
光川に沿っては、急峻な山々がそびえ立っている
よね。その山々の奥深くに、集落のみんなに大切
にされてきた巨樹があるんだ。日本一の赤羽根
大師のエノキや、四国一の桑平のトチノキ、奥大
野のアカマツ（この僕）など。お堂の側には、巨樹
があり、その回りには民家がある。そんな、山に切
り開かれた集落が見られるのも、この町の
魅力なんだ。こんな僕達を巡るツアーもある
から、ぜひ会いに来てほしいな。
■つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー
■美馬市観光有限会社　☎0883-63-2066

世界農業遺産認定
　再び「エノキじいさん」じゃ。これは、ワシらにとっ
ても大きなできごとじゃった。ワシらの住む山々に
は、400年以上も前から農業の技術が伝えられて
きた。山村の景観や、そば米汁などの食文化、お
亥の子さんなどの伝統行事など。この伝統的な農
業をすることで、守られてきてきた生き物や多様な
植物など。これらが生きた遺産として、ＦＡＯから
「にし阿波の傾斜地農耕システム」として認定さ
れたのじゃ。ワシらはこれからも、古代から伝わって
きた雑穀や、環境に優しい肥料としてのコエグロ
などの技術を、末長く引き継いでいくんじゃよ。９月
になると、ワシらの山では、そばの白い花が満開に
なるんじゃ。この時期限定で、猿飼という地域のそ
ば畑を観光農園として一般公開しておるからの、
ぜひ来てほしいのじゃ。
■世界農業遺産タクシープラン
■トーアトラベル東亜MIMAオフィス
☎0883-53-6577　Mail：info@toatravel.com
※ツアー詳細については各主催者へお問い合せください。

夏の四国は川遊び（穴場の川を教えます）
　初めまして、四国一大きなトチノキ「トチノキひ
め」です。さて、剣山系のひとつである、丸笹山か
らは、とてもきれいな川が流れているんだよ。その名
も「貞光川」。貞光川は、全長25ｋｍ。エメラルドグ
リーンの淵や、透明なしぶきをあげる滝など、見て
いるだけでも涼しげ。釣りに、泳ぎに、河原でコー
ヒーと、楽しみ方もいろいろなんだよ。貞光川いちば
んの楽しみかたはなんだろう。私がいちばんオスス
メするのは、「リバートレッキング」かな。川を上流へ
歩き、ときには滝に打たれ、飛び込みながら進んで
いく。帰りは、ライフジャケットをつけてプカプカ流さ
れる。木漏れ日や、岩場の風景が最高だよ。水が
綺麗で、しかも水温が高めだからこそできる、貞光
川ならではの遊びかただよ。リバートレッキングにつ
いては、必ず川をよく知るガイドと一緒に行ってほし
いな。貞光川が大好きで、いつも川の近くで
生活している、この人に頼めば安心かな。
■リバートレッキング
■ホームページ「Trip四国の川の案内人」で検索
☎0883-68-8022

森の巨人に会いに行こう
　変わりまして、四国一大きなアカマツ「アカマツ
親分」です。お気づきの方も多いと思うけど、つる
ぎ町には数多くの巨樹が生息しているんだ。貞

ＤＥＥＰ ＩＮ ＴＳＵＲＵＧＩ
剣山麓にいだかれた巨樹の里

つるぎで過ごす休日

　こんにちは、つるぎ町巨樹王国に住む、日本最
大のエノキ「エノキじいさん」です。皆さんに、ワシ
（私）の住む町の楽しみ方を、ちょっとだけお教えし
よう。もっと、もっと知りたくなったら、「ようこそ！つるぎ
クラブへ」で検索してみてくだされ。

もっとも近道剣山！
　まずは何と言っても剣山。つるぎ町の名前の元
にもなっている山じゃ。「剣」という名前のわりには、
四季折々に美しい花が咲いての。絶滅危惧種の
「キレンゲショウマ」群生地があることでも有名なん
じゃ。読書好きなら、小説「天涯の花」に出てくる花
といえば解るかの。もうすぐ、８月。ちょうどキレンゲ
ショウマの満開時期じゃ。山の中腹までは、リフトが
通っておるから、登山初心者が最初に登る山とし
てもオススメじゃよ。つるぎ町ルートは、剣山へ
のいちばんの近道なんじゃよ。
■剣山臨時登山バス　☎0883-62-3111
つるぎ町商工観光課、まちづくり戦略課
■剣山ツアー各種　美馬市観光有限会社
☎0883-63-2066

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

土讃線：塩入駅～黒川駅間
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～ひまわり畑を走る２０００系～
　１９８９年にデビューした２０００系は、車体
の軽量化と機関の高出力化によって大幅な
スピードアップを図り、さらに、制御付自然振
子方式を採用して、急なカーブが連続する区
間において大幅な所要時間の短縮を実現し
ました。
　デビューから３０年経った現在でも、四国
内各線で活躍しており多くのお客様にご利
用いただいています。夏のご旅行は２０００系
に乗って四国各地へ足を運んでみてはいか
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.381

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。

ジェイアール四国バス（路線バス）

○ＪＲ四国線全線（宇多津～児島間を含む）の特急列車・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、久万高原線）にご乗車
　いただけます。（高速バスには乗車できません。）
○普通列車の普通車指定席またはグリーン席をご利用の場合は、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席をご利用の場合は、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。ただし、寝台はご利用になれません。

徳島県つるぎ町

「JRクレメントイン高知」2020年秋開業予定！

◎所 在 地／高知県高知市北本町一丁目
◎敷地面積／約２,９００㎡
◎建物規模／ホテル棟　地上８階（鉄骨造）、延床面積 約４,９３０㎡
　　　　　　駐車場棟　地上５階（鉄骨造）、延床面積 約３,６８０㎡、駐車台数 １１６台

コンセプト

名　　　称

概　　　要

JRクレメントイン高知
・ＪＲクレメントイン高知が目指す、日常的な「安心感」と｢少しの贅沢｣を併せ持つ快適な空間をご提供いたします。
・高知県産木材を活用し、ＪＲ高知駅を中心とした周辺景観に調和するデザインといたします。
・館内は土佐の伝統素材を活かしたデザインとし、土佐の風土を表現いたします。

◎客 室 数／１８７室（シングル １３１室、ツイン ５６室）
◎客室面積／シングル：約１５㎡、ツイン：約２１㎡
◎開業時期／２０２０年秋（予定）
　

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及びJR四国ツアー
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児童向け事故防止啓蒙と安全啓発用ポスターについて

　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、前方に車が入れるスペースがあることも確認してから通行し
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。

　迷わず踏切の「非常ボタン(踏切支障報知
装置)」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。

　ＪＲ四国には、1,321箇所（2019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、2013年度頃からは約４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、2011年度には18件発生していましたが、2015年度には年間で
３件まで減少しました。しかし、残念ながら2016年度には12件、2017年度には9件、2018年度には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り組みを行っていきます。

　近年、児童による踏切事故や線路内立入り、「非常ボタン」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
学校低学年生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。

　2018年度も、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
が発生しました。このような鉄道沿線での人身事故の防止を目的に安全啓発用ポスター
を作製しています。

【 児童向け「てつ丸くんといっしょに考えてみよう!!」 】

【 安全啓発用ポスター 】

ＪＲ四国ホームページで
ご覧になれます。

ＪＲ四国ホームページで
ご覧になれます。

ＪＲ四国ホームページで
ご覧になれます。

踏切に
閉じ込められたときの
脱出方法 

　蒸気機関、ロケットエンジンデザインのダイナミズムを、新たな旅への高揚感の
モチーフとして、明治期の装飾表現と融合させた「空」想ファンタジーデザインです。
連立する照明ポールや可変テーブル支柱を、張り巡らされた機械配管の疑似デザイ
ンとして表現し、機械美に幻想性を重ねあわせたインテリアデザインとしました。

●定員／47名（1号車「KUROFUNE」28席、2号車「SORAFUNE」19席の合計47席）
●1号車「KUROFUNE」
○「おきゃく」（土佐弁で「宴会」をしめす言葉）をイメージした対面の座席レイアウトと
しました。出入り口側にはテーブルを囲みながら誰とでも交流することのできる
「高知家の団らんシート」を12席ご用意しました。運転席側の4名様席4箇所は、3
名様以上のグループでご利用できるシートです。

○運転席の後方に地元ガイド等が沿線ガイドを行う地域ガイドスタッフエリアを設け
ます。なお、ガイドの様子並びに列車先頭展望はライブカメラを通じて各車両へ転
送します。

●2号車「SORAFUNE」
○全体を窓向きの座席レイアウトとし、角度の異なる座席をご用意しました。これま
でのものがたり列車でもご利用の多い1名、2名様にご利用いただけるシートスタ
イルとしています。

○サービスカウンターを設置し、飲食物、土産等の車内販売を行います。
○車いす席を設置します。　○多目的トイレ、女性専用トイレを設けます。
●可変式座席レイアウト
○可変式のテーブルと座席を採用し、窓向きと対面のレイアウトに各車両とも変更
が可能です。チャーター便ではお客様の要望に合わせたレイアウトをお楽しみい
ただける予定です。

「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」 運行開始予定「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」 運行開始予定２０２０年
春

●車両正面
○中央には列車ロゴマークデザインのヘッドマークをあしらいました。太陽を表わす
　デザインで、「船の舵」、坂本家の家紋を模した「組あい角」、列車名称にある時代
　(トキ）を刻む「時計」をモチーフにしています。
○ヘッドマーク両脇には輝く太陽の光をイメージした曲線をデザインしています。

名　　称　志国土佐 時代の夜明けのものがたり

運行区間　高知駅～窪川駅間

愛 称 名　立志の抄（下り：高知→窪川）

　　　　　開花の抄（上り：窪川→高知）

運賃・料金

＊車内でのお食事、ダイヤ、おもてなし等詳細については決まり次第順次発表させていただきます。＊公式HPではティザームービーがご覧いただけます。

特急券・指定席グリーン券については全国のみどりの窓口、主な旅行会社にてご乗車日の
１ヶ月前の10:00から販売します。

「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」は、全車グリーン車指定席の特急列車です。
ご乗車の際には、乗車券の他に特急券とグリーン券が必要です。

（参考）高知～窪川　乗車券1,460円　特急・グリーン券2,460円　計3,920円　

コンセプト

外観デザイン

内装デザイン

レイアウト

文明開化ロマンティシズム
　龍馬が蒸気船にみた海のむこうにある、まだ見ぬ世界への憧憬
その夢は遙か水平の先へ、天駆けるソラフネへと昇華する
蒸気機関、ロケットエンジンデザインのダイナミズムを、新たな旅への高揚感の
モチーフとして、明治期の装飾表現と融合させる「空」想ファンタジーデザイン

●1 号車〈KUROFUNE〉
蒸気船をモチーフに、文明開化期から
萌芽する19世紀末芸術を想起させる
デザインをあしらいました。

●1 号車〈KUROFUNE〉
○両側面には遙か水平の先を見つめる龍馬像をデザインしました。
○明治期の文明開化のイメージを彷彿とさせる蒸気機関のモチーフをあしらいました。

●2 号車〈SORAFUNE〉
○両側面には「夜明け」の太陽、青空に輝く太陽をデザインしました。
○新たな旅をイメージしたロケットエンジンのモチーフをあしらいました。
　　          

●2号車〈SORAFUNE〉
レトロＳＦ小説で描かれる空想科学上の
宇宙船をイメージしています。

購入方法

１号車  Kurofune 2号車  Sorafune

乗務員室
乗務員室 地域ガイド

スタッフエリア

4名様席
サービスカウンター

乗務員室
乗務員室 地域ガイド

スタッフエリア

サービスカウンター

乗務員室
乗務員室 地域ガイド

スタッフエリア

サービスカウンター

（定員 28名）

営業運転時

窪川 高知
（定員19名）対面席モード

窓向き席モード

山側席

海側席

レイアウト図
     

ト　 キ

りっ し しょう

しょうかい  か

ト　　 キ

てつ丸くんといっしょに考えてみよう！！ 志国土佐 時代の夜明けのものがたり

※ダイヤ・停車駅等は決まり次第発表します。
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児童向け事故防止啓蒙と安全啓発用ポスターについて

　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、前方に車が入れるスペースがあることも確認してから通行し
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。

　迷わず踏切の「非常ボタン(踏切支障報知
装置)」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。

　ＪＲ四国には、1,321箇所（2019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、2013年度頃からは約４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、2011年度には18件発生していましたが、2015年度には年間で
３件まで減少しました。しかし、残念ながら2016年度には12件、2017年度には9件、2018年度には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り組みを行っていきます。

　近年、児童による踏切事故や線路内立入り、「非常ボタン」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
学校低学年生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。

　2018年度も、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
が発生しました。このような鉄道沿線での人身事故の防止を目的に安全啓発用ポスター
を作製しています。

【 児童向け「てつ丸くんといっしょに考えてみよう!!」 】

【 安全啓発用ポスター 】

ＪＲ四国ホームページで
ご覧になれます。

ＪＲ四国ホームページで
ご覧になれます。

ＪＲ四国ホームページで
ご覧になれます。

踏切に
閉じ込められたときの
脱出方法 

　蒸気機関、ロケットエンジンデザインのダイナミズムを、新たな旅への高揚感の
モチーフとして、明治期の装飾表現と融合させた「空」想ファンタジーデザインです。
連立する照明ポールや可変テーブル支柱を、張り巡らされた機械配管の疑似デザイ
ンとして表現し、機械美に幻想性を重ねあわせたインテリアデザインとしました。

●定員／47名（1号車「KUROFUNE」28席、2号車「SORAFUNE」19席の合計47席）
●1号車「KUROFUNE」
○「おきゃく」（土佐弁で「宴会」をしめす言葉）をイメージした対面の座席レイアウトと
しました。出入り口側にはテーブルを囲みながら誰とでも交流することのできる
「高知家の団らんシート」を12席ご用意しました。運転席側の4名様席4箇所は、3
名様以上のグループでご利用できるシートです。

○運転席の後方に地元ガイド等が沿線ガイドを行う地域ガイドスタッフエリアを設け
ます。なお、ガイドの様子並びに列車先頭展望はライブカメラを通じて各車両へ転
送します。

●2号車「SORAFUNE」
○全体を窓向きの座席レイアウトとし、角度の異なる座席をご用意しました。これま
でのものがたり列車でもご利用の多い1名、2名様にご利用いただけるシートスタ
イルとしています。

○サービスカウンターを設置し、飲食物、土産等の車内販売を行います。
○車いす席を設置します。　○多目的トイレ、女性専用トイレを設けます。
●可変式座席レイアウト
○可変式のテーブルと座席を採用し、窓向きと対面のレイアウトに各車両とも変更
が可能です。チャーター便ではお客様の要望に合わせたレイアウトをお楽しみい
ただける予定です。

「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」 運行開始予定「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」 運行開始予定２０２０年
春

●車両正面
○中央には列車ロゴマークデザインのヘッドマークをあしらいました。太陽を表わす
　デザインで、「船の舵」、坂本家の家紋を模した「組あい角」、列車名称にある時代
　(トキ）を刻む「時計」をモチーフにしています。
○ヘッドマーク両脇には輝く太陽の光をイメージした曲線をデザインしています。

名　　称　志国土佐 時代の夜明けのものがたり

運行区間　高知駅～窪川駅間

愛 称 名　立志の抄（下り：高知→窪川）

　　　　　開花の抄（上り：窪川→高知）

運賃・料金

＊車内でのお食事、ダイヤ、おもてなし等詳細については決まり次第順次発表させていただきます。＊公式HPではティザームービーがご覧いただけます。

特急券・指定席グリーン券については全国のみどりの窓口、主な旅行会社にてご乗車日の
１ヶ月前の10:00から販売します。

「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」は、全車グリーン車指定席の特急列車です。
ご乗車の際には、乗車券の他に特急券とグリーン券が必要です。

（参考）高知～窪川　乗車券1,460円　特急・グリーン券2,460円　計3,920円　

コンセプト

外観デザイン

内装デザイン

レイアウト

文明開化ロマンティシズム
　龍馬が蒸気船にみた海のむこうにある、まだ見ぬ世界への憧憬
その夢は遙か水平の先へ、天駆けるソラフネへと昇華する
蒸気機関、ロケットエンジンデザインのダイナミズムを、新たな旅への高揚感の
モチーフとして、明治期の装飾表現と融合させる「空」想ファンタジーデザイン

●1 号車〈KUROFUNE〉
蒸気船をモチーフに、文明開化期から
萌芽する19世紀末芸術を想起させる
デザインをあしらいました。

●1 号車〈KUROFUNE〉
○両側面には遙か水平の先を見つめる龍馬像をデザインしました。
○明治期の文明開化のイメージを彷彿とさせる蒸気機関のモチーフをあしらいました。

●2 号車〈SORAFUNE〉
○両側面には「夜明け」の太陽、青空に輝く太陽をデザインしました。
○新たな旅をイメージしたロケットエンジンのモチーフをあしらいました。
　　          

●2号車〈SORAFUNE〉
レトロＳＦ小説で描かれる空想科学上の
宇宙船をイメージしています。

購入方法

１号車  Kurofune 2号車  Sorafune

乗務員室
乗務員室 地域ガイド

スタッフエリア

4名様席
サービスカウンター

乗務員室
乗務員室 地域ガイド

スタッフエリア

サービスカウンター

乗務員室
乗務員室 地域ガイド

スタッフエリア

サービスカウンター

（定員 28名）

営業運転時

窪川 高知
（定員19名）対面席モード

窓向き席モード

山側席

海側席

レイアウト図
     

ト　 キ

りっ し しょう

しょうかい  か

ト　　 キ

てつ丸くんといっしょに考えてみよう！！ 志国土佐 時代の夜明けのものがたり

※ダイヤ・停車駅等は決まり次第発表します。



光川に沿っては、急峻な山々がそびえ立っている
よね。その山々の奥深くに、集落のみんなに大切
にされてきた巨樹があるんだ。日本一の赤羽根
大師のエノキや、四国一の桑平のトチノキ、奥大
野のアカマツ（この僕）など。お堂の側には、巨樹
があり、その回りには民家がある。そんな、山に切
り開かれた集落が見られるのも、この町の
魅力なんだ。こんな僕達を巡るツアーもある
から、ぜひ会いに来てほしいな。
■つるぎクラブ定番巨樹めぐりツアー
■美馬市観光有限会社　☎0883-63-2066

世界農業遺産認定
　再び「エノキじいさん」じゃ。これは、ワシらにとっ
ても大きなできごとじゃった。ワシらの住む山々に
は、400年以上も前から農業の技術が伝えられて
きた。山村の景観や、そば米汁などの食文化、お
亥の子さんなどの伝統行事など。この伝統的な農
業をすることで、守られてきてきた生き物や多様な
植物など。これらが生きた遺産として、ＦＡＯから
「にし阿波の傾斜地農耕システム」として認定さ
れたのじゃ。ワシらはこれからも、古代から伝わって
きた雑穀や、環境に優しい肥料としてのコエグロ
などの技術を、末長く引き継いでいくんじゃよ。９月
になると、ワシらの山では、そばの白い花が満開に
なるんじゃ。この時期限定で、猿飼という地域のそ
ば畑を観光農園として一般公開しておるからの、
ぜひ来てほしいのじゃ。
■世界農業遺産タクシープラン
■トーアトラベル東亜MIMAオフィス
☎0883-53-6577　Mail：info@toatravel.com
※ツアー詳細については各主催者へお問い合せください。

夏の四国は川遊び（穴場の川を教えます）
　初めまして、四国一大きなトチノキ「トチノキひ
め」です。さて、剣山系のひとつである、丸笹山か
らは、とてもきれいな川が流れているんだよ。その名
も「貞光川」。貞光川は、全長25ｋｍ。エメラルドグ
リーンの淵や、透明なしぶきをあげる滝など、見て
いるだけでも涼しげ。釣りに、泳ぎに、河原でコー
ヒーと、楽しみ方もいろいろなんだよ。貞光川いちば
んの楽しみかたはなんだろう。私がいちばんオスス
メするのは、「リバートレッキング」かな。川を上流へ
歩き、ときには滝に打たれ、飛び込みながら進んで
いく。帰りは、ライフジャケットをつけてプカプカ流さ
れる。木漏れ日や、岩場の風景が最高だよ。水が
綺麗で、しかも水温が高めだからこそできる、貞光
川ならではの遊びかただよ。リバートレッキングにつ
いては、必ず川をよく知るガイドと一緒に行ってほし
いな。貞光川が大好きで、いつも川の近くで
生活している、この人に頼めば安心かな。
■リバートレッキング
■ホームページ「Trip四国の川の案内人」で検索
☎0883-68-8022

森の巨人に会いに行こう
　変わりまして、四国一大きなアカマツ「アカマツ
親分」です。お気づきの方も多いと思うけど、つる
ぎ町には数多くの巨樹が生息しているんだ。貞

ＤＥＥＰ ＩＮ ＴＳＵＲＵＧＩ
剣山麓にいだかれた巨樹の里

つるぎで過ごす休日

　こんにちは、つるぎ町巨樹王国に住む、日本最
大のエノキ「エノキじいさん」です。皆さんに、ワシ
（私）の住む町の楽しみ方を、ちょっとだけお教えし
よう。もっと、もっと知りたくなったら、「ようこそ！つるぎ
クラブへ」で検索してみてくだされ。

もっとも近道剣山！
　まずは何と言っても剣山。つるぎ町の名前の元
にもなっている山じゃ。「剣」という名前のわりには、
四季折々に美しい花が咲いての。絶滅危惧種の
「キレンゲショウマ」群生地があることでも有名なん
じゃ。読書好きなら、小説「天涯の花」に出てくる花
といえば解るかの。もうすぐ、８月。ちょうどキレンゲ
ショウマの満開時期じゃ。山の中腹までは、リフトが
通っておるから、登山初心者が最初に登る山とし
てもオススメじゃよ。つるぎ町ルートは、剣山へ
のいちばんの近道なんじゃよ。
■剣山臨時登山バス　☎0883-62-3111
つるぎ町商工観光課、まちづくり戦略課
■剣山ツアー各種　美馬市観光有限会社
☎0883-63-2066

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

土讃線：塩入駅～黒川駅間
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～ひまわり畑を走る２０００系～
　１９８９年にデビューした２０００系は、車体
の軽量化と機関の高出力化によって大幅な
スピードアップを図り、さらに、制御付自然振
子方式を採用して、急なカーブが連続する区
間において大幅な所要時間の短縮を実現し
ました。
　デビューから３０年経った現在でも、四国
内各線で活躍しており多くのお客様にご利
用いただいています。夏のご旅行は２０００系
に乗って四国各地へ足を運んでみてはいか
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.381

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。

ジェイアール四国バス（路線バス）

○ＪＲ四国線全線（宇多津～児島間を含む）の特急列車・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、久万高原線）にご乗車
　いただけます。（高速バスには乗車できません。）
○普通列車の普通車指定席またはグリーン席をご利用の場合は、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席をご利用の場合は、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。ただし、寝台はご利用になれません。

徳島県つるぎ町

「JRクレメントイン高知」2020年秋開業予定！

◎所 在 地／高知県高知市北本町一丁目
◎敷地面積／約２,９００㎡
◎建物規模／ホテル棟　地上８階（鉄骨造）、延床面積 約４,９３０㎡
　　　　　　駐車場棟　地上５階（鉄骨造）、延床面積 約３,６８０㎡、駐車台数 １１６台

コンセプト

名　　　称

概　　　要

JRクレメントイン高知
・ＪＲクレメントイン高知が目指す、日常的な「安心感」と｢少しの贅沢｣を併せ持つ快適な空間をご提供いたします。
・高知県産木材を活用し、ＪＲ高知駅を中心とした周辺景観に調和するデザインといたします。
・館内は土佐の伝統素材を活かしたデザインとし、土佐の風土を表現いたします。

◎客 室 数／１８７室（シングル １３１室、ツイン ５６室）
◎客室面積／シングル：約１５㎡、ツイン：約２１㎡
◎開業時期／２０２０年秋（予定）
　

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及びJR四国ツアー


