
高知で、パワーチャージ！
「リョーマの休日

～自然&体験キャンペーン～」
開催中！

　高知の自然やその土地が育んだ様々な
魅力を思いきり体験していただける観光キャ
ンペーン「リョーマの休日～自然&体験キャン
ペーン～」を開催中です。
　カヌーやＳＵＰ等、大自然を満喫するアク
ティビティから、地元の人とのふれあいやまち
歩きを楽しむ体験プログラムまで、幅広く魅
力を体感していただけます！お子様連れの
ご家族はもちろん、老若男女全ての方々に
満喫いただける施設や体験プログラムを多
数ご用意しております。
　ぜひ高知で心も体もリフレッシュして、明日
へのパワーチャージに繋がる時間をお過ご
しください。
　
開催期間：2019年2月1日（金）～2020年12
月31日（予定）
場所：高知県内全域
問い合わせ先：高知県自然・体験型観光キャンペー
ン実行委員会事務局（高知県観光政策課内）
TEL 088-823-9708
※キャンペーンの詳細は、ホームページでご確認ください。

　

のルールのシンプルさも魅力のひとつです。
子供からお年寄りまで気軽に参加でき、海外
からもよさこいチームの参加があるなど、よさ
こい祭りは今や国内だけでなく世界へと広
がっています。高知市中心部の追手筋本部
競演場には約2700席の桟敷席を設けてお
り、踊り子と観客が一体となった熱気と興奮
をゆっくりと体感していただけます。 
（※ 桟敷席入場券は前売り販売となります。
ただし、前売りに残券があった場合は、当日
券販売所で販売します。詳しくは（公社）高
知市観光協会のホームページをご覧くださ
い。）
　ぜひ、発祥の地・高知のよさこい祭りをご
堪能ください。

開催期間：2019年８月９日（金）～12日（月・休）
場所：高知市内競演場・演舞場16ヶ所
問い合わせ先：よさこい祭振興会
TEL:088-875-1178
　

　

南国土佐、
真夏のフェスティバル！

「2019年　第66回　よさこい祭り」
開催！

　高知の夏の風物詩よさこい祭りは、毎年８
月９日の前夜祭、10・11日の本番、12日の後
夜祭、 よさこい全国大会と４日間にわたり開
催され、今年で66回目を迎えます。９日のオー
プニングには、鏡川河畔で花火大会が開催
され、約4000発の花火が祭りを華やかに彩
ります。
　高知市内16ヶ所の競演場・演舞場では、
約200チーム・1万8000人の踊り子が、衣装
や踊り、音楽に工夫を凝らし街中を練り歩き
ます。チームを先導する地方車の装飾も華
やかで、期間中は毎年100万人以上の人手
で賑わい市内は祭り一色に包まれます。
　「鳴子を手に持って前進する」という踊り

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：下灘駅
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～ひまわりも伊予灘ものがたりをお出迎え～
　青空のもとひまわりのお出迎えを受ける
伊予灘ものがたり。２０１９年７月２６日に運行
開始から５周年を迎えました。これまで多くの
お客様にご乗車いただき、穏やかな伊予灘の
景色と地域の方々のあたたかな”おもてなし”
が彩る特別な時間をお楽しみいただきました。
　これからも地域の方々と一緒に、より一層
あたたまる鉄道旅をお届けできるよう努めてま
いります。ぜひ、今年の夏は伊予灘ものがた
りで心温まるひとときを過ごしてみてはいかが
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

検索よさこい祭振興会　　

検索リョーマの休日

JR四国ニュースNo.382

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。

「下芳我邸」内子の街並みにある、打ちたて蕎麦と地元野菜料理の店です。

高知県

「しまんとえきめしFORM」（ほーむ）～土讃線 窪川駅に食と酒の店がオープン～

㈱ステーションクリエイト愛媛
　下芳我邸では、地元で採れた新鮮な野菜を使った料理の数 と々、
天ぷらそば、季そば（季節のそば）、野遊び弁当（そば付き）など気軽に
食べられる蕎麦を提供しております。
　蕎麦の原材料には、厳選した国産蕎麦粉を使用しており、日高昆布、かつお
ぶしなど化学調味料を使わない自然素材のだし汁にもこだわっています。
　建物は、かつて木蝋で栄えた築約140年の豪商の屋敷で、大黒柱
や床材などは原形を活かしており、調度品や照明、ひとつひとつ選び抜

いた器など、内子の歴史や情緒を堪能していただける空間となっております。
　また、２階には内子町の大洲和紙、内子産の工芸品の無料ギャラリーもございます。
ＪＲ四国「あじな散歩道」のコースとしてもご利用頂けますので、ぜひ一度内子の街並み散
策のお食事処としてご利用ください。

11：00～15：00　定休日/水曜日（祝日の場合は変更有）
愛媛県喜多郡内子町内子１９４６　TEL 0893-44-6171
http://www.shimohagatei.com/

営業時間

　場　　　所 ／窪川駅構内
　営 業 時 間 ／11：00～14：30、17：00～23：00　　
　　　　　　　    ※夜の営業は8月2日（金）から開始します。

　定　休　日 ／毎週水曜日（他、月に１～2日、お店の都合で休みます）
　主なメニュー ／

　窪川駅に地域密着の飲食店「しまんとえきめし
FORM」が2019年7月1日（月）にオープンしました。
　この店舗のある高知県西部の四万十町窪川地区は、
食材の宝庫で、ブランド豚「四万十ポーク」をはじめ、四万
十鶏、仁井田米など自然豊富な素材がたくさんあります。
　なかでも、「しまんとえきめしFORM」のお勧めは、日本
最後の清流 四万十川の良質な川の恵みを受けて育っ
た「天然鮎」と「天然うなぎ」で、臭みがなく天然ものの旨
味や香りは絶品です。
　この夏は、窪川駅で途中下車をして想い出作りに出か
けてみてはいかがでしょうか。

　

◎国産和牛×四万十ポークハンバーグ
◎四万十ポークとんかつ
◎四万十鶏のえきめし唐揚げ
◎四万十川の天然鮎（塩焼き）
◎四万十川の天然うなぎ　蒲焼うな重
　（入荷の無い場合はご提供できません）
◎人気店満州軒のジャン麺（日・月・祝日の限定）

 お問い合わせ先
「しまんとえきめしFORM」（ほーむ） TEL088-029-6110
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はにかむ
体験ツアー

　平成30年7月豪雨では、予讃線本山・観音寺間では河川の増水で橋りょうの橋脚が傾き、南予地区では斜面崩壊や土砂流入が相次
ぐなど、四国全体で134箇所と多くの鉄道施設が被災しました。現在、復旧工事や対策工事を急ピッチで進めています。今回は昨年の災
害関係を中心に、安全・安定輸送確保の取り組みを紹介します。

～伊予灘に沈む夕日を思い出に～下灘駅記念乗車券発売中！～伊予灘に沈む夕日を思い出に～下灘駅記念乗車券発売中！
安全・安定輸送確保の取り組み（豪雨災害から１年）安全・安定輸送確保の取り組み（豪雨災害から１年）

　JR四国では、観光列車「四国まんなか千年ものがたり」専属アテンダントによる特別企画として、大人も子供も楽しめる特別料理と、
大歩危の地元の方 と々の物作り体験で、夏休みの１日をご満喫いただける旅行商品を発売中です。

　JR四国では、夕日が沈む伊予灘の絶景で有名な予讃線・下灘駅に来駅いただいたお客様に、旅のお土産の一つとして
いただけるよう、「～伊予灘に沈む夕日を思い出に～下灘駅記念乗車券」を発売しています。

　電気関係では、電車柱
の傾斜や踏切警報機の
倒壊、踏切・転てつ機の
冠水、信号通信ケーブル
の断線といった広範囲か
つ多数の設備の被災が
発生しました。
　南予地区の被害箇所
については、地域や関係
者の皆様から多大なご
協力をいただき、当初の
想定より短期間で9月13
日から列車の運転を再開
することができました。現
在は、同様の被災を繰り
返さないための対策の施
工を進めており、今年度
中に全ての対策工が完
成する予定です。

財田川橋りょう
　予讃線本山・観音寺間で被災した
財田川橋りょうは、7月7日の被災後
すぐに応急工事に着手し、仮橋脚を設
置することで被災から約1ヶ月後の8
月9日に徐行により列車の運転を再開
しました。その後、橋脚を再構築し、12
月28日に徐行を解除しました。

南予地区
　保線関係では、線路内への土砂流
入や道床バラスト流出などの災害が
発生しました。このうち被災規模が大
きかった予讃線千丈・八幡浜間 
262k000m付近では、線路左側上部
より土砂及び泥水が流入し、線路が
土砂で埋没しました【写真-4】。バック
ホウ等の作業用機械により、堆積した
土砂を撤去後、応急工事（ゆがんだ線
路を補修するための道床つき固め、通
り直し等の軌道整備及び道床バラス
ト散布）【写真-5】を行い、列車が運行
可能な状態にしました。

　一見すると、土砂が流入したことで地盤が固まり、線路が強靭化された
イメージを持たれるかもしれませんが、全くの逆です。土砂が混入した道床
バラストは本来の機能を果たせず、そのまま放置しておくと列車の安全輸
送に影響を及ぼす恐れがあります。そのため、順次、復旧工事（道床交換）
【写真-6】を実施しているところです。
　土木関係では、土石流による盛土の大規模な崩壊【写真－7】をはじめ、
広範囲にわたり多くの箇所が被災しました。特に被害が大きかった予讃線
下宇和・立間間では、駅間6.6kmの間で25箇所もの災害が発生し、現地
への資機材を搬入したり、流入した土砂を運び出すための進入路を確保す
ることが課題となりました。

　　　　 　　

（下宇和・立間間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

写真-9　倒壊した踏切警報機

写真-１　被災後 写真-2　被災後 写真-３　復旧後

写真-4　被災直後 写真-5　応急工事後 写真-6　復旧工事後

写真-7　盛土の被災状況 写真-8　盛土の復旧状況　

乗車記念スタンプ
 　　 

※ 多度津駅・善通寺駅・琴平駅～大歩危駅までの観光列車のみ乗車時の金額です。
※ こども（小学生）は大人旅行代金から1,000円引き
※上記以外の発着の場合は、発着駅追加代金を加算した金額が、旅行代金となります。

発売箇所

発売額

　

下灘駅　　

松山駅

１，１００円

外面

中面

下灘駅来駅記念スタンプ

お申込み

出 発 日

旅行代金
（大人お一人様あたり）

8月13日（火）、8月20日(火）

2019年 8月13日／  9,800円
（そらの郷紀行、しあわせの郷紀行同額）

2019年 8月20日／10,800円
（そらの郷紀行、しあわせの郷紀行同額）

　

ＪＲ四国各ワープ支店・駅ワーププラザ、ＪＲ四国 旅の予約センター（TEL:087-825-1662）
インターネットのお申し込みは JR四国ツアー をご覧下さい

おす
すめ

ポイ
ント
♪おす

すめ

ポイ
ント
♪

ＪＲ四国ツアー またはパンフレット

山の植物工芸体験 こけ玉作り体験

ツアー限定の
特別メニュー

８月１３日限定料理
味匠藤本

夏休みの遊山箱弁当

８月20日限定料理
資生堂パーラーの

カレーライス

地域住民が案内役となって手ほどきを
してくれます。工作や収穫・散策・鑑
賞など多種多様な体験がありますが、
今回はその中でもアテンダントのお薦
めする２つの体験をご用意しました！

※営業時間４時５０分～２３時０５分
みどりの窓口

駅舎内臨時発売窓口
※毎週金曜、土曜、日曜及び祝日の１２時３０分～１８時３０分まで
　なお、臨時列車「夕焼けビールトロッコ」運転日は１９時頃まで営業
　時間を延長します。

　　　　

※どちらか一つを選択
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下灘駅来駅記念スタンプ

お申込み

出 発 日

旅行代金
（大人お一人様あたり）

8月13日（火）、8月20日(火）

2019年 8月13日／  9,800円
（そらの郷紀行、しあわせの郷紀行同額）

2019年 8月20日／10,800円
（そらの郷紀行、しあわせの郷紀行同額）

　

ＪＲ四国各ワープ支店・駅ワーププラザ、ＪＲ四国 旅の予約センター（TEL:087-825-1662）
インターネットのお申し込みは JR四国ツアー をご覧下さい

おす
すめ

ポイ
ント
♪おす

すめ

ポイ
ント
♪

ＪＲ四国ツアー またはパンフレット

山の植物工芸体験 こけ玉作り体験

ツアー限定の
特別メニュー

８月１３日限定料理
味匠藤本

夏休みの遊山箱弁当

８月20日限定料理
資生堂パーラーの

カレーライス

地域住民が案内役となって手ほどきを
してくれます。工作や収穫・散策・鑑
賞など多種多様な体験がありますが、
今回はその中でもアテンダントのお薦
めする２つの体験をご用意しました！

※営業時間４時５０分～２３時０５分
みどりの窓口

駅舎内臨時発売窓口
※毎週金曜、土曜、日曜及び祝日の１２時３０分～１８時３０分まで
　なお、臨時列車「夕焼けビールトロッコ」運転日は１９時頃まで営業
　時間を延長します。

　　　　

※どちらか一つを選択



高知で、パワーチャージ！
「リョーマの休日

～自然&体験キャンペーン～」
開催中！

　高知の自然やその土地が育んだ様々な
魅力を思いきり体験していただける観光キャ
ンペーン「リョーマの休日～自然&体験キャン
ペーン～」を開催中です。
　カヌーやＳＵＰ等、大自然を満喫するアク
ティビティから、地元の人とのふれあいやまち
歩きを楽しむ体験プログラムまで、幅広く魅
力を体感していただけます！お子様連れの
ご家族はもちろん、老若男女全ての方々に
満喫いただける施設や体験プログラムを多
数ご用意しております。
　ぜひ高知で心も体もリフレッシュして、明日
へのパワーチャージに繋がる時間をお過ご
しください。
　
開催期間：2019年2月1日（金）～2020年12
月31日（予定）
場所：高知県内全域
問い合わせ先：高知県自然・体験型観光キャンペー
ン実行委員会事務局（高知県観光政策課内）
TEL 088-823-9708
※キャンペーンの詳細は、ホームページでご確認ください。

　

のルールのシンプルさも魅力のひとつです。
子供からお年寄りまで気軽に参加でき、海外
からもよさこいチームの参加があるなど、よさ
こい祭りは今や国内だけでなく世界へと広
がっています。高知市中心部の追手筋本部
競演場には約2700席の桟敷席を設けてお
り、踊り子と観客が一体となった熱気と興奮
をゆっくりと体感していただけます。 
（※ 桟敷席入場券は前売り販売となります。
ただし、前売りに残券があった場合は、当日
券販売所で販売します。詳しくは（公社）高
知市観光協会のホームページをご覧くださ
い。）
　ぜひ、発祥の地・高知のよさこい祭りをご
堪能ください。

開催期間：2019年８月９日（金）～12日（月・休）
場所：高知市内競演場・演舞場16ヶ所
問い合わせ先：よさこい祭振興会
TEL:088-875-1178
　

　

南国土佐、
真夏のフェスティバル！

「2019年　第66回　よさこい祭り」
開催！

　高知の夏の風物詩よさこい祭りは、毎年８
月９日の前夜祭、10・11日の本番、12日の後
夜祭、 よさこい全国大会と４日間にわたり開
催され、今年で66回目を迎えます。９日のオー
プニングには、鏡川河畔で花火大会が開催
され、約4000発の花火が祭りを華やかに彩
ります。
　高知市内16ヶ所の競演場・演舞場では、
約200チーム・1万8000人の踊り子が、衣装
や踊り、音楽に工夫を凝らし街中を練り歩き
ます。チームを先導する地方車の装飾も華
やかで、期間中は毎年100万人以上の人手
で賑わい市内は祭り一色に包まれます。
　「鳴子を手に持って前進する」という踊り

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：下灘駅
ＪＲ四国列車運行情報
http://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～ひまわりも伊予灘ものがたりをお出迎え～
　青空のもとひまわりのお出迎えを受ける
伊予灘ものがたり。２０１９年７月２６日に運行
開始から５周年を迎えました。これまで多くの
お客様にご乗車いただき、穏やかな伊予灘の
景色と地域の方々のあたたかな”おもてなし”
が彩る特別な時間をお楽しみいただきました。
　これからも地域の方々と一緒に、より一層
あたたまる鉄道旅をお届けできるよう努めてま
いります。ぜひ、今年の夏は伊予灘ものがた
りで心温まるひとときを過ごしてみてはいかが
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

検索よさこい祭振興会　　

検索リョーマの休日

JR四国ニュースNo.382

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。

「下芳我邸」内子の街並みにある、打ちたて蕎麦と地元野菜料理の店です。

高知県

「しまんとえきめしFORM」（ほーむ）～土讃線 窪川駅に食と酒の店がオープン～

㈱ステーションクリエイト愛媛
　下芳我邸では、地元で採れた新鮮な野菜を使った料理の数 と々、
天ぷらそば、季そば（季節のそば）、野遊び弁当（そば付き）など気軽に
食べられる蕎麦を提供しております。
　蕎麦の原材料には、厳選した国産蕎麦粉を使用しており、日高昆布、かつお
ぶしなど化学調味料を使わない自然素材のだし汁にもこだわっています。
　建物は、かつて木蝋で栄えた築約140年の豪商の屋敷で、大黒柱
や床材などは原形を活かしており、調度品や照明、ひとつひとつ選び抜

いた器など、内子の歴史や情緒を堪能していただける空間となっております。
　また、２階には内子町の大洲和紙、内子産の工芸品の無料ギャラリーもございます。
ＪＲ四国「あじな散歩道」のコースとしてもご利用頂けますので、ぜひ一度内子の街並み散
策のお食事処としてご利用ください。

11：00～15：00　定休日/水曜日（祝日の場合は変更有）
愛媛県喜多郡内子町内子１９４６　TEL 0893-44-6171
http://www.shimohagatei.com/

営業時間

　場　　　所 ／窪川駅構内
　営 業 時 間 ／11：00～14：30、17：00～23：00　　
　　　　　　　    ※夜の営業は8月2日（金）から開始します。

　定　休　日 ／毎週水曜日（他、月に１～2日、お店の都合で休みます）
　主なメニュー ／

　窪川駅に地域密着の飲食店「しまんとえきめし
FORM」が2019年7月1日（月）にオープンしました。
　この店舗のある高知県西部の四万十町窪川地区は、
食材の宝庫で、ブランド豚「四万十ポーク」をはじめ、四万
十鶏、仁井田米など自然豊富な素材がたくさんあります。
　なかでも、「しまんとえきめしFORM」のお勧めは、日本
最後の清流 四万十川の良質な川の恵みを受けて育っ
た「天然鮎」と「天然うなぎ」で、臭みがなく天然ものの旨
味や香りは絶品です。
　この夏は、窪川駅で途中下車をして想い出作りに出か
けてみてはいかがでしょうか。

　

◎国産和牛×四万十ポークハンバーグ
◎四万十ポークとんかつ
◎四万十鶏のえきめし唐揚げ
◎四万十川の天然鮎（塩焼き）
◎四万十川の天然うなぎ　蒲焼うな重
　（入荷の無い場合はご提供できません）
◎人気店満州軒のジャン麺（日・月・祝日の限定）

 お問い合わせ先
「しまんとえきめしFORM」（ほーむ） TEL088-029-6110

　


