
食欲の秋！
高知県内のグルメイベント紹介
おかげさまで開催９回目

「土佐の豊穣祭２０１９」開催！

　食の祭、土佐の豊穣祭。
今年も９月から１１月にかけ
て高知県内７会場で開催
されます。
　高知県は、大手旅行雑
誌が行う調査で「地元なら

ではのおいしい食べ物が多かった」部門で過去7
回１位に輝いた「食」大国です。
　秋には戻りガツオに土佐あかうし、新米、新高梨
や水晶文旦、きのこ、新酒等、旬の食材があふれ
ます。県民が自慢するこれら秋の味覚を県内各地
でその土地ならではの食べ方で存分に味わい、
食べつくしていただくのが「土佐の豊穣祭」です。
ぜひこの秋、高知の山、川、海の幸を思う存分、満
喫してください！
■土佐の豊穣祭　２０１９スケジュール
◎【仁淀川会場】９月２８日（土）
神楽と鮎と酒に酔うｉｎ仁淀ブルー（いの町　波川公園）
◎【安芸会場】１０月１２日（土）～１３日（日）
高知東海岸グルメまつり＆鉄道の日
（安芸市　安芸タイガース球場駐車場）
※鉄道の日イベントは安芸車両基地（安芸駅）にて１０月１３日のみ開催

◎【嶺北会場】１０月１３日（日）
土佐の豊穣祭ｉｎ嶺北
（本山町　吉野川ふれあい広場）
◎【物部川会場】１０月１９日（土）～２０日（日）

第３８回刃物まつり＆山田のかかしコンテスト
（香美市　県立鏡野公園）
◎【高幡会場】１１月３日（日）
第１５回米こめフェスタ
（四万十町　四万十緑林公園）
◎【幡多会場】１１月３日（日）
三原村どぶろく農林文化祭
（三原村　三原村農業構造改善センター）
◎【高知市会場】１１月９日（土）～１１日（月）
土佐國美味集結
（高知市　中央公園・中心商店街）
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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：海岸寺駅～詫間駅
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/
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～アンパンマンの日も元気に運行中!～
　１０月３日は「アンパンマンの日」。ＪＲ四国
では予讃線８０００系アンパンマン列車や瀬
戸大橋アンパンマントロッコなど「それいけ!ア
ンパンマン」の世界観を表現したアンパンマ
ン列車を各地で運行しています。また、１０月
５日には高知駅で「アンパンマンの日」をお祝
いするイベントを行います。その他、「予讃線
宇和海アンパンマン列車」が９月２８日から新
しいデザインで登場するなどますます乗って
楽しい、見ても楽しい列車が充実します。今
年の秋はアンパンマン列車に乗って四国各
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

おいでよ！四国のまんなかへ
土佐れいほく博

嶺北地域観光キャンペーン

　２０１９年７月７日から１２月２５日までを期間とし
て、嶺北地域で「アウトドア」「生活文化」「食」を
テーマとした地域博覧会「土佐れいほく博」を開
催中です。
　れいほく博でこの秋開催される食のイベントをご
紹介します！
◎１０月１４日（月・祝）　四国ジビエグルメフェスタ
場所：ゆとりすとパークおおとよ　　
☎０８８７－７２－０７００
　四国内の人気店約２０店が集うイベント、猪の
丸焼きや鹿肉のロースト、リエットなどがリーズナブ
ルに楽しめます。当日は入園料無料、高知市内か
ら無料送迎バスも運行します。
　他にもイベントたくさん開催中！詳細はホーム
ページで検索ください。

　■お問い合わせ先
　土佐れいほく博推進協議会事務局
　☎０８８７－７２－９４００

検索土佐の豊穣祭
検索れいほく博

　　　　

※各イベントの詳細はホームページでご確認ください。
　　

　■お問い合わせ先
　土佐の豊穣祭推進会議事務局
　☎０８８－８０４－８３３３
　（ＮＰＯ法人高知の食を考える会）

JR四国ニュースNo.384

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。

四万十の自然に癒される絶景と美食のリゾートステイ「四万十の宿」

高知県

JR四国、日本郵便四国支社及び四国電力における連携事業
「大集合！ワクワク体験Kids王国 in サンポート高松」を開催します。

四万十の宿　●高知県四万十市下田3370  ●TEL 0880-33-1600　●https://www.shimantonoyado.co.jp/

　JR四国、日本郵便(株)四国支社及び四国電力(株)の3
社連携事業の一環として、四国の話題・にぎわいづくりを
目的とした、お子様向けお仕事体験イベントを実施しま
す。当日は、各社のお仕事体験ブースやスタンプラリー
等、ご用意しております。

https://www.machikadomusic.net/

　

　悠久の流れ、美しい大河。高知県に流れる四万十川の河口にひっそり佇
む「四万十の宿」は、生態系との共存を考え、自然と一緒に呼吸することを
コンセプトとした癒しのリゾートです。全30室の客室は、昔から自然を愛し親
しんできた日本人の知恵に学び、木・石・漆喰などの自然素材をふんだんに
使用し、癒しの旅にふさわしい寛ぎの空間となっております。お食事は、四万
十の自然が育んだ、山・川・海の幸を存分に堪能できる和食会席をご用意し
ております。食材には年間70頭程度しか生産されない四万十牛、四万十川
で採れた鮎や川エビ、太平洋から水揚げされた新鮮な魚など四万十の旬

の味覚、郷土料理をお愉しみいただけます。また、館内には温泉・薬湯・海水露天風呂の３種類の「いやしの湯」を揃えて
おりますので、大自然に囲まれた絶景のロケーションの中、安らぎのひと時をどうぞごゆっくりお過ごしください。

2019年10月5日（土）
時間／11：00～15：00　
会場／サンポート高松大型テント広場

入場料無料

①ＪＲ四国
・ ミニ列車乗車体験
・ こども駅員なりきり記念撮影
・ プラレールプレイスペース
・ 鉄道モケイ運転体験

②日本郵便四国支社
・ ゆうパック配達ごっこ
・ お手紙ワークショップ
・ 似顔絵アートはがきプレゼント

③四国電力
IＨクッキング体験、高所作業車乗車体験、ガラポン、キッズコーナー（射的等）

④共同企画
・ 3社キャラクター着ぐるみ登場　
・ ３社ブース周遊型スタンプラリーの実施
・ひと結び予土線スタンプラリー、お便りコンテスト2019ＰＲブース
当日は、駅前や商店街を中心に、各所で大道芸を見ることのできる「高松大道
芸フェスタ2019」も同時開催中！

実施内容（予定）　



「それいけ！アンパンマン」握手会＆撮影会

開催時間

①１１：００～（１０：００受付開始）
②１３：００～（１２：００受付開始）
③１５：００～（１４：００受付開始）　　　
※既定枚数をお渡し次第、受付は終了いたします。

定　　員 各回40組(全120組)　
受付場所 高知駅１階北口　みどりの窓口北側

「アンパンマン列車ひろば」ミニチュア車両記念撮影コーナー実施場所

２０１９年１０月５日(土)　１０：００～１６：００ 頃
ＪＲ四国　高知駅改札内「アンパンマン列車ひろば」(高知県高知市栄田町２－１－１０)
　　　　　　※「アンパンマン列車ひろば」へは乗車券や入場券などが必要ですが、イベントへ参加されるお客さまには、１回限り改札内へ入場可能となる「入場整理券」をお渡しいたします。
　なお、イベント受付は改札外のため、乗車券や入場券などは必要ありません。

「バースデータイム」特別体験

開催時間
１０：１０～１５：５０　
【毎時１０・２０・３０・４０・５０分】（９：４０～順次受付）
既定枚数をお渡し次第、受付は終了いたします。

定　　員 各回１組(全30組)

受付場所 高知駅１階北口　みどりの窓口北側
実施場所 「アンパンマン列車ひろば」メインオブジェ前

時　　間 １０：００～(売り切れ次第終了)　

販売場所 高知駅１階　コンコ－ス内 (北口付近)

販売商品

予 約 先

※乗車券や入場券などは必要ありません。

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。アンパンマン列車 検索

(1) アンパンマン弁当の出張販売

開催時間内に
1日限定の

お楽しみイベントを
行います。
詳細は当日会場で
お知らせいたします。数量限定のため、売り切れ次第終了となります。また当日は事前予約したお弁当をイベントの

開催時間内に受け取ることも可能です。前日(10月4日)午前中までにご予約ください。

(2) 当日限定の
　　お楽しみイベント
     

　JR四国では、駅・駅周辺を活用したまちの賑わいづくりに取り組んでいます。この度、予讃線比地大駅（香川県三豊市）
に隣接して、鉄道博物館「Ｋトレインワールド」が開所しました。2019年9月8日（日）には開所式に合わせて同館館長を観光
駅長に任命しました。この機会に、国内のみならず世界各国から貴重な鉄道部品や資料、模型などを集めた同館にぜひ
ご家族・ご友人とお越し下さい。

　ＪＲ四国では、１０月３日の「アンパンマンの日」をより多くの皆さまに知っていただこうと、高知駅アンパンマン列車ひろばにてお祝
いイベントを開催いたします。アンパンマンとの記念撮影や、アンパンマン列車のジオラマがあるメインオブジェで、誕生日をお祝い
する演出を楽しむことができます。ぜひご家族ご友人と一緒に、高知駅アンパンマン列車ひろばへお越しください。

第２6回「鉄道の日」に協賛して「鉄道の日ふれあい祭り」などを開催
ＪＲ四国では、１０月１４日の「鉄道の日」を記念して、四国各地で｢鉄道の日ふれあい祭り｣や「一日駅長」などのいろいろな行事を開催します。
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◆日時：１０月１９日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：松山運転所
●ミニＳＬの運転………お客様がミニＳＬに乗車し走行します。
●鉄道模型の運転 … 担当者による新幹線、特急列車、貨物列車等の鉄道模型運転を見学できます。
●転車台回転体験 … ２０００系特急車両に乗り、転車台による車両の回転が体験できます。
●洗車機体験 ……… ７０００系電車に乗り、洗車機の中を通る洗車の様子が体験できます。
●レールスター乗車体験… 線路巡回用車両に乗車できます。
●記念撮影 ………… 撮影用車両を背景にＪＲ制帽・上着を着用しての記念写真撮影ができます。
●鉄道用品等販売…  鉄道関係用品グッズ等の販売をいたします。
●鉄道写真展示 …… 珍しい写真をたくさん展示いたします。
●その他………………軽食・バザーコーナー・くじ引きコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１0月19日（土） ９時２０分～１１時３０分
◆場所：松山駅
　●道後マドンナを一日駅長に任命し、列車の
　　出発式等を行います。
        9:20  一日駅長委嘱状交付式（駅長室）
        9:25  一日駅長による各担当助役の点呼 （駅長室）
        9:30  一日駅長訓示（駅長室）
      10:00  一日駅長の改札口での改集札
      11:23  一日駅長による特急しおかぜ１６号出発合図（１番ホーム）

★一日駅長等

◆日時：１１月3日（日） １０時００分～１５時００分
◆場所：宇和島運転区
●『鉄道ホビートレイン』を展示します。
●ミニ列車の運転   … お客様がミニ列車に乗車し走行します。
●転車台回転体験  … 観光列車「海洋堂ホビートレインかっぱうようよ号」に乗り、
　　　　　　　　　　転車台による車両の回転が体験できます。
●レールスター乗車体験…線路巡回用車両に乗車できます。
●扇形車庫見学会……貴重なドロップピットを公開します。
●鉄道模型を運転します。
●鉄道写真展示………珍しい写真を展示します。
●鉄道用品等販売  … 鉄道関係のグッズ等を販売します。
●その他 ………………金魚すくい、ヨーヨー釣り、軽食、バザーコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り

◆日時：１０月１２日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：高知運転所　布師田車両基地
　●ミニSL、ミニ列車の運転…お客様がミニ列車に乗車し走行します。
　●洗車機体験…………車両に乗り、洗車機の中を通る洗車の様子
　　　　　　　　　　　が体験できます。
　●転車台回転体験……２０００系車両に乗り、転車台による車両の　
　　　　　　　　　  　回転が体験できます。
　●２０００系振子体験 …２０００系車両に乗り、振子の体験ができます。
　●車内放送体験………車内で車掌のアナウンスが体験できます。
　●レールスター乗車体験…線路巡回用車両に乗車できます。
　●鉄道用品等販売……車両部品等の販売をいたします。
　●高知大学吹奏楽部による音楽演奏
　●その他…プラレール、お祭り広場（バルーンアート・ヨーヨーすくい・
                  ガチャポン・缶バッチ製作・うどん販売・軽食販売等）

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月１２日（土）　９時１５分～１５時００分
◆場所：高知駅
　●認定こども園桜井幼稚園の園児（２名）を一日駅長に任命し、列車の出発式
　　等を行います。出発式では、桜井幼稚園児による合唱・楽器の演奏を行います。
　　 9:15  一日駅長委嘱状交付式（駅長室）
       9:30  桜井幼稚園児による合唱・楽器演奏 （コンコース）
     10:13  特急南風１０号出発合図 （１番ホーム）
　●列車体験乗車（１０時１９分～） （４番ホーム）
　　高知駅～後免駅間往復 オープンデッキしんたろう号

★一日駅長等

◆日時：１０月１９日（土）１０時００分～１０時５０分
◆場所：高松駅
　●高松聖母幼稚園の園児（２名）を一日駅長に
　　任命し列車の出発式等を行います。
  　 10:00  一日駅長委嘱状交付式 （３階応接室）
      10:05  一日駅長訓示（３階応接室）
      10:20  鉄道模型会場でのテープカット（コンコース）
　　10:40  特急いしづち７号の乗務員への花束贈呈（６番ホーム）
　　10:47  特急いしづち７号出発合図（６番ホーム）　
　●鉄道模型の運転（１０時００分～１６時００分） （コンコース）

★一日駅長等
◆日時：１０月２２日（火）９時３０分～１５時３０分
◆場所：多度津工場
●２０００系振子体験 …… ２０００系車両に乗り、振子の体験ができます。
●車体上げ作業の公開 …車両の車体と台車のドッキング作業を実演します。
●ミニ列車の運転 ……… お客様がミニ列車に乗車し走行します。
●ＰＲ室の公開  ………… 模型運転、鉄道グッズや写真パネルを展示します。
●鉄道用品等販売   …… 車両用部品等の販売をいたします。
●ＪＲ貨物   ……………… グッズ販売と鉄道模型の展示を行います。
●その他    ……………… 車両等の展示、アンパンマンふわふわ、スタンプラリー、物販等

★きしゃぽっぽまつり【多度津フェスティバルと同時開催】

◆日時：１０月１２日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：徳島運転所
●ミニ車両の運転 ………お客様がミニ列車等に乗車し走行します。
●鉄道模型の運転………鉄道模型ジオラマを展示し、お子様による鉄道模型の運転ができます。
●転車台回転体験………１５００型車両に乗り、転車台による車両の回転が体験できます。
●2700系2両を展示……休憩車両としてご利用いただけます。 
●レールスター乗車体験…線路巡回用車両に乗車できます。
●軌陸車乗車体験………電線等の点検車両（二人乗り）に乗車できます。
●阿佐海岸鉄道…………ＤＭＶ車両展示及びバザー　
●起床装置による目覚め体験ができます。
●鉄道写真展示…………珍しい写真をたくさん展示いたします。
●鉄道用品等販売………車両用品等の販売をいたします。
●その他 …………………スタンプラリー、射的、ヨーヨー釣り、金魚すくい、バルーンアート、バザー等

★鉄道の日ふれあい祭り

◆日時：１０月１２日（土）１１時３０分～１２時０５分
◆場所：徳島駅
　●四国大学附属保育所の園児（２名）を１日駅長に任命し、列車の出発式等を行います。
　　11:30  １日駅長委嘱状交付式（駅長室）
　　11:40  １日駅長訓示（駅長室）
　　11:45  園児らによる合唱
　　12:01  園児らによる特急剣山５号出発合図と同時に駅スタッフによるお見送り

★一日駅長等

※多度津駅～多度津工場間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

多度津駅発
　９：３０
１０：３０
１１：３０
１３：３０
１４：３０

多度津工場着
　９：４８
１０：４８
１１：４８
１３：４８
１４：４８

上　　り
多度津工場発
１０：００
１１：００
１３：００
１４：００
１５：００

多度津駅着
１０：１9
１１：１８
１３：１８
１４：１８
１５：１８

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 多度津駅 ☎０８７７-３３-２２０１

※各箇所とも、天候により中止になったり、開催内容を変更する場合があります。※写真はすべて過去の開催内容であり、イメージです。

※各箇所とも車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場の設備はありません）

※宇和島駅～宇和島運転区間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

宇和島駅発
１０：３４
１１：２２
１２：５７
１３：２７
１４：２３

宇和島運転区着
１０：３７
１１：２５
１３：００
１３：３０
１４：２６

上　　り
宇和島運転区発
１０：５２
１２：２５
１３：１０
１４：０７
１４：５１

宇和島駅着
１０：５５
１２：２８
１３：１３
１４：１０
１４：５４

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 宇和島駅 ☎０８９５-２２-０１７５

※高知駅～高知運転所（布師田車両基地）間に送迎用として
　シャトル列車を運転します。

上　　り
高知駅発
１０：０４
１０：３０
１０：５７
１２：０４
１２：３４
１３：１６

高知運転所着
１０：１６
１０：４４
１１：１１
１２：１４
１２：４８
１３：２５

下　　り
高知運転所発
１１：３５
１２：３２
１４：１８
１４：４８
１５：１５

高知駅着
１１：４４
１２：４１
１４：３１
１４：５７
１５：２６

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 高知駅 ☎０８8-822-8229

高松

徳島

海部

窪川

若井

多度津

阿波池田

高知

宇和島

松山

鳴門

●観光列車のPRを兼ねてミニ列車の乗車体験を行います。
　（11時00分～15時00分）（コンコース）

１０：００～１６：００（土日祝営業）
※営業予定日については同館Facebookでご確認下さい。

■アクセス
香川県三豊市豊中町比地大２５０９－８
JR予讃線比地大駅より徒歩すぐ。
高松自動車道　さぬき豊中インターチェンジより車で約５分
※駐車場に限りがあります。

Kトレインワールドの概要

■主な展示物

■料　　金

■営業時間

ジオラマ鉄道模型、鉄道運転シュミレーションゲーム、
鉄道部品・資料、1/10ミニ鉄道等

入場料＋１ドリンク　５００円/１回、２,０００円/５回（回数券）
HOゲージレンタルレイアウト　　２００円/３０分
Nゲージレンタルレイアウト　　１５０円/３０分
ミニ鉄道 乗車　　　　　　　  ２００円/一周
ミニ鉄道 自走　　　　　　  １,０００円/一周
ミニ鉄道 持ち込み　　　　  ３,０００円/１日 ※要予約

■お問い合わせ／鉄道博物館Kトレインワールド　０５０-７１１５-６２０３

①アンパンマン弁当(税込１，２００円)
②げんき１００ばい！アンパンマン弁当(税込１，３００円)
㈱ステーションクリエイト東四国
ＴＥＬ：０８７－８５１－７７１０（平日９：００～１７：００）

JR四国ニュース JR四国ニュース2019年10月１日 No.384

比地大駅「Kトレインワールド」開所！
「アンパンマンの日」をみんなでお祝いしよう！

日　時

場　所

イベント内容 その他



「それいけ！アンパンマン」握手会＆撮影会

開催時間

①１１：００～（１０：００受付開始）
②１３：００～（１２：００受付開始）
③１５：００～（１４：００受付開始）　　　
※既定枚数をお渡し次第、受付は終了いたします。

定　　員 各回40組(全120組)　
受付場所 高知駅１階北口　みどりの窓口北側

「アンパンマン列車ひろば」ミニチュア車両記念撮影コーナー実施場所

２０１９年１０月５日(土)　１０：００～１６：００ 頃
ＪＲ四国　高知駅改札内「アンパンマン列車ひろば」(高知県高知市栄田町２－１－１０)
　　　　　　※「アンパンマン列車ひろば」へは乗車券や入場券などが必要ですが、イベントへ参加されるお客さまには、１回限り改札内へ入場可能となる「入場整理券」をお渡しいたします。
　なお、イベント受付は改札外のため、乗車券や入場券などは必要ありません。

「バースデータイム」特別体験

開催時間
１０：１０～１５：５０　
【毎時１０・２０・３０・４０・５０分】（９：４０～順次受付）
既定枚数をお渡し次第、受付は終了いたします。

定　　員 各回１組(全30組)

受付場所 高知駅１階北口　みどりの窓口北側
実施場所 「アンパンマン列車ひろば」メインオブジェ前

時　　間 １０：００～(売り切れ次第終了)　

販売場所 高知駅１階　コンコ－ス内 (北口付近)

販売商品

予 約 先

※乗車券や入場券などは必要ありません。

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。アンパンマン列車 検索

(1) アンパンマン弁当の出張販売

開催時間内に
1日限定の

お楽しみイベントを
行います。
詳細は当日会場で
お知らせいたします。数量限定のため、売り切れ次第終了となります。また当日は事前予約したお弁当をイベントの

開催時間内に受け取ることも可能です。前日(10月4日)午前中までにご予約ください。

(2) 当日限定の
　　お楽しみイベント
     

　JR四国では、駅・駅周辺を活用したまちの賑わいづくりに取り組んでいます。この度、予讃線比地大駅（香川県三豊市）
に隣接して、鉄道博物館「Ｋトレインワールド」が開所しました。2019年9月8日（日）には開所式に合わせて同館館長を観光
駅長に任命しました。この機会に、国内のみならず世界各国から貴重な鉄道部品や資料、模型などを集めた同館にぜひ
ご家族・ご友人とお越し下さい。

　ＪＲ四国では、１０月３日の「アンパンマンの日」をより多くの皆さまに知っていただこうと、高知駅アンパンマン列車ひろばにてお祝
いイベントを開催いたします。アンパンマンとの記念撮影や、アンパンマン列車のジオラマがあるメインオブジェで、誕生日をお祝い
する演出を楽しむことができます。ぜひご家族ご友人と一緒に、高知駅アンパンマン列車ひろばへお越しください。

第２6回「鉄道の日」に協賛して「鉄道の日ふれあい祭り」などを開催
ＪＲ四国では、１０月１４日の「鉄道の日」を記念して、四国各地で｢鉄道の日ふれあい祭り｣や「一日駅長」などのいろいろな行事を開催します。
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◆日時：１０月１９日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：松山運転所
●ミニＳＬの運転………お客様がミニＳＬに乗車し走行します。
●鉄道模型の運転 … 担当者による新幹線、特急列車、貨物列車等の鉄道模型運転を見学できます。
●転車台回転体験 … ２０００系特急車両に乗り、転車台による車両の回転が体験できます。
●洗車機体験 ……… ７０００系電車に乗り、洗車機の中を通る洗車の様子が体験できます。
●レールスター乗車体験… 線路巡回用車両に乗車できます。
●記念撮影 ………… 撮影用車両を背景にＪＲ制帽・上着を着用しての記念写真撮影ができます。
●鉄道用品等販売…  鉄道関係用品グッズ等の販売をいたします。
●鉄道写真展示 …… 珍しい写真をたくさん展示いたします。
●その他………………軽食・バザーコーナー・くじ引きコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１0月19日（土） ９時２０分～１１時３０分
◆場所：松山駅
　●道後マドンナを一日駅長に任命し、列車の
　　出発式等を行います。
        9:20  一日駅長委嘱状交付式（駅長室）
        9:25  一日駅長による各担当助役の点呼 （駅長室）
        9:30  一日駅長訓示（駅長室）
      10:00  一日駅長の改札口での改集札
      11:23  一日駅長による特急しおかぜ１６号出発合図（１番ホーム）

★一日駅長等

◆日時：１１月3日（日） １０時００分～１５時００分
◆場所：宇和島運転区
●『鉄道ホビートレイン』を展示します。
●ミニ列車の運転   … お客様がミニ列車に乗車し走行します。
●転車台回転体験  … 観光列車「海洋堂ホビートレインかっぱうようよ号」に乗り、
　　　　　　　　　　転車台による車両の回転が体験できます。
●レールスター乗車体験…線路巡回用車両に乗車できます。
●扇形車庫見学会……貴重なドロップピットを公開します。
●鉄道模型を運転します。
●鉄道写真展示………珍しい写真を展示します。
●鉄道用品等販売  … 鉄道関係のグッズ等を販売します。
●その他 ………………金魚すくい、ヨーヨー釣り、軽食、バザーコーナー

★鉄道の日ふれあい祭り

◆日時：１０月１２日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：高知運転所　布師田車両基地
　●ミニSL、ミニ列車の運転…お客様がミニ列車に乗車し走行します。
　●洗車機体験…………車両に乗り、洗車機の中を通る洗車の様子
　　　　　　　　　　　が体験できます。
　●転車台回転体験……２０００系車両に乗り、転車台による車両の　
　　　　　　　　　  　回転が体験できます。
　●２０００系振子体験 …２０００系車両に乗り、振子の体験ができます。
　●車内放送体験………車内で車掌のアナウンスが体験できます。
　●レールスター乗車体験…線路巡回用車両に乗車できます。
　●鉄道用品等販売……車両部品等の販売をいたします。
　●高知大学吹奏楽部による音楽演奏
　●その他…プラレール、お祭り広場（バルーンアート・ヨーヨーすくい・
                  ガチャポン・缶バッチ製作・うどん販売・軽食販売等）

★鉄道の日ふれあい祭り
◆日時：１０月１２日（土）　９時１５分～１５時００分
◆場所：高知駅
　●認定こども園桜井幼稚園の園児（２名）を一日駅長に任命し、列車の出発式
　　等を行います。出発式では、桜井幼稚園児による合唱・楽器の演奏を行います。
　　 9:15  一日駅長委嘱状交付式（駅長室）
       9:30  桜井幼稚園児による合唱・楽器演奏 （コンコース）
     10:13  特急南風１０号出発合図 （１番ホーム）
　●列車体験乗車（１０時１９分～） （４番ホーム）
　　高知駅～後免駅間往復 オープンデッキしんたろう号

★一日駅長等

◆日時：１０月１９日（土）１０時００分～１０時５０分
◆場所：高松駅
　●高松聖母幼稚園の園児（２名）を一日駅長に
　　任命し列車の出発式等を行います。
  　 10:00  一日駅長委嘱状交付式 （３階応接室）
      10:05  一日駅長訓示（３階応接室）
      10:20  鉄道模型会場でのテープカット（コンコース）
　　10:40  特急いしづち７号の乗務員への花束贈呈（６番ホーム）
　　10:47  特急いしづち７号出発合図（６番ホーム）　
　●鉄道模型の運転（１０時００分～１６時００分） （コンコース）

★一日駅長等
◆日時：１０月２２日（火）９時３０分～１５時３０分
◆場所：多度津工場
●２０００系振子体験 …… ２０００系車両に乗り、振子の体験ができます。
●車体上げ作業の公開 …車両の車体と台車のドッキング作業を実演します。
●ミニ列車の運転 ……… お客様がミニ列車に乗車し走行します。
●ＰＲ室の公開  ………… 模型運転、鉄道グッズや写真パネルを展示します。
●鉄道用品等販売   …… 車両用部品等の販売をいたします。
●ＪＲ貨物   ……………… グッズ販売と鉄道模型の展示を行います。
●その他    ……………… 車両等の展示、アンパンマンふわふわ、スタンプラリー、物販等

★きしゃぽっぽまつり【多度津フェスティバルと同時開催】

◆日時：１０月１２日（土）１０時００分～１５時００分
◆場所：徳島運転所
●ミニ車両の運転 ………お客様がミニ列車等に乗車し走行します。
●鉄道模型の運転………鉄道模型ジオラマを展示し、お子様による鉄道模型の運転ができます。
●転車台回転体験………１５００型車両に乗り、転車台による車両の回転が体験できます。
●2700系2両を展示……休憩車両としてご利用いただけます。 
●レールスター乗車体験…線路巡回用車両に乗車できます。
●軌陸車乗車体験………電線等の点検車両（二人乗り）に乗車できます。
●阿佐海岸鉄道…………ＤＭＶ車両展示及びバザー　
●起床装置による目覚め体験ができます。
●鉄道写真展示…………珍しい写真をたくさん展示いたします。
●鉄道用品等販売………車両用品等の販売をいたします。
●その他 …………………スタンプラリー、射的、ヨーヨー釣り、金魚すくい、バルーンアート、バザー等

★鉄道の日ふれあい祭り

◆日時：１０月１２日（土）１１時３０分～１２時０５分
◆場所：徳島駅
　●四国大学附属保育所の園児（２名）を１日駅長に任命し、列車の出発式等を行います。
　　11:30  １日駅長委嘱状交付式（駅長室）
　　11:40  １日駅長訓示（駅長室）
　　11:45  園児らによる合唱
　　12:01  園児らによる特急剣山５号出発合図と同時に駅スタッフによるお見送り

★一日駅長等

※多度津駅～多度津工場間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

多度津駅発
　９：３０
１０：３０
１１：３０
１３：３０
１４：３０

多度津工場着
　９：４８
１０：４８
１１：４８
１３：４８
１４：４８

上　　り
多度津工場発
１０：００
１１：００
１３：００
１４：００
１５：００

多度津駅着
１０：１9
１１：１８
１３：１８
１４：１８
１５：１８

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 多度津駅 ☎０８７７-３３-２２０１

※各箇所とも、天候により中止になったり、開催内容を変更する場合があります。※写真はすべて過去の開催内容であり、イメージです。

※各箇所とも車でのご来場はご遠慮ください。（駐車場の設備はありません）

※宇和島駅～宇和島運転区間に送迎用としてシャトル列車を運転します。
下　　り

宇和島駅発
１０：３４
１１：２２
１２：５７
１３：２７
１４：２３

宇和島運転区着
１０：３７
１１：２５
１３：００
１３：３０
１４：２６

上　　り
宇和島運転区発
１０：５２
１２：２５
１３：１０
１４：０７
１４：５１

宇和島駅着
１０：５５
１２：２８
１３：１３
１４：１０
１４：５４

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 宇和島駅 ☎０８９５-２２-０１７５

※高知駅～高知運転所（布師田車両基地）間に送迎用として
　シャトル列車を運転します。

上　　り
高知駅発
１０：０４
１０：３０
１０：５７
１２：０４
１２：３４
１３：１６

高知運転所着
１０：１６
１０：４４
１１：１１
１２：１４
１２：４８
１３：２５

下　　り
高知運転所発
１１：３５
１２：３２
１４：１８
１４：４８
１５：１５

高知駅着
１１：４４
１２：４１
１４：３１
１４：５７
１５：２６

【シャトル列車に関するお問い合わせ先】 高知駅 ☎０８8-822-8229

高松

徳島

海部

窪川

若井

多度津

阿波池田

高知

宇和島

松山

鳴門

●観光列車のPRを兼ねてミニ列車の乗車体験を行います。
　（11時00分～15時00分）（コンコース）

１０：００～１６：００（土日祝営業）
※営業予定日については同館Facebookでご確認下さい。

■アクセス
香川県三豊市豊中町比地大２５０９－８
JR予讃線比地大駅より徒歩すぐ。
高松自動車道　さぬき豊中インターチェンジより車で約５分
※駐車場に限りがあります。

Kトレインワールドの概要

■主な展示物

■料　　金

■営業時間

ジオラマ鉄道模型、鉄道運転シュミレーションゲーム、
鉄道部品・資料、1/10ミニ鉄道等

入場料＋１ドリンク　５００円/１回、２,０００円/５回（回数券）
HOゲージレンタルレイアウト　　２００円/３０分
Nゲージレンタルレイアウト　　１５０円/３０分
ミニ鉄道 乗車　　　　　　　  ２００円/一周
ミニ鉄道 自走　　　　　　  １,０００円/一周
ミニ鉄道 持ち込み　　　　  ３,０００円/１日 ※要予約

■お問い合わせ／鉄道博物館Kトレインワールド　０５０-７１１５-６２０３

①アンパンマン弁当(税込１，２００円)
②げんき１００ばい！アンパンマン弁当(税込１，３００円)
㈱ステーションクリエイト東四国
ＴＥＬ：０８７－８５１－７７１０（平日９：００～１７：００）
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比地大駅「Kトレインワールド」開所！
「アンパンマンの日」をみんなでお祝いしよう！

日　時

場　所

イベント内容 その他



食欲の秋！
高知県内のグルメイベント紹介
おかげさまで開催９回目

「土佐の豊穣祭２０１９」開催！

　食の祭、土佐の豊穣祭。
今年も９月から１１月にかけ
て高知県内７会場で開催
されます。
　高知県は、大手旅行雑
誌が行う調査で「地元なら

ではのおいしい食べ物が多かった」部門で過去7
回１位に輝いた「食」大国です。
　秋には戻りガツオに土佐あかうし、新米、新高梨
や水晶文旦、きのこ、新酒等、旬の食材があふれ
ます。県民が自慢するこれら秋の味覚を県内各地
でその土地ならではの食べ方で存分に味わい、
食べつくしていただくのが「土佐の豊穣祭」です。
ぜひこの秋、高知の山、川、海の幸を思う存分、満
喫してください！
■土佐の豊穣祭　２０１９スケジュール
◎【仁淀川会場】９月２８日（土）
神楽と鮎と酒に酔うｉｎ仁淀ブルー（いの町　波川公園）
◎【安芸会場】１０月１２日（土）～１３日（日）
高知東海岸グルメまつり＆鉄道の日
（安芸市　安芸タイガース球場駐車場）
※鉄道の日イベントは安芸車両基地（安芸駅）にて１０月１３日のみ開催

◎【嶺北会場】１０月１３日（日）
土佐の豊穣祭ｉｎ嶺北
（本山町　吉野川ふれあい広場）
◎【物部川会場】１０月１９日（土）～２０日（日）

第３８回刃物まつり＆山田のかかしコンテスト
（香美市　県立鏡野公園）
◎【高幡会場】１１月３日（日）
第１５回米こめフェスタ
（四万十町　四万十緑林公園）
◎【幡多会場】１１月３日（日）
三原村どぶろく農林文化祭
（三原村　三原村農業構造改善センター）
◎【高知市会場】１１月９日（土）～１１日（月）
土佐國美味集結
（高知市　中央公園・中心商店街）

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：海岸寺駅～詫間駅
ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/m/

2019年 月号
No.384
10

～アンパンマンの日も元気に運行中!～
　１０月３日は「アンパンマンの日」。ＪＲ四国
では予讃線８０００系アンパンマン列車や瀬
戸大橋アンパンマントロッコなど「それいけ!ア
ンパンマン」の世界観を表現したアンパンマ
ン列車を各地で運行しています。また、１０月
５日には高知駅で「アンパンマンの日」をお祝
いするイベントを行います。その他、「予讃線
宇和海アンパンマン列車」が９月２８日から新
しいデザインで登場するなどますます乗って
楽しい、見ても楽しい列車が充実します。今
年の秋はアンパンマン列車に乗って四国各
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

おいでよ！四国のまんなかへ
土佐れいほく博

嶺北地域観光キャンペーン

　２０１９年７月７日から１２月２５日までを期間とし
て、嶺北地域で「アウトドア」「生活文化」「食」を
テーマとした地域博覧会「土佐れいほく博」を開
催中です。
　れいほく博でこの秋開催される食のイベントをご
紹介します！
◎１０月１４日（月・祝）　四国ジビエグルメフェスタ
場所：ゆとりすとパークおおとよ　　
☎０８８７－７２－０７００
　四国内の人気店約２０店が集うイベント、猪の
丸焼きや鹿肉のロースト、リエットなどがリーズナブ
ルに楽しめます。当日は入園料無料、高知市内か
ら無料送迎バスも運行します。
　他にもイベントたくさん開催中！詳細はホーム
ページで検索ください。

　■お問い合わせ先
　土佐れいほく博推進協議会事務局
　☎０８８７－７２－９４００

検索土佐の豊穣祭
検索れいほく博

　　　　

※各イベントの詳細はホームページでご確認ください。
　　

　■お問い合わせ先
　土佐の豊穣祭推進会議事務局
　☎０８８－８０４－８３３３
　（ＮＰＯ法人高知の食を考える会）
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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。

四万十の自然に癒される絶景と美食のリゾートステイ「四万十の宿」

高知県

JR四国、日本郵便四国支社及び四国電力における連携事業
「大集合！ワクワク体験Kids王国 in サンポート高松」を開催します。

四万十の宿　●高知県四万十市下田3370  ●TEL 0880-33-1600　●https://www.shimantonoyado.co.jp/

　JR四国、日本郵便(株)四国支社及び四国電力(株)の3
社連携事業の一環として、四国の話題・にぎわいづくりを
目的とした、お子様向けお仕事体験イベントを実施しま
す。当日は、各社のお仕事体験ブースやスタンプラリー
等、ご用意しております。

https://www.machikadomusic.net/

　

　悠久の流れ、美しい大河。高知県に流れる四万十川の河口にひっそり佇
む「四万十の宿」は、生態系との共存を考え、自然と一緒に呼吸することを
コンセプトとした癒しのリゾートです。全30室の客室は、昔から自然を愛し親
しんできた日本人の知恵に学び、木・石・漆喰などの自然素材をふんだんに
使用し、癒しの旅にふさわしい寛ぎの空間となっております。お食事は、四万
十の自然が育んだ、山・川・海の幸を存分に堪能できる和食会席をご用意し
ております。食材には年間70頭程度しか生産されない四万十牛、四万十川
で採れた鮎や川エビ、太平洋から水揚げされた新鮮な魚など四万十の旬

の味覚、郷土料理をお愉しみいただけます。また、館内には温泉・薬湯・海水露天風呂の３種類の「いやしの湯」を揃えて
おりますので、大自然に囲まれた絶景のロケーションの中、安らぎのひと時をどうぞごゆっくりお過ごしください。

2019年10月5日（土）
時間／11：00～15：00　
会場／サンポート高松大型テント広場

入場料無料

①ＪＲ四国
・ ミニ列車乗車体験
・ こども駅員なりきり記念撮影
・ プラレールプレイスペース
・ 鉄道モケイ運転体験

②日本郵便四国支社
・ ゆうパック配達ごっこ
・ お手紙ワークショップ
・ 似顔絵アートはがきプレゼント

③四国電力
IＨクッキング体験、高所作業車乗車体験、ガラポン、キッズコーナー（射的等）

④共同企画
・ 3社キャラクター着ぐるみ登場　
・ ３社ブース周遊型スタンプラリーの実施
・ひと結び予土線スタンプラリー、お便りコンテスト2019ＰＲブース
当日は、駅前や商店街を中心に、各所で大道芸を見ることのできる「高松大道
芸フェスタ2019」も同時開催中！

実施内容（予定）　


