
「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」出発式及び
ト キ

「伊予灘ものがたり」「四国まんなか千年ものがたり」運転再開イベントの開催について

20 2 0 年 6 月 29 日

7 月 4 日より運行開始（再開）の観光列車について、各地で運転開始セレモニーを実施

します。

Ⅰ 「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」出発式について

１ 高知駅「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」出発式
ト キ

(1) 日時・場所

7月 4日(土) 11 時 20 分～12 時 04 分 高知駅コンコース・1番のりば

志国土佐 時代の夜明けのものがたり 立志の抄 出発前

(2) 内容

・主催者挨拶・来賓祝辞・テープカット・くす玉開花・出発合図

・オリジナルの横断幕にて出席者全員でのお見送り

・「みんなで歌おう ふるさとの色」放映

※運転開始にあわせ３ものがたり列車に携わる社員、沿線地域の方々、関係者に

て「ふるさとの色」を歌い動画にまとめたものです。

２ 窪川駅「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」出発式及び待合室リニューアルオー
ト キ

プンイベント

(1) 日時・場所

7月 4日(土) 14 時 15 分～15 時 10 分 窪川駅待合室・3番のりば

志国土佐 時代の夜明けのものがたり 開花の抄 出発前

(2) 内容

①リニューアルオープンイベント（窪川駅待合室）

・主催者挨拶・来賓祝辞・テープカット

②出発式典（窪川駅 3番のりば）

・主催者挨拶・来賓祝辞・出発合図

Ⅱ ものがたり列車運行再開イベントについて

１ 伊予灘ものがたり

日時・場所

7月 4日（土）8時 10 分～8時 26 分 松山駅 1番のりば

伊予灘ものがたり 大洲編 出発前

２ 四国まんなか千年ものがたり

日時・場所

7月 4日（土）10 時 30 分～10 時 48 分

四国まんなか千年ものがたり そらの郷紀行 出発前

琴平駅構内「四国まんなか千年ものがたり」専用ラウンジ「ＴＡＩＪＵ」



３ イベント内容

・主催者挨拶・来賓祝辞・「みんなで歌おう ふるさとの色」放映・出発合図

・各列車オリジナルの横断幕にて出席者全員でのお見送り

Ⅲ その他

１ 7月 4日(土)、5日(日)、8月 1日(土)、2日(日)に各列車にご乗車のお客様には、

オリジナルマスクケースをプレゼントさせていただきます。

２ 運行開始（再開）にあわせて、沿線では地域の方々による様々なおもてなしが企画

されています。【別紙１】



別紙１－１

7月4日（土）　伊予灘ものがたり沿線おもてなし予定

時間 場所 内容

8:26 松山駅 駅員、スタッフによるお見送り

9:18

9:26

10:04 伊予白滝駅 沿線住民による手振り

10:09 八多喜駅 地元主婦団体「コニコニ倶楽部」の皆様による手振り

10:19 沿線住民による手振り

五郎駅ホームでの手振り（たぬき駅長等）

10:27 伊予大洲駅 大洲城支配人によるお出迎え

10:56 伊予大洲駅 大洲城支配人によるお見送り

11:02 五郎駅ホームでの手振り（たぬき駅長等）

沿線住民による手振り

11:10 伊予白滝駅 沿線住民による手振り

12:00

12:10

12:24

12:36

13:11 松山駅 駅員、スタッフによるお出迎え

13:28 松山駅 駅員、スタッフによるお見送り

14:17

14:23

15:00 伊予白滝駅 沿線住民による手振り

15:08 五郎駅 沿線住民による手振り

五郎駅ホームでの手振り（たぬき駅長等）

15:17 大洲城 大洲城からの歓迎旗振り

15:46 千丈駅手前 ガソリンスタンドスタッフ及び沿線住民による手振り

家のベランダから住民と犬による手振り

15:52 八幡浜駅 駅員、八幡浜高校の皆様によるお出迎え

16:05 八幡浜駅 駅員、八幡浜高校の皆様によるお見送り

16:08 千丈駅通過後 家のベランダから住民と犬による手振り

ガソリンスタンドスタッフ及び沿線住民による手振り

16:25 大洲城 大洲城からの歓迎旗振り

16:34 五郎 五郎駅ホームでの手振り（たぬき駅長等）

沿線住民による手振り

16:43 伊予白滝駅 沿線住民による手振り

17:17

17:25

17:32

17:38

17:54 伊予市駅 坊ちゃん・マドンナによるおもてなし

18:17 松山駅 駅員、スタッフによるお出迎え
※おもてなしについては変更となる場合がございます。

下灘駅 沿線住民によるお出迎えお見送り

五郎駅

五郎駅

下灘駅 沿線住民によるお出迎えお見送り

伊予上灘駅
犬と猫の福駅長のお出迎えお見送り
地域産品の販売

下灘駅 沿線住民によるお出迎えお見送り

下灘駅 沿線住民によるお出迎えお見送り

伊予上灘駅 犬と猫の福駅長のお出迎えお見送り

大洲編

双海編

八幡浜編

道後編



別紙１－２

7月4日（土）　四国まんなか千年ものがたり沿線おもてなし予定

時間 場所 内容

10:18 多度津駅 駅員によるお見送り

10:26 善通寺駅

11:46 箸蔵駅付近 沿線住民による手振り

西井川地区の皆様による旗振り

11:59

12:10

12:29 阿波川口駅 「阿波川口たぬきな会」の皆様による手振り

12:43 「レストラン大歩危峡まんなか」からの手振り

12:45 「ホテルまんなか」「道の駅大歩危」からの手振り

12:46 大歩危駅 「妖怪法螺吹き隊」の皆様によるお出迎え

14:21 大歩危駅 「妖怪法螺吹き隊」の皆様によるお見送り

14:24 「ホテルまんなか」「道の駅大歩危」からの手振り

14:25 「レストラン大歩危峡まんなか」からの手振り

14:46 「阿波川口たぬきな会」の皆様による手振り

15:01 地域産品の販売

15:12 三縄駅 高齢者施設ハピネスの皆様の手振り

15:18

15:26

15:29 西井川地区の皆様による旗振り

15:33 「味匠 藤本」の皆様による手振り

15:41 箸蔵駅付近 沿線住民による手振り

16:15 讃岐財田駅 地域の方による手振り

16:31 琴平駅 駅員、スタッフによるお出迎え

17:14 多度津駅
※おもてなしについては変更となる場合がございます。

10:48 琴平駅
・琴平町からうちわ、こんぴーくん折り紙等グッズのプレゼント
・駅員、スタッフによるお見送り

阿波池田駅 駅員による手振り

阿波川口駅

阿波池田駅 駅員による手振り

そらの郷
紀行

しあわせの
郷

紀行



別紙１－３

7月4日（土）志国土佐　時代の夜明けのものがたり沿線おもてなし予定

時間 場所 内容

12:04 高知駅 駅員による手振り

12:58

13:03

日下駅～岡花駅間 「むらの駅ひだか」からの手振り

13:24 佐川駅 ホームにて四国鉄道ＯＢ会によるお手振り

13:54 「集落活動センターあわ」の皆様による手振り

14:05 地域産品の販売

14:30

14:34

仁井田駅

14:43 窪川駅 四万十町の方々によるお出迎え

15:10 窪川駅 四万十町の方々によるお見送り

15:31 地域の方々によるお出迎えお見送り

15:46 地域産品の販売

15:54

15:57

16:06 須崎市観光協会、須崎婦人会によるお出迎えお見送り

16:25 ゆるキャラ「しんじょう君」によるお出迎えお見送り

16:44

16:54

岡花駅～日下駅間 「むらの駅ひだか」からの手振り

17:08

17:13

17:56 高知駅 駅員による手振り

※おもてなしについては変更となる場合がございます。

日下駅 日高村役場、地元住民の方々によるホームでの手振り、横断幕での歓迎

安和駅

影野駅 「特別養護老人ホーム窪川荘」の皆様によるお手振り

土佐久礼駅

安和駅

須崎駅

佐川駅 さかわ町観光協会、地元施設等によるお出迎えとお見送り

日下駅 日高村役場、地元住民の皆様によるホームでの手振り、横断幕での歓迎

立志の抄

開花の抄


