
九」アジア初演100周年記念事業を予定しており
ます。本誌では初演の日である６月１日を中心とし
た事業を紹介させて頂きます。

■開幕イベント
　5月27日（日）鳴門市文化会館において、「子ども
と大人のベートーヴェン交響曲第４楽章演奏会」
が100周年の開幕を彩ります。合唱には鳴門市内
の小学６年生約200名が出演し、オーケストラには
徳島交響楽団に所属する子どもたちが中心に演
奏いたします。また第２部として、2006（平成18）年
に公開された初演のエピソードを元に描かれた映
画「バルトの楽園」を上映します。
【問】「第九」ブランド化推進室　☎088-684-1538

■よみがえる「第九」演奏会
　初演からちょうど100年目を迎える6月1日に、鳴
門市ドイツ館前広場において開催されます。この
演奏会は初演と同じ午後6時半から開演し、合唱
団とソリストは男性のみで構成されています。また
オーケストラ・合唱とも初演と同じ人数で演奏され
るなど、まさに当時の様子が100年の時を超え、現
在によみがえる演奏会となっています。
【問】認定NPO法人鳴門「第九」を歌う会
☎088-686-9999

　みなさまは日本人にとってなじみのあるベートー
ヴェン作曲 交響曲「第九番」（通称「第九」）がア
ジアで初めて演奏された地がどこかご存じでしょう
か？1918（大正７）年６月１日、徳島県鳴門市にあっ
た板東俘虜収容所でドイツ兵捕虜が演奏したこ
とが、アジアでの「第九」の発祥です。第一次世界
大戦中という過酷な環境下において初演された
背景には、松江豊寿所長の捕虜に対する思いや
りのある対応や、捕虜と地元民との心温まる交流
があげられます。戦争を乗り越え、織りなされた友
愛の史実は、今なお鳴門市の誇りとして受け継が
れています。

　そして本年、いよいよ初演から100年目を迎え、
この節目となる年が素晴らしい祝祭となるよう、「第

■第37回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会
　６月２日（土）、３日（日）には鳴門市文化会館にお
いて「第九」演奏会が開催されます。初演の地で
ある鳴門で100周年を祝うため、日本だけでなく、ド
イツ・アメリカ・中国からも合唱団が集い、各約600名
のコーラスをお楽しみ頂けます。この演奏会は昭
和57年に鳴門市文化会館の落成記念として行わ
れて以来、毎年恒例の一大文化イベントとなって
おり、37回目を迎える今年は、100周年を記念し、
２日間に拡大してお届けいたします。
【問】認定NPO法人鳴門「第九」を歌う会
☎088-686-9999

　「第九」を満喫し、100年の歴史を感じられること
間違いなしの１週間です。「第九の聖地」とも呼ば
れ、魅力あふれる徳島県鳴門市へぜひお越し下
さい。この他の「第九」アジア初演100周年記念事
業については「なると第九」公式ウェブサイトに随
時掲載されていきます。記念すべき節目のイベント
に参加し、100周年を共に盛り上げていきましょう。
「なると第九」公式ウェブサイト
http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/daiku/

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

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

予讃線：讃岐府中駅

2018年、鳴門市では
「第九」アジア初演から
100周年を迎えます！

ふ　  り ょ

が く  え ん

ドイツ兵によるオーケストラと合唱団

「第九」初演のプログラム

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

～四国と本州を結んで３０年～
　香川県坂出市と岡山県倉敷市を結ぶ瀬戸大橋
は、1988年4月10日に開通しました。瀬戸大橋は5つ
の島を6つの橋で結ぶ総称で、海峡部橋りょうが約
9.4㎞、道路・鉄道共用部区間を含めると約13.1㎞
にもなり道路・鉄道併用橋としては世界最大級の長さ
を誇ります。
　現在、瀬戸大橋上は一日約140本の列車を運行
しており、一日平均では約2万2千人のお客様に
ご利用いただいております。今年は開通30周年の
節目の年を迎え、さまざなイベントを開催しています。
　高松駅～岡山駅を結ぶ「快速マリンライナー」の
1号車グリーン車両には9月30日まで記念ヘッドマー
クを取り付けて運行しています。香川県や四国各地
の観光地へお出かけの際にはぜひＪＲをご利用くだ
さい。

徳島県鳴門市

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

■お問い合わせ先
　鳴門市役所「第九」ブランド化推進室
　☎088－684－1538

　“大人の上質な時間を貴方に”をコンセプトに平成２８年１１月、オレンジ
タウン（香川県さぬき市）内にオープンした「みかうさカフェ」。自慢の香り高い
珈琲とともにスイーツやランチが味わえ、夜は定期的に音楽ライブが開催さ
れています。素敵な安らぎの時間を過ごすことができる人気のカフェです。
　この度、平成３０年４月１日（日）に、思いを込めたアートギャラリーが新設
され、ライブはもちろん、いろんなジャンルのアート好きな方々が、奏でたり
展示をしたり、みんなでわいわい集える店“珈琲とギャラリーと音楽を楽しむ
カフェ”としてリニューアルオープンしました。珈琲好きな人、ゆっくり読書がしたい人、ちょっと息抜きしたい人、
是非ご来店ください。

『さよならＴＳＥ』カウントダウン乗車ツアー
　世界初の制御付振子式気動車として四国の鉄道の高速化に貢献してくれた2000系ＴＳＥ編成は2018年をもって引退と
なります。ＪＲ四国では長年のご愛顧に感謝の気持ちを込め、最後の営業運転ツアーを実施します。
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珈琲とともにスイ ツやランチが味

　そして本年、いよいよ初演から1
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タウン（香川県さぬき市）内にオー
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Group Information

「みかうさカフェ」リニューアルオープン「みかうさカフェ」リニューアルオープン ～よんてつ不動産株式会社～

鳴門駅鳴門駅

池谷駅池谷駅板東駅板東駅
徳島
阿波おどり空港
徳島
阿波おどり空港

ポカリスエット
スタジアム
ポカリスエット
スタジアム

鳴門市文化会館鳴門市文化会館

鳴門市ドイツ館鳴門市ドイツ館

道の駅 第九の里道の駅 第九の里

ドイツ村公園
（板東俘虜
　 収容所跡地）

ドイツ村公園
（板東俘虜
　 収容所跡地）

N

珈琲とギャラリーと音楽を楽しむカフェ「みかうさカフェ」
●営業時間／11:00～17:00（ＬＯ16:00）
●定 休 日／月曜日、火曜日

●住 所／香川県さぬき市志度５０５５－６７（オレンジタウン内）
●電 話／０８７－８１３－５５６０

※ツアー詳細やお申込など、詳しくはＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国ツアー 検索

第1弾
カウント３ お別れＴＳＥ！
南予・予土線への旅

●出発日／６月１日（金）（１泊２日／松山駅発着）
●ツアーの見所／予讃線は「愛ある伊予灘
線」を、土佐くろしお鉄道中村線では「ルー
プ線」の走行をお楽しみいただけます。

第2弾
カウント２ もうすぐお別れＴＳＥ！
高知・土讃線への旅

●出発日／６月１５日（金）（１泊２日／高松駅発着）
●ツアーの見所／カーブの連続する区間が
多い土讃線での快適な乗り心地を体験した
り、本四備讃線の走行もお楽しみ頂けます。

第3弾
カウント1 ほんとにお別れＴＳＥ！
多度津工場への旅

●出発日／７月３日（火）（日帰り／高松駅発）
●ツアーの見所／多度津駅から多度津工場
への入線や工場見学もお楽しみ頂けます。
TSE編成営業運転のフィナーレとなります。



瀬戸大橋開通３０周年
香川県

　昭和６３年に開通した瀬戸大橋は、４月１０日に開通３０周年を迎えました。こ
れまで、四国（香川）と本州（岡山）を結ぶ交通の大動脈として、経済、観光、生
活、文化等広範な分野で交流を飛躍
的に拡大させました。
　この機会に、広く瀬戸大橋のことを
知っていただくとともに、より一層の
四国地域と中国地域の交流促進を図
るために、記念事業やイベントを開催
いたします。

ときめき★あわ旅 ～The Activities～
徳島県

　２０１７年にラフティング世界選手権が開かれた徳島県の小歩危峡は世界有
数の激流と水量を誇ります。美しい海岸線が広がる県の南部は、マリンス
ポーツが盛んです。
　「ときめき★あわ旅～ T h e 
Activities～」は、徳島の自然を生か
したアクティビティや阿波おどり、歩
き遍路などの徳島が誇る魅力を、五
感をフルに使って存分に体感してい
ただくキャンペーンです。

志国高知幕末維新博 第二幕
高知県

　大政奉還から１５０年を迎えた昨年から開催している「志国高知幕末維新
博」は、４月２１日から第二幕が開幕。
　第二幕では、メイン会場である高知
県立坂本龍馬記念館がグランドオー
プンするほか、ジョン万次郎資料館も
リニューアルオープンし、これまで以
上に各地域の魅力をご体感いただけ
ます。また、明治期に活躍した土佐の
偉人も併せてPRしていきます。

道後オンセナート２０１８
愛媛県

　ついに始まった４年ぶりのアートの大祭
「道後オンセナート２０１８」。
　＜オマージュ＞（賛歌）をキーワードに、
約２０名のアーティストの作品が道後の街
を彩ります。
　日本最古といわれる道後温泉で、街中や
ホテルに設置された多彩な作品と多様な
イベントを体感して、頭も心も楽しく「のぼ
せよう」。

JR四国ニュース JR四国ニュース平成30年5月１日 No.367

「しあわせぐるり、しこくるり。」観光キャンペーン「しあわせぐるり、しこくるり。」観光キャンペーン
「四国の鉄道写真３０選 フォトコンテスト」の開催について「四国の鉄道写真３０選 フォトコンテスト」の開催について　今年の４月から９月までの６か月間、「『しあわせぐるり、しこくるり。』観光キャンペーン」（以下、「しこくるりキャンペーン」）が実施されております。

　このキャンペーンは、昨年４月から６月までＪＲグループ６社の協力のもと、四国４県が一丸となって展開した「四国デスティネーションキャンペーン」（以
下、「四国ＤＣ」）の盛り上がりを一過性のものとするのではなく、これを機会に四国の観光を一層盛り上げていこうという意識のもと、四国４県及びＪＲ四国
の魅力ある観光素材を全国の方にPRし、四国への誘客につなげるために実施されるものです。
　キャンペーン期間中、「学（まなび）くるり」「観（ながめ）くるり」「遊（あそび）くるり」「心（こころ）くるり」「食（ぐるめ）くるり」と５つのテーマに分けて観光素
材をご提案し、魅力あふれた四国の旅をご堪能いただけます。また、心のこもった「おもてなし」でお客様をお迎えし、「四国を旅してよかった。」「また四国
へ行きたい。」と思っていただけるようなキャンペーンにしてまいります。

キャンペーン期間中の主な特別企画・イベント1

おすすめ観光素材2
『こんぴらさんの“おもしろ”』展（香川県）
　　　　　　　　　　　　　9/30（日）まで
　金刀比羅宮所蔵の3,000点
を超える文化財の中から、選り
すぐりの“おもしろ”くて、興味
深い美術品、奉納品を期間限定
で特別公開。夜中に鬼や妖怪が
練り歩くという百鬼夜行の様子
を描いた「百鬼夜行絵」、巨大な
怪魚が印象的な「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」、国の重要有形
民俗文化財に指定された「天狗面」、「廻船模型」なども登場。

高知県立坂本龍馬記念館（高知県）
　本館は「龍馬と“遊ぶ”」を
テーマに、龍馬は何をした人
物かを、体験アイテムやビジュ
アルを交えた展示で紹介しま
す。新館は「龍馬と“心を通わ
す”」をテーマに貴重な実物資
料を通して龍馬について理解
を深めることができます。坂本龍馬記念館は、今まで以上に龍馬を深く
知ることのできる施設へと生まれ変わりました。

琴平町 金刀比羅宮 宝物館 ☎0877-75-2121（金刀比羅宮社務所） 
8:30～17:00（入館は16:30まで）　会期中無休
入場料 大人800円、高・大生400円、中学生以下無料
◎参道下へは、琴平駅下車、徒歩約10分

坂本龍馬記念館 ☎088-841-0001
９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
観覧料　企画展開催時　一般（１８歳以上）　７００円
　　　　その他の期間　一般（１８歳以上）　４９０円
（企画展開催時は、常設展示のみを観覧する料金設定はございません。）
※高校生以下無料

募集期間

部門及び賞品

応募方法

２０１８年 ５月１日（火）～８月３１日（金）
インスタグラムアプリからの応募に限ります。

〈日本語〉 JR四国フォトコンテスト２０１８
〈英　語〉 jrshikoku_photocontest2018

スマートフォンで
インスタグラムの
公式アカウントを
「フォロー」

1
STEP

写真を撮影

2
STEP

各部門の
♯（ハッシュタグ）
いずれか1つ
をつけて投稿

3
STEP

公式
アカウント

1 鉄道からの車窓部門 列車からの風景写真 窓枠越しのショットもGood！
最優秀賞「JR四国ホテルズ賞」 １点 JRホテルクレメント高松ペア宿泊券（朝食付）
優秀賞「四国キヨスク賞」 ９点 四国キヨスクオリジナルnanacoカード 3,000円分

2 鉄道のある風景部門 列車や駅等と風景の組み合わせの写真 あなただけの特別なスポットで！
最優秀賞 １点 JR四国日帰り旅行商品にペアでご招待
優秀賞「四国ツーリズム創造機構賞」 ９点 四国の名産品 詰め合わせ

3 観光列車部門 ものがたり列車やアンパンマン列車等の写真（車窓、風景は問いません。）
最優秀賞 １点 JR四国観光列車にペアでご招待（食事付）
優秀賞 ９点 JR四国旅行券 3,000円分

結果発表 ２０１８年１０月１日（月）以降、当フォトコンテストのWEBページで発表致します。

※写真の内容により、お申し込み部門を変更する場合があります。

お問い合わせ 四国の鉄道写真３０選 フォトコンテストキャンペーン事務局 　4photocon@jr-shikoku.co.jp

ＪＲ四国全線の特急列車自由席が連続３日乗り降り自由となるきっぷです。
四国をくるり一周！
フォトコンテスト参加に便利な

ＪＲ四国のフリーきっぷ

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。

応募条件や注意事項など詳しくは専用WEBページ（https://www.jr-shikoku-photocontest.com）をご覧ください。

JR四国 おトクなきっぷ 検索

四国フリーきっぷ

【フリー区間】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。）
　　　　　  土佐くろしお鉄道会社線（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。）
【ご利用列車・設備】特急列車・普通列車の普通車自由席
【おねだん】16,140円（小児半額）
【有効期間】３日間
【発売箇所】JR四国の主な駅・ワープ支店・駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社バースデイきっぷ

【フリー区間】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。）
　　　　　  土佐くろしお鉄道会社線全線 ・ 阿佐海岸鉄道会社線全線
　　　　　  ジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除きます。）
【おねだん】

【有効期間】３日間
【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

土休日等限定で、ＪＲ四国全線の特急列車自由席が１日乗り降り自由となるきっぷです。
週末乗り放題きっぷ

【フリー区間】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。）
　　　　　  土佐くろしお鉄道会社線（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。）
【ご利用列車・設備】特急列車・普通列車の普通車自由席
【おねだん】10,280 円（小児半額）
【有効期間】1日間 ※土曜日、日曜日、祝日、振替休日、国民の休日、12月31日及び
　　　　　　　　　1月2日、3日に限ります。
【発売箇所】JR四国の主な駅・ワープ支店・駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

誕生月の連続３日、ＪＲ四国全線と土佐くろしお鉄道全線の特急列車が乗り
降り自由となるきっぷです。阿佐海岸鉄道とジェイアール四国バスの路線
バスもご利用になれます。グリーン車用と普通車自由席用があります。

※小児半額（普通車自由席用）
　グリーン車用は小児設定は
　ありません。
※各タイプとも「お連れ様用」
　の設定がございます。

グリーン車用

13,000円
普通車自由席用

9,500円

JRホテルクレメント高松

四国キヨスク
オリジナルnanacoカード

※画像はイメージです。

ハッシュタグ

ハッシュタグ

ハッシュタグ



瀬戸大橋開通３０周年
香川県

　昭和６３年に開通した瀬戸大橋は、４月１０日に開通３０周年を迎えました。こ
れまで、四国（香川）と本州（岡山）を結ぶ交通の大動脈として、経済、観光、生
活、文化等広範な分野で交流を飛躍
的に拡大させました。
　この機会に、広く瀬戸大橋のことを
知っていただくとともに、より一層の
四国地域と中国地域の交流促進を図
るために、記念事業やイベントを開催
いたします。

ときめき★あわ旅 ～The Activities～
徳島県

　２０１７年にラフティング世界選手権が開かれた徳島県の小歩危峡は世界有
数の激流と水量を誇ります。美しい海岸線が広がる県の南部は、マリンス
ポーツが盛んです。
　「ときめき★あわ旅～ T h e 
Activities～」は、徳島の自然を生か
したアクティビティや阿波おどり、歩
き遍路などの徳島が誇る魅力を、五
感をフルに使って存分に体感してい
ただくキャンペーンです。

志国高知幕末維新博 第二幕
高知県

　大政奉還から１５０年を迎えた昨年から開催している「志国高知幕末維新
博」は、４月２１日から第二幕が開幕。
　第二幕では、メイン会場である高知
県立坂本龍馬記念館がグランドオー
プンするほか、ジョン万次郎資料館も
リニューアルオープンし、これまで以
上に各地域の魅力をご体感いただけ
ます。また、明治期に活躍した土佐の
偉人も併せてPRしていきます。

道後オンセナート２０１８
愛媛県

　ついに始まった４年ぶりのアートの大祭
「道後オンセナート２０１８」。
　＜オマージュ＞（賛歌）をキーワードに、
約２０名のアーティストの作品が道後の街
を彩ります。
　日本最古といわれる道後温泉で、街中や
ホテルに設置された多彩な作品と多様な
イベントを体感して、頭も心も楽しく「のぼ
せよう」。

JR四国ニュース JR四国ニュース平成30年5月１日 No.367

「しあわせぐるり、しこくるり。」観光キャンペーン「しあわせぐるり、しこくるり。」観光キャンペーン
「四国の鉄道写真３０選 フォトコンテスト」の開催について「四国の鉄道写真３０選 フォトコンテスト」の開催について　今年の４月から９月までの６か月間、「『しあわせぐるり、しこくるり。』観光キャンペーン」（以下、「しこくるりキャンペーン」）が実施されております。

　このキャンペーンは、昨年４月から６月までＪＲグループ６社の協力のもと、四国４県が一丸となって展開した「四国デスティネーションキャンペーン」（以
下、「四国ＤＣ」）の盛り上がりを一過性のものとするのではなく、これを機会に四国の観光を一層盛り上げていこうという意識のもと、四国４県及びＪＲ四国
の魅力ある観光素材を全国の方にPRし、四国への誘客につなげるために実施されるものです。
　キャンペーン期間中、「学（まなび）くるり」「観（ながめ）くるり」「遊（あそび）くるり」「心（こころ）くるり」「食（ぐるめ）くるり」と５つのテーマに分けて観光素
材をご提案し、魅力あふれた四国の旅をご堪能いただけます。また、心のこもった「おもてなし」でお客様をお迎えし、「四国を旅してよかった。」「また四国
へ行きたい。」と思っていただけるようなキャンペーンにしてまいります。

キャンペーン期間中の主な特別企画・イベント1

おすすめ観光素材2
『こんぴらさんの“おもしろ”』展（香川県）
　　　　　　　　　　　　　9/30（日）まで
　金刀比羅宮所蔵の3,000点
を超える文化財の中から、選り
すぐりの“おもしろ”くて、興味
深い美術品、奉納品を期間限定
で特別公開。夜中に鬼や妖怪が
練り歩くという百鬼夜行の様子
を描いた「百鬼夜行絵」、巨大な
怪魚が印象的な「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」、国の重要有形
民俗文化財に指定された「天狗面」、「廻船模型」なども登場。

高知県立坂本龍馬記念館（高知県）
　本館は「龍馬と“遊ぶ”」を
テーマに、龍馬は何をした人
物かを、体験アイテムやビジュ
アルを交えた展示で紹介しま
す。新館は「龍馬と“心を通わ
す”」をテーマに貴重な実物資
料を通して龍馬について理解
を深めることができます。坂本龍馬記念館は、今まで以上に龍馬を深く
知ることのできる施設へと生まれ変わりました。

琴平町 金刀比羅宮 宝物館 ☎0877-75-2121（金刀比羅宮社務所） 
8:30～17:00（入館は16:30まで）　会期中無休
入場料 大人800円、高・大生400円、中学生以下無料
◎参道下へは、琴平駅下車、徒歩約10分

坂本龍馬記念館 ☎088-841-0001
９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
観覧料　企画展開催時　一般（１８歳以上）　７００円
　　　　その他の期間　一般（１８歳以上）　４９０円
（企画展開催時は、常設展示のみを観覧する料金設定はございません。）
※高校生以下無料

募集期間

部門及び賞品

応募方法

２０１８年 ５月１日（火）～８月３１日（金）
インスタグラムアプリからの応募に限ります。

〈日本語〉 JR四国フォトコンテスト２０１８
〈英　語〉 jrshikoku_photocontest2018

スマートフォンで
インスタグラムの
公式アカウントを
「フォロー」

1
STEP

写真を撮影

2
STEP

各部門の
♯（ハッシュタグ）
いずれか1つ
をつけて投稿

3
STEP

公式
アカウント

1 鉄道からの車窓部門 列車からの風景写真 窓枠越しのショットもGood！
最優秀賞「JR四国ホテルズ賞」 １点 JRホテルクレメント高松ペア宿泊券（朝食付）
優秀賞「四国キヨスク賞」 ９点 四国キヨスクオリジナルnanacoカード 3,000円分

2 鉄道のある風景部門 列車や駅等と風景の組み合わせの写真 あなただけの特別なスポットで！
最優秀賞 １点 JR四国日帰り旅行商品にペアでご招待
優秀賞「四国ツーリズム創造機構賞」 ９点 四国の名産品 詰め合わせ

3 観光列車部門 ものがたり列車やアンパンマン列車等の写真（車窓、風景は問いません。）
最優秀賞 １点 JR四国観光列車にペアでご招待（食事付）
優秀賞 ９点 JR四国旅行券 3,000円分

結果発表 ２０１８年１０月１日（月）以降、当フォトコンテストのWEBページで発表致します。

※写真の内容により、お申し込み部門を変更する場合があります。

お問い合わせ 四国の鉄道写真３０選 フォトコンテストキャンペーン事務局 　4photocon@jr-shikoku.co.jp

ＪＲ四国全線の特急列車自由席が連続３日乗り降り自由となるきっぷです。
四国をくるり一周！
フォトコンテスト参加に便利な

ＪＲ四国のフリーきっぷ

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。

応募条件や注意事項など詳しくは専用WEBページ（https://www.jr-shikoku-photocontest.com）をご覧ください。

JR四国 おトクなきっぷ 検索

四国フリーきっぷ

【フリー区間】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。）
　　　　　  土佐くろしお鉄道会社線（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。）
【ご利用列車・設備】特急列車・普通列車の普通車自由席
【おねだん】16,140円（小児半額）
【有効期間】３日間
【発売箇所】JR四国の主な駅・ワープ支店・駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社バースデイきっぷ

【フリー区間】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。）
　　　　　  土佐くろしお鉄道会社線全線 ・ 阿佐海岸鉄道会社線全線
　　　　　  ジェイアール四国バスの路線バス（高速バスを除きます。）
【おねだん】

【有効期間】３日間
【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

土休日等限定で、ＪＲ四国全線の特急列車自由席が１日乗り降り自由となるきっぷです。
週末乗り放題きっぷ

【フリー区間】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。）
　　　　　  土佐くろしお鉄道会社線（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。）
【ご利用列車・設備】特急列車・普通列車の普通車自由席
【おねだん】10,280 円（小児半額）
【有効期間】1日間 ※土曜日、日曜日、祝日、振替休日、国民の休日、12月31日及び
　　　　　　　　　1月2日、3日に限ります。
【発売箇所】JR四国の主な駅・ワープ支店・駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

誕生月の連続３日、ＪＲ四国全線と土佐くろしお鉄道全線の特急列車が乗り
降り自由となるきっぷです。阿佐海岸鉄道とジェイアール四国バスの路線
バスもご利用になれます。グリーン車用と普通車自由席用があります。

※小児半額（普通車自由席用）
　グリーン車用は小児設定は
　ありません。
※各タイプとも「お連れ様用」
　の設定がございます。

グリーン車用

13,000円
普通車自由席用

9,500円

JRホテルクレメント高松

四国キヨスク
オリジナルnanacoカード

※画像はイメージです。

ハッシュタグ

ハッシュタグ

ハッシュタグ



九」アジア初演100周年記念事業を予定しており
ます。本誌では初演の日である６月１日を中心とし
た事業を紹介させて頂きます。

■開幕イベント
　5月27日（日）鳴門市文化会館において、「子ども
と大人のベートーヴェン交響曲第４楽章演奏会」
が100周年の開幕を彩ります。合唱には鳴門市内
の小学６年生約200名が出演し、オーケストラには
徳島交響楽団に所属する子どもたちが中心に演
奏いたします。また第２部として、2006（平成18）年
に公開された初演のエピソードを元に描かれた映
画「バルトの楽園」を上映します。
【問】「第九」ブランド化推進室　☎088-684-1538

■よみがえる「第九」演奏会
　初演からちょうど100年目を迎える6月1日に、鳴
門市ドイツ館前広場において開催されます。この
演奏会は初演と同じ午後6時半から開演し、合唱
団とソリストは男性のみで構成されています。また
オーケストラ・合唱とも初演と同じ人数で演奏され
るなど、まさに当時の様子が100年の時を超え、現
在によみがえる演奏会となっています。
【問】認定NPO法人鳴門「第九」を歌う会
☎088-686-9999

　みなさまは日本人にとってなじみのあるベートー
ヴェン作曲 交響曲「第九番」（通称「第九」）がア
ジアで初めて演奏された地がどこかご存じでしょう
か？1918（大正７）年６月１日、徳島県鳴門市にあっ
た板東俘虜収容所でドイツ兵捕虜が演奏したこ
とが、アジアでの「第九」の発祥です。第一次世界
大戦中という過酷な環境下において初演された
背景には、松江豊寿所長の捕虜に対する思いや
りのある対応や、捕虜と地元民との心温まる交流
があげられます。戦争を乗り越え、織りなされた友
愛の史実は、今なお鳴門市の誇りとして受け継が
れています。

　そして本年、いよいよ初演から100年目を迎え、
この節目となる年が素晴らしい祝祭となるよう、「第

■第37回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会
　６月２日（土）、３日（日）には鳴門市文化会館にお
いて「第九」演奏会が開催されます。初演の地で
ある鳴門で100周年を祝うため、日本だけでなく、ド
イツ・アメリカ・中国からも合唱団が集い、各約600名
のコーラスをお楽しみ頂けます。この演奏会は昭
和57年に鳴門市文化会館の落成記念として行わ
れて以来、毎年恒例の一大文化イベントとなって
おり、37回目を迎える今年は、100周年を記念し、
２日間に拡大してお届けいたします。
【問】認定NPO法人鳴門「第九」を歌う会
☎088-686-9999

　「第九」を満喫し、100年の歴史を感じられること
間違いなしの１週間です。「第九の聖地」とも呼ば
れ、魅力あふれる徳島県鳴門市へぜひお越し下
さい。この他の「第九」アジア初演100周年記念事
業については「なると第九」公式ウェブサイトに随
時掲載されていきます。記念すべき節目のイベント
に参加し、100周年を共に盛り上げていきましょう。
「なると第九」公式ウェブサイト
http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/daiku/

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

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

予讃線：讃岐府中駅

2018年、鳴門市では
「第九」アジア初演から
100周年を迎えます！

ふ　  り ょ

が く  え ん

ドイツ兵によるオーケストラと合唱団

「第九」初演のプログラム

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

～四国と本州を結んで３０年～
　香川県坂出市と岡山県倉敷市を結ぶ瀬戸大橋
は、1988年4月10日に開通しました。瀬戸大橋は5つ
の島を6つの橋で結ぶ総称で、海峡部橋りょうが約
9.4㎞、道路・鉄道共用部区間を含めると約13.1㎞
にもなり道路・鉄道併用橋としては世界最大級の長さ
を誇ります。
　現在、瀬戸大橋上は一日約140本の列車を運行
しており、一日平均では約2万2千人のお客様に
ご利用いただいております。今年は開通30周年の
節目の年を迎え、さまざなイベントを開催しています。
　高松駅～岡山駅を結ぶ「快速マリンライナー」の
1号車グリーン車両には9月30日まで記念ヘッドマー
クを取り付けて運行しています。香川県や四国各地
の観光地へお出かけの際にはぜひＪＲをご利用くだ
さい。

徳島県鳴門市

e5489詳しくは 検索

おトクなきっぷや、主な駅の情報など

JR四国ツアー 検索

■お問い合わせ先
　鳴門市役所「第九」ブランド化推進室
　☎088－684－1538

　“大人の上質な時間を貴方に”をコンセプトに平成２８年１１月、オレンジ
タウン（香川県さぬき市）内にオープンした「みかうさカフェ」。自慢の香り高い
珈琲とともにスイーツやランチが味わえ、夜は定期的に音楽ライブが開催さ
れています。素敵な安らぎの時間を過ごすことができる人気のカフェです。
　この度、平成３０年４月１日（日）に、思いを込めたアートギャラリーが新設
され、ライブはもちろん、いろんなジャンルのアート好きな方々が、奏でたり
展示をしたり、みんなでわいわい集える店“珈琲とギャラリーと音楽を楽しむ
カフェ”としてリニューアルオープンしました。珈琲好きな人、ゆっくり読書がしたい人、ちょっと息抜きしたい人、
是非ご来店ください。

『さよならＴＳＥ』カウントダウン乗車ツアー
　世界初の制御付振子式気動車として四国の鉄道の高速化に貢献してくれた2000系ＴＳＥ編成は2018年をもって引退と
なります。ＪＲ四国では長年のご愛顧に感謝の気持ちを込め、最後の営業運転ツアーを実施します。
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珈琲とともにスイ ツやランチが味

　そして本年、いよいよ初演から1
この節目となる年が素晴らしい祝祭

“大人の上質な時間を貴方
タウン（香川県さぬき市）内にオー

グループ
インフォメーション
グループ

インフォメーション
Group Information

「みかうさカフェ」リニューアルオープン「みかうさカフェ」リニューアルオープン ～よんてつ不動産株式会社～

鳴門駅鳴門駅

池谷駅池谷駅板東駅板東駅
徳島
阿波おどり空港
徳島
阿波おどり空港

ポカリスエット
スタジアム
ポカリスエット
スタジアム

鳴門市文化会館鳴門市文化会館

鳴門市ドイツ館鳴門市ドイツ館

道の駅 第九の里道の駅 第九の里

ドイツ村公園
（板東俘虜
　 収容所跡地）

ドイツ村公園
（板東俘虜
　 収容所跡地）

N

珈琲とギャラリーと音楽を楽しむカフェ「みかうさカフェ」
●営業時間／11:00～17:00（ＬＯ16:00）
●定 休 日／月曜日、火曜日

●住 所／香川県さぬき市志度５０５５－６７（オレンジタウン内）
●電 話／０８７－８１３－５５６０

※ツアー詳細やお申込など、詳しくはＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国ツアー 検索

第1弾
カウント３ お別れＴＳＥ！
南予・予土線への旅

●出発日／６月１日（金）（１泊２日／松山駅発着）
●ツアーの見所／予讃線は「愛ある伊予灘
線」を、土佐くろしお鉄道中村線では「ルー
プ線」の走行をお楽しみいただけます。

第2弾
カウント２ もうすぐお別れＴＳＥ！
高知・土讃線への旅

●出発日／６月１５日（金）（１泊２日／高松駅発着）
●ツアーの見所／カーブの連続する区間が
多い土讃線での快適な乗り心地を体験した
り、本四備讃線の走行もお楽しみ頂けます。

第3弾
カウント1 ほんとにお別れＴＳＥ！
多度津工場への旅

●出発日／７月３日（火）（日帰り／高松駅発）
●ツアーの見所／多度津駅から多度津工場
への入線や工場見学もお楽しみ頂けます。
TSE編成営業運転のフィナーレとなります。


