
し、ステージにおいてキッズダンスや太鼓演
奏、フラダンス等が実施される予定です。
　また、期間中はＪＲ山川駅から無料シャトル
バスを美郷ほたる館まで運行します。
　無数に広がる美郷のほたるの幻想的な
風景を満喫してみませんか。

●美郷のほたる
　1966年（昭和４１年）に地元有志によって
「ホタル愛護の会」が発足し、ホタルの保護
活動が地域をあげてはじめられました。また
同じ頃、当地域の旧中枝小学校において
は、子どもたちが学校の先生のもとに「ホタル
研究クラブ」を発足し、ホタルの観察、飼育
がはじめられました。地域住民が中心となっ
た一連の活動は、1970年（昭和45年）に地
区全域で「美郷のホタル及びその発生地」
として国の天然記念物に指定され、それら
が発生する環境の学術的な価値が全国的
に認められるきっかけとなりました。
　美郷の河川流域をほたるが発光しながら
乱舞する光景は、「光の吹雪」とも例えられる
ほどです。2000年（平成12年）には、「吉野川
市美郷ほたる館」が開館し、ほたるの保護、
調査研究や野外活動の拠点となっています。
　現在、美郷ではゲンジボタルをはじめ、ヘイ
ケボタル、ヒメボタル、オバボタル、オオマドボタ
ルの５種類が確認されています。ほたるの発
生が特に多く確認されている範囲は、川田
川の大正橋付近から田平橋付近までの
4.8kmですが、支流においても多く確認され
ています。

●美郷ほたるまつり
　ほたるの発生
時期に合わせ、６
月１日から１６日
（予定）にかけて、
「美郷ほたるまつ
り」が開催されま
す。期間中の土曜
日・日曜日には特産
品のＰＲ・即 売
コーナーを設置

～川と緑のふれあうまち～
　吉野川市は、徳島県北部のほぼ中央、
「四国三郎」吉野川の中流域南岸に開けた
場所に位置し、四国八十八ヶ所第１１番札
所「藤井寺」や全国名水百選に選定されて
いる「江川の湧水」、阿波富士とも呼ばれる
「高越山」、国の天然記念物に指定されて
いる「船窪のオンツツジ群落」などがあり、自
然にあふれたまちです。
　また、吉野川市美郷においては、16,000本
の梅の木が生えており、その梅の実を活用し
て梅酒を製造していることから全国初の梅
酒特区に認定されています。さらに、美郷地
区全域が「美郷のホタル及びその発生地」
として、国の天然記念物に指定されており、
ほたるの飛び交う時期に合わせて行われる
美郷ほたるまつりの期間中は、多くの人が美
郷を訪れ楽しんでいます。

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

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

予土線：半家駅～江川崎駅間
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2019年 月号
No.379
5

～自然の中を駆け巡るしまんトロッコ～
　昨年に引き続き、２０１９年度も「予土線の
観光開き」記念式典が開催されました。予土
線は北宇和島駅～若井駅間を結ぶ全長７６．
３㎞のローカル線です。車窓からは風光明媚
な景色をはじめ清流四万十川もご覧いただ
けます。春の陽気につつまれて、３月２１日に
はしまんトロッコも運行を開始しました。予土
線３兄弟を乗り継いで、自然豊かな予土線を
探検してみてはいかがでしょうか。

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

JR四国ニュースNo.379

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。

阿波池田 8,560円

高　   松 9,480円

特急列車でのご旅行は
JR四国の「Sきっぷ」シリーズで！！

■きっぷのお求め、お問い合わせは・・・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

●有効期間は４日間です。
●ご利用区間の特急列車普通車指定席を往復ご利用いただけます。座席の指定は、きっぷをご提示
のうえ、発売箇所で乗車前にお受けください。
●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。
●普通列車や特急列車自由席に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。
●指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券部分のみ有効となり、特急列車に乗車するときは別に特急
券が必要となります。ただし、乗り遅れた当日に限り、後続の特急列車の自由席に乗車できます。

●ゆき券・かえり券とも未使用で有効期間開始日前または有効期間
内の場合、もしくは、かえり券が未使用で有効期間内の場合、手
数料をいただき、発売箇所で承ります（座席の指定を受けたとき
は、お申し出の時期により手数料額が異なります）。
●詳しくは発売箇所にお問い合わせください。

ご利用は 払いもどしは

マルス番号／徳島発17477　徳島着17478

Ｓきっぷ指定席 4日間

ご利用区間の特急列車普通車指定席をご利用
いただける往復きっぷ ご利用区間 おねだん 有効期間

徳　島 高　松⇔ 5,460円

往  復  券
往  復  券

［有効期間］4日間
［有効期間］4日間

4枚回数券
4枚回数券

［有効期間］発行日から3ヶ月間
［有効期間］発行日から3ヶ月間

ご利用区間 おねだん

徳　島 ⇔

ご利用区間

阿波池田 4,580円

高　   松 5,040円

おねだん
QRコード

徳　島 ⇔

■きっぷのお求め、お問い合わせは・・・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

●有効期間は、往復券が４日間、４枚回数券が発行日から３ヶ月間です。
●ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。
●往復券には小児の設定があります（小児は大人の半額です）。
●回数券は1枚ずつでもご利用いただけます。
●回数券は有効期間開始日の変更はいたしません。
●回数券には小児の設定はございません。回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。
●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。

●往復券の払いもどしは、ゆき券・かえり券とも未使用で有効期
間開始日前または有効期間内の場合、もしくは、かえり券が未
使用で有効期間内の場合、手数料をいただき、発売箇所で承
ります。
●回数券の払いもどしは、表紙券があり、全券片未使用で有効
期間内の場合、手数料として２２０円をいただき、発売箇所で
承ります。

●詳しくは発売箇所にお問い合わせください。

ご利用は 払いもどしは

マルス番号／高松37012　阿波池田37015マルス番号／高松　　　高松発17033　高松着17034
　阿波池田　徳島発17039　徳島着17040

Ｓきっぷ
ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけるおトクなきっぷ

8613237－営商－8603760　2019年3月１日現在

※表記のおねだんは消費税8％のおねだんです。 ※表記のおねだんは消費税8％のおねだんです。

※表記のおねだんは消費税8％のおねだんです。

QRコード

QRコード

JR四国の「トクトクきっぷ」などの総合情報サイト トクトクきっぷの検索・ご予約が
ますます便利に！ 
JR四国ツアーWEB会員サービスにご登録いただければ、このパンフレット
に記載のきっぷはすべてJR四国ツアーでお買い求めいただけます。

http://www.jr-eki.com/

ＪＲ四国ツアー

出発地・目的地からトクトクきっぷを素早く検索！
行ってみたいエリアからの検索も可能です。

JR四国ツアーWEB会員登録でスムーズな予約・お支払いが可能！
郵送サービス（有料）により、ご自宅できっぷをお受け取りいただけます。

※ご購入の際、上記の表示のある
　クレジットカードが必要です。

登録料・年会費・利用料０円
24時間365日予約ＯＫ！

自宅で予約・一部商品は決済※までワンフロー！

特急列車自由席をご利用いただけるおトクなきっぷです。

■お問い合わせ先
　吉野川市商工観光課
　☎０８８３－２２－２２２６

お問い合わせ先:美郷ほたる館
開館時間9:00～16:30
（美郷ほたるまつり期間中21時30分までの予定）
住所：徳島県吉野川市美郷
休館日：毎週火曜日（美郷ほたるまつり期間中は無休）
☎０８８３－４３－２８８８

徳島県吉野川市

「列車走行位置情報サービス」のお知らせ
　ＪＲ四国では、列車の位置をパソ
コンやスマートフォンから検索できる
サービス「列車走行位置情報サー
ビス」を開始いたしました。お客様
がご利用になる列車がどこの駅間
を走っているかなどを知ることがで
きるようになりました。列車をお待ち
いただくときに便利なサービスです
ので、是非ご利用ください。

５，０４０円
４，５８０円
９，４８０円
８，５６０円

徳島⇔高松
徳島⇔阿波池田
徳島⇔高松
徳島⇔阿波池田

４日間

発行日から３ヶ月間

■ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。 ■往復券には小児の設定があります（小児は大人の半額です）。
■回数券は１枚ずつでもご利用いただけます。 ■回数券には小児の設定はございません。回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。
■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。
■その他払い戻し等、詳しくは発売箇所にお問い合わせください。

ＪＲ四国ツアー

●発売箇所／ＪＲ四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ、四国内の主な旅行会社

往復券　
４枚回数券

Sきっぷ（往復券・4枚回数券）
おねだん 有効期限ご利用区間

１　サービス名　列車走行位置情報サービス
２　サービス内容　お客様がお持ちのパソコンやスマートフォンなどで、ＪＲ四国管内を走る列車の
　　　　　　　　 位置情報ほか「行き先」や「遅れ時間」も知ることができるようになります。
３　ご利用上の注意
　　(1) 牟岐線、予土線、サービス提供線区の一部の駅では、走行位置の詳細が確認できませんので
　　　 ご了承ください。
　　(2) 当サービスは無料ですが、通信料はお客様のご負担となります。
　　(3) お客様がお持ちの通信機器によっては、当サービスをご利用できないことがあります。

４　アクセスはこちらから　 （画面イメージ）URL：https://train.jr-shikoku.co.jp/sp.html
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ＪＲ四国　環境保全への取り組みＪＲ四国　環境保全への取り組み
「地域観光 チャレンジツアー」第２弾「地域観光 チャレンジツアー」第２弾

　ＪＲ四国では、「ＪＲ四国環境保全への取り組み」をホームページなどで公表しています。今回は、取り組みの
一部をＱ＆Ａ方式で分かりやすくご紹介いたします。

詳しくは、専用のパンフレット・ＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国ツアー 検索

例えば、１人のお客様が列車で１ｋｍ移動（旅行）する場合
のＣＯ２の排出量は、マイカーの約７分の１と言われています。
このように、環境負荷の少ない交通機関である鉄道を、多
くのお客様にご利用して頂くことで、社会全体のＣＯ２削減
につながると考えています。安全・安定輸送はもちろんの
こと、今後とも、より良いサービスを皆様にお届けするよう
努めていきます。

Ｑ．鉄道はどれくらい環境にやさしいの？

A．まず、車両を軽くすれば省エネにつながります。また、ブレーキを
かけたときに余った電気を電線に戻す電車（回生ブレーキ）や新
型エンジンを備えた気動車を導入することでも効果があります。
また、国鉄時代に投入された電車のリニューアル工事を進めるこ
とで、エネルギー効率を高めてきました。これらの車両を「省エネ
車両」と呼んでおり、その導入率は１９９０年には２３.４％でしたが、
２０１７年度末現在では８４.８％（４２７両中３６２両）となっています。

Ｑ．どのような省エネルギーに取り組んでいるの？

A．ＪＲ四国のグループ
会社である株式会社
ＪＲ四国ホテルズは、Ｊ
Ｒホテルクレメント高
松などクレメントブラ
ンドのホテルを四国３
県にて展開していま
す。これらの３ホテ
ルの直営レストラン、
ラウンジ、バー、宴
会場等の施設で使用するプラスチック製ス
トローの使用を２０１８年１１月より順次廃止
し紙製ストローに変更しました。これは、廃
棄プラスチックによる広域的な海洋汚染や
漂着物による海岸の景観の悪化などを防止
するための取り組みです。
　この取り組みに限らず、今後も環境に配
慮した取り組みを継続的に実施し、広くお
客様や地域の皆様に貢献する活動にも努め
ていきます。

Ｑ．鉄道以外の取り組みは？

A．駅に車を駐車し
て列車に乗り換
えていただく「車
deトレイン」及び
「パーク＆ライド」
のサービスを実
施しています。２０
１９年4月時点で
は、４７駅２,８57
台分の駐車場を
整備しています。

Ｑ．鉄道の利用者を増やすための具体的なことは？

A．ＪＲ四国では、「環境保全への取り組み」を作っています。ＪＲ四国のホーム
ページからダウンロードできます。是非ご覧下さい。

Ｑ．もう少し取り組みを詳しく教えてもらえないでしょうか？

ＪＲ四国　環境保全への取り組み２０１８は当社ホームページからダウンロード
できます。

http://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/environment/index.htm

輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（2016年度 旅客）

自家用乗用車 141

98

67

20

0 50 100 150
g-CO2／人キロ
（出典：国土交通省ホームページをもとに作成）

リニューアル工事を行った省エネ電車

200
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鉄道

四国の４つの国立大学の学生が企画した各地域の歴史・文化・食の魅力満載のツアー

　四国の４国立大学とＪＲ四国は、２０１７年９月に四国の地域活性化を目的として、地域振興・観光振興・人材育成について連携協力する協定を結び、
地域に人を呼ぶ旅行プランの企画を進めてまいりました。２０１８年９月には、学内選考で選ばれた８チームの成果発表及び審査会を実施し、優秀企画の
選定を行いました。２０１９年２月に第１弾として３月～４月催行分を発売し、この度、第２弾として５月～６月催行分を発売いたします。

　■旅行代金　おとな９，３００円　（高松駅～丸亀駅発）７，５００円
　■出 発 日   ２０１９年５月１９日（日）・５月２５日（土）日帰り
　　　　　　　※動きやすい服装、履き慣れた靴でご参加ください。
　■行　　程　 四国各駅 －－－ 国分駅 ・・・・・・ オリーブ園SOUJU（創樹） ・・・・・・  国分駅 －－－ 四国各駅
　　　　　　　　

 

●発売箇所／ＪＲ四国の主な駅・駅ワーププラザ、ワープ支店で発売いたします。ＪＲ四国旅の予約センターまたはインターネットでお申し込みできます。

香川の良いものに囲まれながら、いつも頑張る自分のココロとカラダを整える、自分へのご褒美ツアー
★オリーブに囲まれてゆったりとしたヨガをして、心身ともにリラックス。
★夏バテしない薬膳など、普段の生活に活かせる薬膳について学びます。
★ランチは池田先生監修と「LaSalute」の中野シェフによるビュッフェ、食後は薬膳のお茶とお菓子をお楽しみください。

香川大学
まるかんガールズ

香川でココロとカラダすっきり「美」力アップツアー
～オリーブ園でヨガ教室＆地産地消ダイニング～銀賞

9:25出発・集合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  15:00解散

ツアーの
おすすめ
ポイント

受
賞

　■旅行代金　おとな１８，０００円（ＪＲ四国全線１日きっぷ付）
　■出 発 日   ２０１９年６月８日（土）日帰り
　■行　　程　 四国各駅 － 貞光駅 ＝ ①家曽敷 ＝ ②野鍛冶 ＝ 貞光駅  － 四国各駅

　　　　　　　　

 

”にし阿波傾斜地農業システム”を支える鍛冶体験を通して農業の魅力を感じられるツアー
★自然の地形を活用して育てている茶葉を自分たちで摘み、煎って、お茶を楽しみます。
★野鍛冶の工房にてオリジナルペーパーナイフを作成します。

徳島大学
KAJIROMAN 世界農業遺産にふれる!にし阿波日帰り鍛冶体験ツアー銅賞

　　10:30集合・出発　　　　　　　　　　 16:30頃解散

ツアーの
おすすめ
ポイント

受
賞

　■旅行代金　おとな９，８００円（ＪＲ四国全線１日きっぷ付）
　■出 発 日   ２０１９年６月１日（土）日帰り
　■行　　程　 四国各駅 － 阿波池田駅 ・・・ 池田うだつの町歩き ・・・  三好市交流拠点施設「真鍋屋」ＭＩＮＤＥ ・・・ 阿波池田駅 － 四国各駅

　　　　　　　　

 

エゾシカ・ホンシュウジカ・キュウシュウジカを食べ比べてみよう！
★幕末から明治にかけて「刻みたばこ」の生産で栄えた池田町を歩きます。
★ソーセージ職人の横山直樹さんをお迎えして特製ジビエソーセージを食べ、ジビエについて学びます。

徳島大学
ジビエツアー班 シカを食べ尽くす銅賞

ツアーの
おすすめ
ポイント

受
賞

ヨガ会場（雨天時はハウス内）はぐたいむヨガ○Ｒ かわだゆきみさん

１１：３０集合・出発 １５：００頃解散

オリーブの木の
下でゆったり深
呼吸♪

5/6立夏、これから暑
くなる季節に向けて今
日からできる養生ポイ
ント＆食べ物の組み合
わせを薬膳教室で学
び、この夏は夏バテ知
らずに過ごしましょう♪

旬の食材とスロー
フードは心と体を
元気にします。オ
リーブの風に包ま
れながらの一日を
どうぞ！サルーテ！

「LaSalute」のシェフ中野誠司さんイメージ薬膳茶（イメージ）

国際中医師
池田佳代先生

民宿家曽敷昼食（イメージ）茶摘み体験（イメージ）鍛冶体験（イメージ） イメージ

イメージイメージ

幕末から明治にかけて「刻みたばこ」の生産で栄えた池田町を歩きます。

昼食（イメージ）

横山さんが作ったソーセージを味わいます。（イメージ） イメージ イメージ

イメージ
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A．

ＪＲ四国　環境保全への取り組みＪＲ四国　環境保全への取り組み
「地域観光 チャレンジツアー」第２弾「地域観光 チャレンジツアー」第２弾

　ＪＲ四国では、「ＪＲ四国環境保全への取り組み」をホームページなどで公表しています。今回は、取り組みの
一部をＱ＆Ａ方式で分かりやすくご紹介いたします。

詳しくは、専用のパンフレット・ＪＲ四国ホームページ　　　　　　　　　をご覧ください。JR四国ツアー 検索

例えば、１人のお客様が列車で１ｋｍ移動（旅行）する場合
のＣＯ２の排出量は、マイカーの約７分の１と言われています。
このように、環境負荷の少ない交通機関である鉄道を、多
くのお客様にご利用して頂くことで、社会全体のＣＯ２削減
につながると考えています。安全・安定輸送はもちろんの
こと、今後とも、より良いサービスを皆様にお届けするよう
努めていきます。

Ｑ．鉄道はどれくらい環境にやさしいの？

A．まず、車両を軽くすれば省エネにつながります。また、ブレーキを
かけたときに余った電気を電線に戻す電車（回生ブレーキ）や新
型エンジンを備えた気動車を導入することでも効果があります。
また、国鉄時代に投入された電車のリニューアル工事を進めるこ
とで、エネルギー効率を高めてきました。これらの車両を「省エネ
車両」と呼んでおり、その導入率は１９９０年には２３.４％でしたが、
２０１７年度末現在では８４.８％（４２７両中３６２両）となっています。

Ｑ．どのような省エネルギーに取り組んでいるの？

A．ＪＲ四国のグループ
会社である株式会社
ＪＲ四国ホテルズは、Ｊ
Ｒホテルクレメント高
松などクレメントブラ
ンドのホテルを四国３
県にて展開していま
す。これらの３ホテ
ルの直営レストラン、
ラウンジ、バー、宴
会場等の施設で使用するプラスチック製ス
トローの使用を２０１８年１１月より順次廃止
し紙製ストローに変更しました。これは、廃
棄プラスチックによる広域的な海洋汚染や
漂着物による海岸の景観の悪化などを防止
するための取り組みです。
　この取り組みに限らず、今後も環境に配
慮した取り組みを継続的に実施し、広くお
客様や地域の皆様に貢献する活動にも努め
ていきます。

Ｑ．鉄道以外の取り組みは？

A．駅に車を駐車し
て列車に乗り換
えていただく「車
deトレイン」及び
「パーク＆ライド」
のサービスを実
施しています。２０
１９年4月時点で
は、４７駅２,８57
台分の駐車場を
整備しています。

Ｑ．鉄道の利用者を増やすための具体的なことは？

A．ＪＲ四国では、「環境保全への取り組み」を作っています。ＪＲ四国のホーム
ページからダウンロードできます。是非ご覧下さい。

Ｑ．もう少し取り組みを詳しく教えてもらえないでしょうか？

ＪＲ四国　環境保全への取り組み２０１８は当社ホームページからダウンロード
できます。

http://www.jr-shikoku.co.jp/04_company/environment/index.htm

輸送量当たりの二酸化炭素の排出量（2016年度 旅客）

自家用乗用車 141
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67
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g-CO2／人キロ
（出典：国土交通省ホームページをもとに作成）

リニューアル工事を行った省エネ電車

200

航空

バス

鉄道

四国の４つの国立大学の学生が企画した各地域の歴史・文化・食の魅力満載のツアー

　四国の４国立大学とＪＲ四国は、２０１７年９月に四国の地域活性化を目的として、地域振興・観光振興・人材育成について連携協力する協定を結び、
地域に人を呼ぶ旅行プランの企画を進めてまいりました。２０１８年９月には、学内選考で選ばれた８チームの成果発表及び審査会を実施し、優秀企画の
選定を行いました。２０１９年２月に第１弾として３月～４月催行分を発売し、この度、第２弾として５月～６月催行分を発売いたします。

　■旅行代金　おとな９，３００円　（高松駅～丸亀駅発）７，５００円
　■出 発 日   ２０１９年５月１９日（日）・５月２５日（土）日帰り
　　　　　　　※動きやすい服装、履き慣れた靴でご参加ください。
　■行　　程　 四国各駅 －－－ 国分駅 ・・・・・・ オリーブ園SOUJU（創樹） ・・・・・・  国分駅 －－－ 四国各駅
　　　　　　　　

 

●発売箇所／ＪＲ四国の主な駅・駅ワーププラザ、ワープ支店で発売いたします。ＪＲ四国旅の予約センターまたはインターネットでお申し込みできます。

香川の良いものに囲まれながら、いつも頑張る自分のココロとカラダを整える、自分へのご褒美ツアー
★オリーブに囲まれてゆったりとしたヨガをして、心身ともにリラックス。
★夏バテしない薬膳など、普段の生活に活かせる薬膳について学びます。
★ランチは池田先生監修と「LaSalute」の中野シェフによるビュッフェ、食後は薬膳のお茶とお菓子をお楽しみください。

香川大学
まるかんガールズ

香川でココロとカラダすっきり「美」力アップツアー
～オリーブ園でヨガ教室＆地産地消ダイニング～銀賞

9:25出発・集合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  15:00解散

ツアーの
おすすめ
ポイント

受
賞

　■旅行代金　おとな１８，０００円（ＪＲ四国全線１日きっぷ付）
　■出 発 日   ２０１９年６月８日（土）日帰り
　■行　　程　 四国各駅 － 貞光駅 ＝ ①家曽敷 ＝ ②野鍛冶 ＝ 貞光駅  － 四国各駅

　　　　　　　　

 

”にし阿波傾斜地農業システム”を支える鍛冶体験を通して農業の魅力を感じられるツアー
★自然の地形を活用して育てている茶葉を自分たちで摘み、煎って、お茶を楽しみます。
★野鍛冶の工房にてオリジナルペーパーナイフを作成します。

徳島大学
KAJIROMAN 世界農業遺産にふれる!にし阿波日帰り鍛冶体験ツアー銅賞

　　10:30集合・出発　　　　　　　　　　 16:30頃解散

ツアーの
おすすめ
ポイント

受
賞

　■旅行代金　おとな９，８００円（ＪＲ四国全線１日きっぷ付）
　■出 発 日   ２０１９年６月１日（土）日帰り
　■行　　程　 四国各駅 － 阿波池田駅 ・・・ 池田うだつの町歩き ・・・  三好市交流拠点施設「真鍋屋」ＭＩＮＤＥ ・・・ 阿波池田駅 － 四国各駅

　　　　　　　　

 

エゾシカ・ホンシュウジカ・キュウシュウジカを食べ比べてみよう！
★幕末から明治にかけて「刻みたばこ」の生産で栄えた池田町を歩きます。
★ソーセージ職人の横山直樹さんをお迎えして特製ジビエソーセージを食べ、ジビエについて学びます。

徳島大学
ジビエツアー班 シカを食べ尽くす銅賞

ツアーの
おすすめ
ポイント

受
賞

ヨガ会場（雨天時はハウス内）はぐたいむヨガ○Ｒ かわだゆきみさん

１１：３０集合・出発 １５：００頃解散

オリーブの木の
下でゆったり深
呼吸♪

5/6立夏、これから暑
くなる季節に向けて今
日からできる養生ポイ
ント＆食べ物の組み合
わせを薬膳教室で学
び、この夏は夏バテ知
らずに過ごしましょう♪

旬の食材とスロー
フードは心と体を
元気にします。オ
リーブの風に包ま
れながらの一日を
どうぞ！サルーテ！

「LaSalute」のシェフ中野誠司さんイメージ薬膳茶（イメージ）

国際中医師
池田佳代先生

民宿家曽敷昼食（イメージ）茶摘み体験（イメージ）鍛冶体験（イメージ） イメージ

イメージイメージ

幕末から明治にかけて「刻みたばこ」の生産で栄えた池田町を歩きます。

昼食（イメージ）

横山さんが作ったソーセージを味わいます。（イメージ） イメージ イメージ

イメージ



し、ステージにおいてキッズダンスや太鼓演
奏、フラダンス等が実施される予定です。
　また、期間中はＪＲ山川駅から無料シャトル
バスを美郷ほたる館まで運行します。
　無数に広がる美郷のほたるの幻想的な
風景を満喫してみませんか。

●美郷のほたる
　1966年（昭和４１年）に地元有志によって
「ホタル愛護の会」が発足し、ホタルの保護
活動が地域をあげてはじめられました。また
同じ頃、当地域の旧中枝小学校において
は、子どもたちが学校の先生のもとに「ホタル
研究クラブ」を発足し、ホタルの観察、飼育
がはじめられました。地域住民が中心となっ
た一連の活動は、1970年（昭和45年）に地
区全域で「美郷のホタル及びその発生地」
として国の天然記念物に指定され、それら
が発生する環境の学術的な価値が全国的
に認められるきっかけとなりました。
　美郷の河川流域をほたるが発光しながら
乱舞する光景は、「光の吹雪」とも例えられる
ほどです。2000年（平成12年）には、「吉野川
市美郷ほたる館」が開館し、ほたるの保護、
調査研究や野外活動の拠点となっています。
　現在、美郷ではゲンジボタルをはじめ、ヘイ
ケボタル、ヒメボタル、オバボタル、オオマドボタ
ルの５種類が確認されています。ほたるの発
生が特に多く確認されている範囲は、川田
川の大正橋付近から田平橋付近までの
4.8kmですが、支流においても多く確認され
ています。

●美郷ほたるまつり
　ほたるの発生
時期に合わせ、６
月１日から１６日
（予定）にかけて、
「美郷ほたるまつ
り」が開催されま
す。期間中の土曜
日・日曜日には特産
品のＰＲ・即 売
コーナーを設置

～川と緑のふれあうまち～
　吉野川市は、徳島県北部のほぼ中央、
「四国三郎」吉野川の中流域南岸に開けた
場所に位置し、四国八十八ヶ所第１１番札
所「藤井寺」や全国名水百選に選定されて
いる「江川の湧水」、阿波富士とも呼ばれる
「高越山」、国の天然記念物に指定されて
いる「船窪のオンツツジ群落」などがあり、自
然にあふれたまちです。
　また、吉野川市美郷においては、16,000本
の梅の木が生えており、その梅の実を活用し
て梅酒を製造していることから全国初の梅
酒特区に認定されています。さらに、美郷地
区全域が「美郷のホタル及びその発生地」
として、国の天然記念物に指定されており、
ほたるの飛び交う時期に合わせて行われる
美郷ほたるまつりの期間中は、多くの人が美
郷を訪れ楽しんでいます。

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

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

予土線：半家駅～江川崎駅間
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2019年 月号
No.379
5

～自然の中を駆け巡るしまんトロッコ～
　昨年に引き続き、２０１９年度も「予土線の
観光開き」記念式典が開催されました。予土
線は北宇和島駅～若井駅間を結ぶ全長７６．
３㎞のローカル線です。車窓からは風光明媚
な景色をはじめ清流四万十川もご覧いただ
けます。春の陽気につつまれて、３月２１日に
はしまんトロッコも運行を開始しました。予土
線３兄弟を乗り継いで、自然豊かな予土線を
探検してみてはいかがでしょうか。

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

JR四国ニュースNo.379

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。

阿波池田 8,560円

高　   松 9,480円

特急列車でのご旅行は
JR四国の「Sきっぷ」シリーズで！！

■きっぷのお求め、お問い合わせは・・・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

●有効期間は４日間です。
●ご利用区間の特急列車普通車指定席を往復ご利用いただけます。座席の指定は、きっぷをご提示
のうえ、発売箇所で乗車前にお受けください。
●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。
●普通列車や特急列車自由席に乗車した場合でも差額の払いもどしはいたしません。
●指定列車に乗り遅れた場合は、乗車券部分のみ有効となり、特急列車に乗車するときは別に特急
券が必要となります。ただし、乗り遅れた当日に限り、後続の特急列車の自由席に乗車できます。

●ゆき券・かえり券とも未使用で有効期間開始日前または有効期間
内の場合、もしくは、かえり券が未使用で有効期間内の場合、手
数料をいただき、発売箇所で承ります（座席の指定を受けたとき
は、お申し出の時期により手数料額が異なります）。
●詳しくは発売箇所にお問い合わせください。

ご利用は 払いもどしは

マルス番号／徳島発17477　徳島着17478

Ｓきっぷ指定席 4日間

ご利用区間の特急列車普通車指定席をご利用
いただける往復きっぷ ご利用区間 おねだん 有効期間

徳　島 高　松⇔ 5,460円

往  復  券往  復  券 ［有効期間］4日間［有効期間］4日間 4枚回数券4枚回数券 ［有効期間］発行日から3ヶ月間［有効期間］発行日から3ヶ月間

ご利用区間 おねだん

徳　島 ⇔

ご利用区間

阿波池田 4,580円

高　   松 5,040円

おねだん
QRコード

徳　島 ⇔

■きっぷのお求め、お問い合わせは・・・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

●有効期間は、往復券が４日間、４枚回数券が発行日から３ヶ月間です。
●ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。
●往復券には小児の設定があります（小児は大人の半額です）。
●回数券は1枚ずつでもご利用いただけます。
●回数券は有効期間開始日の変更はいたしません。
●回数券には小児の設定はございません。回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。
●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。

●往復券の払いもどしは、ゆき券・かえり券とも未使用で有効期
間開始日前または有効期間内の場合、もしくは、かえり券が未
使用で有効期間内の場合、手数料をいただき、発売箇所で承
ります。
●回数券の払いもどしは、表紙券があり、全券片未使用で有効
期間内の場合、手数料として２２０円をいただき、発売箇所で
承ります。
●詳しくは発売箇所にお問い合わせください。

ご利用は 払いもどしは

マルス番号／高松37012　阿波池田37015マルス番号／高松　　　高松発17033　高松着17034
　阿波池田　徳島発17039　徳島着17040

Ｓきっぷ
ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけるおトクなきっぷ

8613237－営商－8603760　2019年3月１日現在

※表記のおねだんは消費税8％のおねだんです。 ※表記のおねだんは消費税8％のおねだんです。

※表記のおねだんは消費税8％のおねだんです。

QRコード

QRコード

JR四国の「トクトクきっぷ」などの総合情報サイト トクトクきっぷの検索・ご予約が
ますます便利に！ 
JR四国ツアーWEB会員サービスにご登録いただければ、このパンフレット
に記載のきっぷはすべてJR四国ツアーでお買い求めいただけます。

http://www.jr-eki.com/

ＪＲ四国ツアー

出発地・目的地からトクトクきっぷを素早く検索！
行ってみたいエリアからの検索も可能です。

JR四国ツアーWEB会員登録でスムーズな予約・お支払いが可能！
郵送サービス（有料）により、ご自宅できっぷをお受け取りいただけます。

※ご購入の際、上記の表示のある
　クレジットカードが必要です。

登録料・年会費・利用料０円
24時間365日予約ＯＫ！

自宅で予約・一部商品は決済※までワンフロー！

特急列車自由席をご利用いただけるおトクなきっぷです。

■お問い合わせ先
　吉野川市商工観光課
　☎０８８３－２２－２２２６

お問い合わせ先:美郷ほたる館
開館時間9:00～16:30
（美郷ほたるまつり期間中21時30分までの予定）
住所：徳島県吉野川市美郷
休館日：毎週火曜日（美郷ほたるまつり期間中は無休）
☎０８８３－４３－２８８８

徳島県吉野川市

「列車走行位置情報サービス」のお知らせ
　ＪＲ四国では、列車の位置をパソ
コンやスマートフォンから検索できる
サービス「列車走行位置情報サー
ビス」を開始いたしました。お客様
がご利用になる列車がどこの駅間
を走っているかなどを知ることがで
きるようになりました。列車をお待ち
いただくときに便利なサービスです
ので、是非ご利用ください。

５，０４０円
４，５８０円
９，４８０円
８，５６０円

徳島⇔高松
徳島⇔阿波池田
徳島⇔高松
徳島⇔阿波池田

４日間

発行日から３ヶ月間

■ご利用区間の特急列車自由席をご利用いただけます。 ■往復券には小児の設定があります（小児は大人の半額です）。
■回数券は１枚ずつでもご利用いただけます。 ■回数券には小児の設定はございません。回数券１枚で小児２人までご利用いただけます。
■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。
■その他払い戻し等、詳しくは発売箇所にお問い合わせください。

ＪＲ四国ツアー

●発売箇所／ＪＲ四国の主な駅、ワープ支店、駅ワーププラザ、四国内の主な旅行会社

往復券　
４枚回数券

Sきっぷ（往復券・4枚回数券）
おねだん 有効期限ご利用区間

１　サービス名　列車走行位置情報サービス
２　サービス内容　お客様がお持ちのパソコンやスマートフォンなどで、ＪＲ四国管内を走る列車の
　　　　　　　　 位置情報ほか「行き先」や「遅れ時間」も知ることができるようになります。
３　ご利用上の注意
　　(1) 牟岐線、予土線、サービス提供線区の一部の駅では、走行位置の詳細が確認できませんので
　　　 ご了承ください。
　　(2) 当サービスは無料ですが、通信料はお客様のご負担となります。
　　(3) お客様がお持ちの通信機器によっては、当サービスをご利用できないことがあります。

４　アクセスはこちらから　 （画面イメージ）URL：https://train.jr-shikoku.co.jp/sp.html


