日の１ヶ月前から前日まで発売します（ご利用日当日
の発売はいたしません）。

●ＪＲ四国線全線（宇多津～児島間を含む）の快速・普通列車の
普通車自由席及び、土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）の普
通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。

●ジェイアール四国バスのうち、路線バス《大栃線（土佐山田～アン
パンマンミュージアム前～大栃間）、久万高原線（松山～久万高原
間）》にご乗車いただけます（高速バスには乗車できません）。

●特急列車及びグリーン車はご利用いただけません。特急券等
の必要な料金券のほかに乗車券も必要となります。

●普通列車の普通車指定席をご利用の場合は、座席指定券を
別途お買い求めください。
●発売箇所/ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワープ
プラザ及び四国内の主な旅行会社

ご利用区間
四国旅客鉄道会社線全線（瀬戸大橋線は児島まで含みます。）

土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）
ジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除きます。）

有効期間

1日間

おねだん

2,06０円
（※小児半額）

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

中田駅中田駅

南小松島駅南小松島駅

小松島
港まつり会場
小松島
港まつり会場

源義経公之像源義経公之像義経ドリームロード義経ドリームロード

N
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踏切事故をなくすための取り組み踏切事故をなくすための取り組み
　ＪＲ四国では、踏切での事故をなくすため、春と秋の全国交通安全運動期間中のほか、各種キャンペーンなどの機会に踏切安全通行ＰＲ活動を実施
しています。また、踏切がより見やすく、通りやすくなるような改良工事などにも取り組んでいます。
　踏切を車で渡るときは、踏切の手前で必ず一旦止まって列車が来ていないことを確認して、前方に車が入れるスペースがあることを確認して通行して
ください。また、警報機が鳴り始めたら、絶対に踏切の中に入らないでください。

　もし踏切で閉じ込められたら、そのまま
車でしゃ断棒を押して踏切の中から脱出
してください。

踏切でトラブルになったら・・・

もし、トラブルになったら
「列車防護編」
～もし脱輪・故障等で踏切内から
　　　　　　　　出られなくなったら～

ＪＲ四国ホームページで下記の動画をご覧いただけます。

　迷わず踏切の「非常ボタン」を押すか、
自動車に備え付けの発炎筒を使って、列
車の運転士に非常事態を知らせて列車
を止める手配をしてください。「非常ボタン」
を押しても、列車が走っている位置によっ
ては止まれないこともありますので、自動
車には絶対に戻らないでください。また
「非常ボタン」を扱ったときには、非常ボタンの下に書かれている連絡先まで速やか
に連絡してください。

踏切の中で車が脱輪したときや、歩行者が倒れたのを
見たときなど、危険を感じたときは・・・

【児童向け事故防止啓蒙クリアファイル】

【鉄道人身事故防止啓発用ポスター】

【踏切ブロックのカラー化】 【自動車通行禁止看板の設置】 【落輪復旧スロープの設置】

　ＪＲ四国には、1,322箇所（平成2９年4月現在）の踏切があります。踏切での事故件数は、年間50件を超えた時期もありましたが、ハード・ソフトの両面で様々な対策を
行ってきた結果、近年では約３分の１程度まで減少しています。
　テレビＣＭによる啓蒙活動、踏切内ブロックのカラー化、落輪復旧スロープ等の対策を実施してきた結果、平成23年度には18件発生していましたが、平成27年度に
は年間で３件まで減少しました。平成28年度には、残念ながら12件の踏切事故が発生しました。ほとんどが警報機もしゃ断棒もある踏切での事故で、しゃ断棒が降りてい
るのに踏切に進入しようとしたものや、渋滞や脱輪のため踏切から脱出できなかったものが大半を占めています。
　ＪＲ四国では、今後も、ハード・ソフト等の様々な対策を実施して、踏切事故を減少させる取組みを行っていきます。

踏切での事故発生件数などについて

　近年、児童による踏切事故や線路内立入り、踏切支
障報知装置へのイタズラ、置石等が多発しています。
　このような事象は、列車の遅れなどにつながるだけで
なく、ひとつ間違えば幼い児童の死傷事故につながり
かねない危険な行為です。児童を鉄道の事故から守る
ため、ＪＲ沿線の小学校低学年を対象にチラシを配布し
たり、踏切安全通行ＰＲの際にクリアファイルを配って
います。今後も児童を対象に、「線路で遊ばない・線路
に石を置かない・警報機が鳴ったら踏切に入らない・非
常ボタンにイタズラしない」の事故防止に向けた啓蒙活
動を実施していきます。

　平成28年度は、踏切やその他の箇所において線路内への立ち入り
などによる人身事故が多発しました。このような鉄道沿線での人身事故
の防止を目的に啓発用ポスターを作製して、列車内及び駅構内に掲
出しています。

児童向け事故防止啓蒙チラシ・クリアファイルの配布について 鉄道人身事故防止啓発用ポスターの掲出について

「脱出編」
～もし踏切内に車が閉じ込められたら～

「四国お城スタンプラリーきっぷ」を好評発売中！
四国お城スタンプラリーに便利！

四国お城スタンプラリーを実施します！四国お城スタンプラリーを実施します！

　スタンプラリーのご参加に便利でおトクな「四国お城スタンプラリーきっぷ」を発売しております。ＪＲ四国全線と土佐くろしお鉄道全線
の特急列車及び普通列車の普通車自由席を３日間自由に乗り降りいただける、フリータイプのきっぷです。

　ＪＲ四国では四国にある１５箇所のお城等をめぐる「四国お城スタンプラリー」を実施します。お城では入場料の割引特典があり、
スタンプの数や条件に応じて、抽選で四国の特産品等が当たります。この機会に、列車でお城をめぐりながら四国を「くるり」と周遊
してみませんか？

実施期間 平成29年7月１日（土）から平成３０年３月３１日（土）まで
スタンプラリーの概要
(1)参加方法
　　ＪＲ四国のホームページ内にある、「四国お城スタンプラリー」専用サイトから、スタンプ台紙をダウンロードし、Ａ４サイズで印刷のうえ、
　ご参加ください。（※駅及びお城等の施設では、印刷できませんのでご注意ください。）
(2)スタンプの集め方
　　スタンプ設置箇所にて、スタンプを台紙に押印して集めます。有料施設の場合は、入場料をお支払いいただき、見学をしていただいてか
　ら押印してください。
(3)参加者特典
　　「割引クーポン」により、１0箇所（表の【割引】表示のある箇所）のお城等と安芸市立書道美術館で入場料の割引が受けられます。「四国お
　城スタンプラリー」専用サイトから、割引クーポンをダウンロードし、Ａ４サイズで印刷のうえ、切り取ってから施設へ提出してください。
　（※駅及び各お城等の施設では、印刷できませんのでご注意ください。）
(4)その他
　　プレゼント内容・応募方法等についての詳細は、ホームページをご覧ください。内 応募方法等 詳細 覧

スタンプ設置箇所（全１５箇所）
①徳島城（徳島市立徳島城博物館）
②川島城
③日和佐城
④高松城（史跡高松城跡 玉藻公園）
⑤丸亀城
⑥松山城
⑦湯築城（道後公園・湯築城資料館）
⑧今治城
⑨宇和島城
⑩大洲城
⑪川之江城
⑫高知城
⑬安芸城（安芸市立歴史民俗資料館）
⑭岡豊城跡（高知県立歴史民俗資料館）
⑮中村城跡

【割引】
無料
無料

【割引】
【割引】
【割引】
無料

【割引】
【割引】
【割引】
有料

【割引】
【割引】
【割引】
無料

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

お問い合わせ先〈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。

四国お城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。四国お城スタンプラリー 検索

し　こ　く　に

◎ＪＲ四国線全線（宇多津～児島間を含む）及び土佐くろしお鉄道線全線の、特急列車及び普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。※ジェイアール四国バスはご利用になれません。
◎普通列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、それぞれ座席指定券、グリーン券を別途お買い求めください。
◎特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お買い求めください。
◎サンライズ瀬戸号には乗車できません。
◎列車乗車後に有効期間を経過する場合は、途中出場しない限り、当該乗車列車のフリー区間の最終着駅までご利用になれます。
◎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
条
件

おねだん
有効期間 ３日間

発売期間
平成３０年３月２9日まで
※ご利用開始日の1ヶ月前からご利用
　開始日当日まで発売いたします。

ご利用期間
平成３０年３月３１日まで
※平成30年3月29日ご出発分まで
　発売いたします。

発売箇所
ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、
ワープ支店、駅ワーププラザ及び
四国内の主な旅行会社※小児半額です。

17,000円

※四万十市立郷土資料館工事中の為、四万十市観光協会に設置しています。

ズ

詳しくはJR四国ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　 をご覧ください。STOP !踏切事故 安全啓発ポスター 検索

踏切ではルールを守りましょう。
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踏切事故をなくすための取り組み踏切事故をなくすための取り組み
　ＪＲ四国では、踏切での事故をなくすため、春と秋の全国交通安全運動期間中のほか、各種キャンペーンなどの機会に踏切安全通行ＰＲ活動を実施
しています。また、踏切がより見やすく、通りやすくなるような改良工事などにも取り組んでいます。
　踏切を車で渡るときは、踏切の手前で必ず一旦止まって列車が来ていないことを確認して、前方に車が入れるスペースがあることを確認して通行して
ください。また、警報機が鳴り始めたら、絶対に踏切の中に入らないでください。

　もし踏切で閉じ込められたら、そのまま
車でしゃ断棒を押して踏切の中から脱出
してください。

踏切でトラブルになったら・・・

もし、トラブルになったら
「列車防護編」
～もし脱輪・故障等で踏切内から
　　　　　　　　出られなくなったら～

ＪＲ四国ホームページで下記の動画をご覧いただけます。

　迷わず踏切の「非常ボタン」を押すか、
自動車に備え付けの発炎筒を使って、列
車の運転士に非常事態を知らせて列車
を止める手配をしてください。「非常ボタン」
を押しても、列車が走っている位置によっ
ては止まれないこともありますので、自動
車には絶対に戻らないでください。また
「非常ボタン」を扱ったときには、非常ボタンの下に書かれている連絡先まで速やか
に連絡してください。

踏切の中で車が脱輪したときや、歩行者が倒れたのを
見たときなど、危険を感じたときは・・・

【児童向け事故防止啓蒙クリアファイル】

【鉄道人身事故防止啓発用ポスター】

【踏切ブロックのカラー化】 【自動車通行禁止看板の設置】 【落輪復旧スロープの設置】

　ＪＲ四国には、1,322箇所（平成2９年4月現在）の踏切があります。踏切での事故件数は、年間50件を超えた時期もありましたが、ハード・ソフトの両面で様々な対策を
行ってきた結果、近年では約３分の１程度まで減少しています。
　テレビＣＭによる啓蒙活動、踏切内ブロックのカラー化、落輪復旧スロープ等の対策を実施してきた結果、平成23年度には18件発生していましたが、平成27年度に
は年間で３件まで減少しました。平成28年度には、残念ながら12件の踏切事故が発生しました。ほとんどが警報機もしゃ断棒もある踏切での事故で、しゃ断棒が降りてい
るのに踏切に進入しようとしたものや、渋滞や脱輪のため踏切から脱出できなかったものが大半を占めています。
　ＪＲ四国では、今後も、ハード・ソフト等の様々な対策を実施して、踏切事故を減少させる取組みを行っていきます。

踏切での事故発生件数などについて

　近年、児童による踏切事故や線路内立入り、踏切支
障報知装置へのイタズラ、置石等が多発しています。
　このような事象は、列車の遅れなどにつながるだけで
なく、ひとつ間違えば幼い児童の死傷事故につながり
かねない危険な行為です。児童を鉄道の事故から守る
ため、ＪＲ沿線の小学校低学年を対象にチラシを配布し
たり、踏切安全通行ＰＲの際にクリアファイルを配って
います。今後も児童を対象に、「線路で遊ばない・線路
に石を置かない・警報機が鳴ったら踏切に入らない・非
常ボタンにイタズラしない」の事故防止に向けた啓蒙活
動を実施していきます。

　平成28年度は、踏切やその他の箇所において線路内への立ち入り
などによる人身事故が多発しました。このような鉄道沿線での人身事故
の防止を目的に啓発用ポスターを作製して、列車内及び駅構内に掲
出しています。

児童向け事故防止啓蒙チラシ・クリアファイルの配布について 鉄道人身事故防止啓発用ポスターの掲出について

「脱出編」
～もし踏切内に車が閉じ込められたら～

「四国お城スタンプラリーきっぷ」を好評発売中！
四国お城スタンプラリーに便利！

四国お城スタンプラリーを実施します！四国お城スタンプラリーを実施します！

　スタンプラリーのご参加に便利でおトクな「四国お城スタンプラリーきっぷ」を発売しております。ＪＲ四国全線と土佐くろしお鉄道全線
の特急列車及び普通列車の普通車自由席を３日間自由に乗り降りいただける、フリータイプのきっぷです。

　ＪＲ四国では四国にある１５箇所のお城等をめぐる「四国お城スタンプラリー」を実施します。お城では入場料の割引特典があり、
スタンプの数や条件に応じて、抽選で四国の特産品等が当たります。この機会に、列車でお城をめぐりながら四国を「くるり」と周遊
してみませんか？

実施期間 平成29年7月１日（土）から平成３０年３月３１日（土）まで
スタンプラリーの概要
(1)参加方法
　　ＪＲ四国のホームページ内にある、「四国お城スタンプラリー」専用サイトから、スタンプ台紙をダウンロードし、Ａ４サイズで印刷のうえ、
　ご参加ください。（※駅及びお城等の施設では、印刷できませんのでご注意ください。）
(2)スタンプの集め方
　　スタンプ設置箇所にて、スタンプを台紙に押印して集めます。有料施設の場合は、入場料をお支払いいただき、見学をしていただいてか
　ら押印してください。
(3)参加者特典
　　「割引クーポン」により、１0箇所（表の【割引】表示のある箇所）のお城等と安芸市立書道美術館で入場料の割引が受けられます。「四国お
　城スタンプラリー」専用サイトから、割引クーポンをダウンロードし、Ａ４サイズで印刷のうえ、切り取ってから施設へ提出してください。
　（※駅及び各お城等の施設では、印刷できませんのでご注意ください。）
(4)その他
　　プレゼント内容・応募方法等についての詳細は、ホームページをご覧ください。内 応募方法等 詳細 覧

スタンプ設置箇所（全１５箇所）
①徳島城（徳島市立徳島城博物館）
②川島城
③日和佐城
④高松城（史跡高松城跡 玉藻公園）
⑤丸亀城
⑥松山城
⑦湯築城（道後公園・湯築城資料館）
⑧今治城
⑨宇和島城
⑩大洲城
⑪川之江城
⑫高知城
⑬安芸城（安芸市立歴史民俗資料館）
⑭岡豊城跡（高知県立歴史民俗資料館）
⑮中村城跡

【割引】
無料
無料

【割引】
【割引】
【割引】
無料

【割引】
【割引】
【割引】
有料

【割引】
【割引】
【割引】
無料

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

お問い合わせ先〈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。

四国お城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。四国お城スタンプラリー 検索

し　こ　く　に

◎ＪＲ四国線全線（宇多津～児島間を含む）及び土佐くろしお鉄道線全線の、特急列車及び普通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。※ジェイアール四国バスはご利用になれません。
◎普通列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、それぞれ座席指定券、グリーン券を別途お買い求めください。
◎特急列車の普通車指定席またはグリーン車をご利用の場合は、乗車券部分のみ有効です。料金券を別途お買い求めください。
◎サンライズ瀬戸号には乗車できません。
◎列車乗車後に有効期間を経過する場合は、途中出場しない限り、当該乗車列車のフリー区間の最終着駅までご利用になれます。
◎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
条
件

おねだん
有効期間 ３日間

発売期間
平成３０年３月２9日まで
※ご利用開始日の1ヶ月前からご利用
　開始日当日まで発売いたします。

ご利用期間
平成３０年３月３１日まで
※平成30年3月29日ご出発分まで
　発売いたします。

発売箇所
ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、
ワープ支店、駅ワーププラザ及び
四国内の主な旅行会社※小児半額です。

17,000円

※四万十市立郷土資料館工事中の為、四万十市観光協会に設置しています。

ズ

詳しくはJR四国ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　 をご覧ください。STOP !踏切事故 安全啓発ポスター 検索

踏切ではルールを守りましょう。



食べ物ですが、県外では珍しく、手土産に持参す
ると喜ばれると思います。豊かな自然が育んだ、小
松島の「うまいもん」をぜひ一度ご賞味ください。

　さらに、小松島市には古くから語り継がれる民
話や伝説も数多く残っています。「義経伝説」もそ
の一つです。源義経は、平氏と源氏の戦いである
「源平合戦」の際、戦の天才として数々の功績を
残しました。中でも有名なのが一ノ谷の戦い、屋島
の戦い、そして平家を打ち滅ぼした壇ノ浦の戦い
です。このうち、屋島の戦いの際に大阪の港から
出港した義経が、最初に上陸したのが小松島だ
と言われています。屋島への進軍が始まり、この時
に通った道が今に伝わる「義経街道」です。このう
ち、義経ゆかりの地を結ぶ小松島市内の約１０キ
ロメートルは「義経ドリームロード」と名付けられ、小
松島市の観光名所となっています。２０代の若さ
で、戦に身を投じた若武者が参じたこの地を、遥
か平安時代の歴史やロマンに思いを馳せながら
巡ってみてはいかがでしょうか。
【問】小松島市観光ボランティアガイド協力会
　　☎０８８５－３２－１５３７

　また、小松島市では毎年、様 な々イベントが街を
盛り上げます。７月１５日、１６日は２日間にかけて

　小松島市は徳島県の東側に位置し、かつては
四国と関西を結ぶ玄関口として栄えた港町です。
小松島には豊かな農林水産物をはじめ、古くから
語り継がれる民話や伝説などたくさんの魅力があ
ります。本誌では小松島のうまいもんや歴史、季
節の楽しいイベント等をご紹介いたします。ぜひご
参考に、多くの感動に出会っていただきたいと思
います。

　さて、小松島市には様 な々「うまいもん」がありま
すが、小松島を訪れる際に外せないのはやはり港
町ならではの新鮮な魚介です。その中でも、夏の
味覚として重宝されているハモは、全国でも有数
の漁獲高を誇ります。湯引きで食すのが一般的
で、蒲鉾（練り製品）の材料としても有名です。白

身魚で淡泊なのに脂
質が豊富で、上品な
味わいが特徴です。
カルシウムやタウリン、
タンパク質など栄養も
満点なので夏バテ防
止にも効果抜群。こ
れからの季節には外
せない逸品です。

　また、フィッシュカツも小松島の名産のひとつで
す。白身魚のすり身に、唐辛子やカレー粉等のス
パイスで味付けした練り製品で、そのまま食べても
おいしいですが、少し焼いて食べると風味が増し
てさらにおいしくいただけます。徳島ではメジャーな

小松島港まつりが開催されます。阿波踊りや浴衣
コンテストなど、楽しい企画がたくさん詰まった夏の
一大イベントです。
 
　　　　　　　　　

　特に注目なのは二日目
に行われる花火大会で、
小松島は阿波藩から伝
わる阿波花火発祥の地
でもあるため、阿波の花
火師を代表する市内花
火業者の秘伝と腕の見
せ所でもあります。豪華絢
爛なスターマイン花火や
最大３２０ｍにも広がる尺
玉花火など、約２５００発もの多種多様な花火が
小松島の夜空を彩ります。
【問】小松島市産業振興課
　　☎０８８５－３２－３８０９
　いかがでしたでしょうか。本誌でご紹介したのは
小松島の魅力のほんの一部です。まだまだ語りつ
くせませんが、ぜひ一度小松島市にお越しいただ
き、それぞれの心に響く小松島の新たな魅力を見
つけていただければ幸いです。

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

インターネットで対象エリア内の新幹線・特急列車などの
指定席が予約できるサービスです。

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。）

JR四国電話
案内センター 0570-00-4592

し　こ　く　に

おいしいですが、少し焼いて食べる
島で

おいしいですが、少し焼いて食べる
てさらにおいしくいただけます。徳島

予讃線：浅海駅～大浦駅

臨時駅・田井ノ浜駅の『その時駅長』になってみませんか？
　ＪＲ四国では、海水浴シーズンに合わせ７月１５日から８月６日まで牟岐線・由岐駅～木岐駅間に田井ノ浜駅を臨時に開設します。
その間ＪＲを利用して田井ノ浜海水浴場に来られたお客様を対象に『その時駅長』イベントを実施します。

上品な味わいの「ハモ」

日本一の高さを誇る義経像がそびえる「旗山」

心に響く小松島
ピリッと辛い「フィッシュカツ」 にぎわう「浴衣コンテスト」

夜空を彩る「花火大会」

●開催日　平成２９年７月１７日（月・祝）・７月３０日（日）の２日間限定
　雨天もしくは、海水浴場が遊泳中止となった場合はイベントを中止させていただきます。
●『その時駅長』の選出方
　・田井ノ浜駅に臨時停車する以下の３つの列車から降車したお客様が対象
　１０：３９着（特急列車・むろと１号）　１１：１６着（普通列車）　１２：５２着（普通列車）
　※希望者多数の場合は阿南駅長とのじゃんけんで選出します。

●『その時駅長』の業務
　①ＪＲ阿南駅長より委嘱状を受領
　②駅長帽及び『その時駅長』のたすきを掛けて、次に
　　停車する列車から降りてこられたお客様をお迎え
　③列車の運転士に向かって「出発進行」の合図
●お問い合わせ先　阿南駅　☎０８８４-２２-０１４７

下　

り

種 別 列車名
特  急 むろと１号

徳島駅発
９：５１
１０：０９
１１：３９
１２：４３

田井ノ浜駅着
１０：３９
１１：１６
１２：５２
１４：０４

普  通

上　

り

種 別 列車名
特  急 むろと4号

田井ノ浜駅発
１３：１３
１４：３２
１５：２８
１６：３３

徳島駅着
１４：０１
１６：０３
１６：５９
１８：１９

普  通

田井ノ浜駅に臨時停車する列車
（期間：７/１５～７/３１、８/１～８/６）

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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■お問い合わせ先
小松島市役所産業振興課　☎0885-32-3809

～ホビートレインが瀬戸内を走る～
　５月３１日（水）～６月４日（日）まで日本と台
湾の観光団体が集まり「2017日台観光サミット
in四国」が開催されました。期間中は日本と
台湾の観光交流の促進を図るため様々なイ
ベントが行われ、「鉄道ホビートレイン」プラ
レール号、南予キャラクター列車・おさんぽなんよ、
海洋堂ホビートレインの３車両が連結した
臨時列車が運転されました。普段は四万十川
の沿線や山間部の走行が多い各列車ですが、
予讃線の穏やかな瀬戸内海沿いを走行する
珍しい風景がご覧いただけました。

徳島県小松島市

e5489詳しくは 検索

前日までの限定発売。土曜日や休日に快速・普通列車を1日自由に乗り降りいただける
フリータイプのきっぷです。

での限定発売 土曜日や休日に快速・普通列車を1日自由に乗り降りいただけるで前日ま

四国再発見早トクきっぷ四国再発見早トクきっぷ

詳しくは、専用パンフレットまたは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

●土曜日と休日に限りご利用いただけます。
　※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。
●ご利用日の１ヶ月前から前日まで発売します（ご利用日当日
の発売はいたしません）。

●ＪＲ四国線全線（宇多津～児島間を含む）の快速・普通列車の
普通車自由席及び、土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）の普
通列車の普通車自由席が乗り降り自由です。

●ジェイアール四国バスのうち、路線バス《大栃線（土佐山田～アン
パンマンミュージアム前～大栃間）、久万高原線（松山～久万高原
間）》にご乗車いただけます（高速バスには乗車できません）。

●特急列車及びグリーン車はご利用いただけません。特急券等
の必要な料金券のほかに乗車券も必要となります。

●普通列車の普通車指定席をご利用の場合は、座席指定券を
別途お買い求めください。
●発売箇所/ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、ワープ支店、駅ワープ
プラザ及び四国内の主な旅行会社

ご利用区間
四国旅客鉄道会社線全線（瀬戸大橋線は児島まで含みます。）

土佐くろしお鉄道線（窪川～若井間）
ジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除きます。）

有効期間

1日間

おねだん

2,06０円
（※小児半額）

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

中田駅中田駅

南小松島駅南小松島駅

小松島
港まつり会場
小松島
港まつり会場
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