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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）
8：00～19：00
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

2022年 月号
No.418
8

～おかげさまで50周年
　　　　 特急「しおかぜ」～

　四国初の特急列車として１９７２年３月にデ
ビューし、１８１系、１８５系、２０００系、８０００
系、８６００系へと、また、気動車から電車へと時
代とともに移り変わった特急「しおかぜ」。５０年
の時を経て２０２２年６月１８日、１８５系特急「し
おかぜ」が当時のＬ特急のヘッドマークを掲げて
臨時団体列車として、高松駅～松山駅間を走
行しました。皆様の思い出の詰まったノスタル
ジックな雰囲気の１８５系国鉄色特急「しおか
ぜ」ですが、定期列車の特急「しおかぜ」は、今
でも岡山駅（ＪＲ西日本）と松山駅を結ぶJR四
国の看板列車です。

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四国ソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア
予讃線：高松駅

JR四国ニュースNo.418

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。

四万十の宿・いやしの里
高知県四万十市下田３３７０
TEL.0880-33-1600    

おかげさまで２０周年　「四万十の宿・いやしの里」

「スマート四国チケットレス」発売中
Ｊ-WESTネット会員限定

四国内の特急列車指定席をより便利
により手軽にご利用になれるよう、ＪＲ
西日本ネット予約「e5489」から購入い
ただける大変おトクな「スマート四国チ
ケットレス」を発売しております。

発売情報
発売期間：2022年 9月30日（金）まで　前売りはご乗車日の 1カ月前から当日（出発時刻の２分前まで）
　　　　　   ご利用期間：2022年 9月30日（金）まで
発 売 箇 所：ＪＲ西日本ネット予約「e5489」※「みどりの窓口」では発売いたしません。
発売価格：450円（大人1名、普通車指定席・片道利用）
　　　　　　※ご利用区間を含む乗車券（定期乗車券、回数乗車券、ＩＣカードを含む）が別途必要です。
設 定 区 間：高松～宇多津、松山～今治、徳島～穴吹、高知～須崎等（15区間）
効力・発売条件：予約には「J-WESTネット会員」への登録が必要です（会員登録は無料）。
　　　　　　予約された列車の指定席に限りご利用になれます。その他の列車・座席は自由席を含めて
　　　　　　ご利用になれません。予約の変更（ご乗車日、ご利用区間など）もできません。

高知県

　1970年の大阪万国博覧会でよさこい嗚子
踊りを披露、1972年にはフランスのニースで
のカーニバルに招待され、世界的にも知られ
るようになり、最近では200チーム、18,000人
の踊り子の参加となっています。
　よさこい祭りでは、地方車を先頭に、艶や
かな衣装をまとった踊り子たちの鳴子を嗚ら
しながらの群舞が、見る者に驚きと感動を
与え、街中が祭りの熱気に包まれます。
　よさこい祭りが全国に広まった理由の
一つに、平成4年から、高知のよさこい祭り
に魅せられた北海道大学の1人の学生の
発案により『YOSAKOIソーラン祭り』が
始まったことが挙げられ、現在では、北海
道を代表する大きな祭りとなりました。
　札幌での祭りの成功により、昔からある祭
りを活性化するためによさこい祭りとの合体
を図り、また、新たな祭りとして全国各地に
「よさこい」が飛び火のように誕生して広まる
など、よさこい祭りをつくった人たちが予想も
しなかった発展を続けています。

　よさこい鳴子踊りは、商店街の振興や高
知市民と県民の健康と繁栄を祈願し、みん
なが楽しめて永続性のあるお祭りを作ろう
と、高知商工会議所が発案しました。
　日程は、阿波おどりの前で、過去40年の
気象データで最も雨が少ない日の、8月10、
11日に。
　作曲家 武政英策氏に作詞・作曲を依頼し、
土佐わらべ歌、民謡「よさこい節」などから
作られ、踊りは素手ではなく、米どころの高
知らしく、「すずめ脅し」の鳴子を持たせ、
日本舞踊のお師匠さん方（五つの流派：花
柳・若柳・藤間・坂東・山村）の振付けで、
街頭を流す踊り「よさこい鳴子踊り」が生ま
れました。

　そして、昭和29年、よさこい祭りとして、戦
災と昭和の南海地震からの復興、市民の健
康と繁栄、そして商店街の振興を目的に21
チーム、750人の踊り子から始まりました。

　平成25年3月の高知市観光振興課調べ
によると、その当時で全国204ヶ所にてよ
さこいの影響を受けた祭りがあるとのこと
ですが、その後どれだけ増えて、今、何ヶ
所で祭りがあるのか誰もわからないのが
現状です。「よさこい」という名称を使用し
ていなくても、手に鳴子を持って踊ってい
る場合もあり、春・夏・秋・冬と、ほぼ1年
を通してどこかで鳴子がひびいていること
になります。
　今では、日本を飛び出し世界で29の国
や地域で踊られ子孫を増やしています。

　例年、土佐の夏を彩る本家・高知のよさ
こい祭りは、毎年8月9日の前夜祭を皮切り
に、10・11日の本番、12日の全国大会・後
夜祭と4日間にわたって開催されます。
　今年は、「2022よさこい鳴子踊り特別
演舞」として、感染防止策を講じながら、
開催規模を縮小し、8月9日の高知市納涼
花火大会、及び、8月10・11日の2日間の開
催といたしました。今年は高知市内12の
演舞会場での開催を予定しております。
ぜひ、みなさん3年ぶりの「よさこい」をお
楽しみください。（新型コロナウイルス感
染症の状況によっては中止する場合があ
ります。）

　2022年7月、豊かな自然に恵まれた四万十河畔に、リゾー
トタイプのホテルと温泉・レストランを備えた「四万十いやし
の里」が開業20周年を迎えました。
　落ち着いた隠れ家のような宿と天然温泉、四万十の素材を
活かした自然の恵みが堪能できる料理など四国西南の観光
拠点として、また地元の癒しの場所としてたくさんのお客様
にご利用頂いてきました。　
　これからもお客様から「ありがとう」の声がたくさん届けら
れるような「宿・里」を目指し、スタッフ一同取り組んでまいり
ます。
　現在２０周年記念宿泊プランなども販売中
です。ぜひご利用下さい。

よさこい祭り

検索

【お問合せ先】
■よさこい祭振興会　☎088-875-1178
http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/

よさこい祭り

◆「スマート四国チケットレス」のポイント
　

JR四国スマート改革 検索●詳しくは→ https://www.jr-shikoku.co.jp/ticketless/

公式HP

スマートフォンから
いつでもどこでも購入可能

「チケットレス」だから
スムーズに乗車可能 おトクな価格設定
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鉄道の安全輸送を支える（鉄道構造物）鉄道の安全輸送を支える（鉄道構造物）
　ＪＲ四国管内（四国全域および本四備讃線児島・宇多津間）には、橋りょう、高架橋およびトンネルなど多くの鉄道構造物があり
ます。ＪＲ四国では、鉄道の安全・安定輸送を確保するべく鉄道構造物の日常的な維持管理および台風や地震などを想定した防
災対策を計画的に行っています。

この夏はテーマパークにトクトクきっぷで行こう！！この夏はテーマパークにトクトクきっぷで行こう！！

坂出駅・宇多津駅までの往復のJRと、NEWレオマ
ワールドの入園引換券がセットになったきっぷです。
「NEWレオマワールドフリーパス」がセットになった
「フリーパスタイプ」と、「NEWレオマワールドフリー
パス」と「レオマウォーターランド」の両方がセットに
なった「ハッピーパスタイプ」の２種類があります。

　鷲羽山ハイランドまでのJRとバスの往復券、鷲羽山
ハイランドの入園引換券がセットになったきっぷです。

徳
島
線

JR四国ニュース2022年8月１日

NEＷレオマワールド割引きっぷ

鷲羽山ハイランド割引乗車券

●発駅と児島駅の間は、特急列車の普通車自由席を往復ご利用いただけます(鳴門駅発の鳴門～勝瑞駅間及び、高松・端岡駅発は快速・普通列車の普通車自由席利用です)。
●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●児島駅と鷲羽山ハイランド遊園地前バス停までの間は、下津井電鉄（下電）バス下津井線または下津井循環バス「とこはい号」を往復ご利用いただけます。
●12歳以上18歳未満の方は「学生用」をご利用いただけます。「学生用」をお買い求めの際は、学生証など年齢が確認できるものをご提示ください。また、18歳以上の方でも学生証の提示により「学生
用」をお買い求めいただけます。ご旅行中、学生証などをご携帯ください。

●きっぷの有効期間内1回に限り、「ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド」のチケット売場で「ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド入園引換券」を引き換えて入園することができます。「ブラジリ
アンパーク鷲羽山ハイランド入園引換券」には、入園料及び園内の乗り物料金（一部除く）が含まれています。

※詳しくは、Webサイト「JR四国ツアー」をご覧ください。

●発 売 期 間　2022年7月  1日 から 2022年8月31日 まで
●ご利用期間　2022年7月16日 から 2022年8月31日 まで
●有 効 期 間　1日間
●発 売 箇 所　JR四国の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、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Web

●発 売 期 間　通年
●ご利用期間　通年
●有効期間　4日間（高松駅、端岡駅発は2日間）
●発 売 箇 所　ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、ワープ支店、
　　　　　　　駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

●主な発駅からのおねだん（その他の駅の設定もございます）

●主な発駅からのおねだん（その他の駅の設定もございます）
フリーパスタイプ（パーク入園＋乗物）

発駅～坂出駅・宇多津駅
ＪＲ往復

フリーパス     
ハッピーパス

発駅～児島駅
ＪＲ往復

児島駅～鷲羽山ハイランド
下電バス往復

鷲羽山ハイランド
入園引換券

大　人
学　生
小　児

高　松
5,110円
4,460円
3,320円

松　山  
12,440円
10,840円
7,030円

徳　島  
7,840円
6,870円
4,830円

高　知  
11,140円
9,690円
6,480円

大　人
小　児

高　松
3.860円
2,930円

松　山  
9,980円
5,990円

徳　島  
7,120円
4,560円

高　知  
8,980円
5,490円

ハッピーパスタイプ（パーク入園＋乗物＋レオマウォーターランド）

大　人
小　児

高　松
4,860円
3,930円

松　山  
10,980円
6,990円

徳　島  
8,120円
5,560円

高　知  
9,980円
6,490円

引換券

NEWレオマワールド

詳しくはこちら
（JR四国ツアーWeb）

詳しくはこちら（JR四国ツアーWeb）

おトクな情報おトクな情報
2022年8月1日から2022年9月30日までの期間限定で、
きっぷご購入時に、JR四国内のセブン-イレブンＫｉｏｓｋ店舗で
ご利用いただけるお買い物券３００円（税込）をプレゼント！

坂出駅・宇多津駅～NEWレオマワールド間は
無料シャトルバスをご利用いただけます！

パーク内の施設で利用可能な
ブラジリアンクーポン（500円分）付！

主
な
ご
利
用
条
件
 

●発駅と坂出駅・宇多津駅の間は、特急列車の普通車自由席を往復ご利用いただけ
ます（志度・徳島駅発の高松～坂出駅・宇多津駅間及び、高松・丸亀・多度津・観音
寺・栗林駅発は快速・普通列車の普通車自由席利用です）。

●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●きっぷの有効期間内１回に限り、「NEWレオマワールド」のチケット売場で
「NEWレオマワールド フリーパス/ハッピーパス」に引き換えて入園することがで
きます。

　※詳しくは、Webサイト「JR四国ツアー」をご覧ください。

主
な
ご
利
用
条
件
 

　鉄道構造物（橋りょう、高架橋、トンネルなど）に関しては、定期検査を２年に１回行っています。この定期検査において鉄道構造物に何らか
の不具合を認めた場合は、その不具合が生じた原因を特定するために、検査機器を用いた詳細な検査を実施しています。原因を特定できた
鉄道構造物は、これら検査の結果に基づき補修計画を策定し補修を行うなど適切な措置を行っています。
　　

橋りょう・トンネルの維持管理

　ＪＲ四国の線路は、山間部を縫うように線路が敷かれている箇所も多く、その線路沿いには多くの斜面があります。その斜面の状態を定期
的に点検しつつ、台風等の大雨による斜面崩壊等の災害を防ぐため「のり面防護工」などを計画的に施工しています。また、斜面からの落石
に対しては、危険箇所を定期的に点検するほか、落石が発生した場合に列車を止める落石検知装置や落石に備える「落石止柵」、「落石防止
網」などを計画的に施工しています。

災害防止の取り組み

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

斜面崩壊・落石

　ＪＲ四国では、近い将来発生することが想定されている南海トラフ地震対策として、橋りょうや高架橋に対する耐震補強を実施
しています。鉄道が道路の上をまたいでいる箇所（架道橋）では、大規模な地震により鉄道橋の桁が道路上に落下することを防ぐ
ことを目的として、落橋防止対策を1996年度から実施しています。
　本四備讃線の橋りょうや高架橋に対する耐震補強は、2014年度末に工事着手し、落橋防止対策や鋼板・炭素繊維を高架橋の
柱や橋脚に巻立てる耐震補強等を実施しており、2019年度に完了しています。2022年度からは、予讃線坂出・宇多津・丸亀高架
において、耐震補強を行う計画です。

大規模地震対策

検査機器を用いた橋りょうの詳細検査トンネルにおける保守用車を用いた検査瀬戸大橋における定期検査

落石止柵落石防止網のり面防護工

高架橋の柱に対する耐震補強②高架橋の柱に対する耐震補強①架道橋における落橋防止対策
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●きっぷの有効期間内1回に限り、「ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド」のチケット売場で「ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド入園引換券」を引き換えて入園することができます。「ブラジリ
アンパーク鷲羽山ハイランド入園引換券」には、入園料及び園内の乗り物料金（一部除く）が含まれています。

※詳しくは、Webサイト「JR四国ツアー」をご覧ください。

●発 売 期 間　2022年7月  1日 から 2022年8月31日 まで
●ご利用期間　2022年7月16日 から 2022年8月31日 まで
●有 効 期 間　1日間
●発 売 箇 所　JR四国の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、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Web

●発 売 期 間　通年
●ご利用期間　通年
●有効期間　4日間（高松駅、端岡駅発は2日間）
●発 売 箇 所　ＪＲ四国の駅のみどりの窓口、みどりの券売機プラス、ワープ支店、
　　　　　　　駅ワーププラザ及び四国内の主な旅行会社

●主な発駅からのおねだん（その他の駅の設定もございます）

●主な発駅からのおねだん（その他の駅の設定もございます）
フリーパスタイプ（パーク入園＋乗物）

発駅～坂出駅・宇多津駅
ＪＲ往復

フリーパス     
ハッピーパス

発駅～児島駅
ＪＲ往復

児島駅～鷲羽山ハイランド
下電バス往復

鷲羽山ハイランド
入園引換券

大　人
学　生
小　児

高　松
5,110円
4,460円
3,320円

松　山  
12,440円
10,840円
7,030円

徳　島  
7,840円
6,870円
4,830円

高　知  
11,140円
9,690円
6,480円

大　人
小　児

高　松
3.860円
2,930円

松　山  
9,980円
5,990円

徳　島  
7,120円
4,560円

高　知  
8,980円
5,490円

ハッピーパスタイプ（パーク入園＋乗物＋レオマウォーターランド）

大　人
小　児

高　松
4,860円
3,930円

松　山  
10,980円
6,990円

徳　島  
8,120円
5,560円

高　知  
9,980円
6,490円

引換券

NEWレオマワールド

詳しくはこちら
（JR四国ツアーWeb）

詳しくはこちら（JR四国ツアーWeb）

おトクな情報おトクな情報
2022年8月1日から2022年9月30日までの期間限定で、
きっぷご購入時に、JR四国内のセブン-イレブンＫｉｏｓｋ店舗で
ご利用いただけるお買い物券３００円（税込）をプレゼント！

坂出駅・宇多津駅～NEWレオマワールド間は
無料シャトルバスをご利用いただけます！

パーク内の施設で利用可能な
ブラジリアンクーポン（500円分）付！

主
な
ご
利
用
条
件
 

●発駅と坂出駅・宇多津駅の間は、特急列車の普通車自由席を往復ご利用いただけ
ます（志度・徳島駅発の高松～坂出駅・宇多津駅間及び、高松・丸亀・多度津・観音
寺・栗林駅発は快速・普通列車の普通車自由席利用です）。

●途中駅で下車した場合は前途無効です。
●きっぷの有効期間内１回に限り、「NEWレオマワールド」のチケット売場で
「NEWレオマワールド フリーパス/ハッピーパス」に引き換えて入園することがで
きます。

　※詳しくは、Webサイト「JR四国ツアー」をご覧ください。

主
な
ご
利
用
条
件
 

　鉄道構造物（橋りょう、高架橋、トンネルなど）に関しては、定期検査を２年に１回行っています。この定期検査において鉄道構造物に何らか
の不具合を認めた場合は、その不具合が生じた原因を特定するために、検査機器を用いた詳細な検査を実施しています。原因を特定できた
鉄道構造物は、これら検査の結果に基づき補修計画を策定し補修を行うなど適切な措置を行っています。
　　

橋りょう・トンネルの維持管理

　ＪＲ四国の線路は、山間部を縫うように線路が敷かれている箇所も多く、その線路沿いには多くの斜面があります。その斜面の状態を定期
的に点検しつつ、台風等の大雨による斜面崩壊等の災害を防ぐため「のり面防護工」などを計画的に施工しています。また、斜面からの落石
に対しては、危険箇所を定期的に点検するほか、落石が発生した場合に列車を止める落石検知装置や落石に備える「落石止柵」、「落石防止
網」などを計画的に施工しています。

災害防止の取り組み

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

斜面崩壊・落石

　ＪＲ四国では、近い将来発生することが想定されている南海トラフ地震対策として、橋りょうや高架橋に対する耐震補強を実施
しています。鉄道が道路の上をまたいでいる箇所（架道橋）では、大規模な地震により鉄道橋の桁が道路上に落下することを防ぐ
ことを目的として、落橋防止対策を1996年度から実施しています。
　本四備讃線の橋りょうや高架橋に対する耐震補強は、2014年度末に工事着手し、落橋防止対策や鋼板・炭素繊維を高架橋の
柱や橋脚に巻立てる耐震補強等を実施しており、2019年度に完了しています。2022年度からは、予讃線坂出・宇多津・丸亀高架
において、耐震補強を行う計画です。

大規模地震対策

検査機器を用いた橋りょうの詳細検査トンネルにおける保守用車を用いた検査瀬戸大橋における定期検査

落石止柵落石防止網のり面防護工

高架橋の柱に対する耐震補強②高架橋の柱に対する耐震補強①架道橋における落橋防止対策



ＪＲ四国列車運行情報
https://www.jr-shikoku.co.jp/info/select/index.html

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）
8：00～19：00
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

2022年 月号
No.418
8

～おかげさまで50周年
　　　　 特急「しおかぜ」～

　四国初の特急列車として１９７２年３月にデ
ビューし、１８１系、１８５系、２０００系、８０００
系、８６００系へと、また、気動車から電車へと時
代とともに移り変わった特急「しおかぜ」。５０年
の時を経て２０２２年６月１８日、１８５系特急「し
おかぜ」が当時のＬ特急のヘッドマークを掲げて
臨時団体列車として、高松駅～松山駅間を走
行しました。皆様の思い出の詰まったノスタル
ジックな雰囲気の１８５系国鉄色特急「しおか
ぜ」ですが、定期列車の特急「しおかぜ」は、今
でも岡山駅（ＪＲ西日本）と松山駅を結ぶJR四
国の看板列車です。

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四国ソーシャルメディア公式アカウント

ソーシャルメディア
予讃線：高松駅

JR四国ニュースNo.418

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。

四万十の宿・いやしの里
高知県四万十市下田３３７０
TEL.0880-33-1600    

おかげさまで２０周年　「四万十の宿・いやしの里」

「スマート四国チケットレス」発売中
Ｊ-WESTネット会員限定

四国内の特急列車指定席をより便利
により手軽にご利用になれるよう、ＪＲ
西日本ネット予約「e5489」から購入い
ただける大変おトクな「スマート四国チ
ケットレス」を発売しております。

発売情報
発売期間：2022年 9月30日（金）まで　前売りはご乗車日の 1カ月前から当日（出発時刻の２分前まで）
　　　　　   ご利用期間：2022年 9月30日（金）まで
発 売 箇 所：ＪＲ西日本ネット予約「e5489」※「みどりの窓口」では発売いたしません。
発売価格：450円（大人1名、普通車指定席・片道利用）
　　　　　　※ご利用区間を含む乗車券（定期乗車券、回数乗車券、ＩＣカードを含む）が別途必要です。
設 定 区 間：高松～宇多津、松山～今治、徳島～穴吹、高知～須崎等（15区間）
効力・発売条件：予約には「J-WESTネット会員」への登録が必要です（会員登録は無料）。
　　　　　　予約された列車の指定席に限りご利用になれます。その他の列車・座席は自由席を含めて
　　　　　　ご利用になれません。予約の変更（ご乗車日、ご利用区間など）もできません。

高知県

　1970年の大阪万国博覧会でよさこい嗚子
踊りを披露、1972年にはフランスのニースで
のカーニバルに招待され、世界的にも知られ
るようになり、最近では200チーム、18,000人
の踊り子の参加となっています。
　よさこい祭りでは、地方車を先頭に、艶や
かな衣装をまとった踊り子たちの鳴子を嗚ら
しながらの群舞が、見る者に驚きと感動を
与え、街中が祭りの熱気に包まれます。
　よさこい祭りが全国に広まった理由の
一つに、平成4年から、高知のよさこい祭り
に魅せられた北海道大学の1人の学生の
発案により『YOSAKOIソーラン祭り』が
始まったことが挙げられ、現在では、北海
道を代表する大きな祭りとなりました。
　札幌での祭りの成功により、昔からある祭
りを活性化するためによさこい祭りとの合体
を図り、また、新たな祭りとして全国各地に
「よさこい」が飛び火のように誕生して広まる
など、よさこい祭りをつくった人たちが予想も
しなかった発展を続けています。

　よさこい鳴子踊りは、商店街の振興や高
知市民と県民の健康と繁栄を祈願し、みん
なが楽しめて永続性のあるお祭りを作ろう
と、高知商工会議所が発案しました。
　日程は、阿波おどりの前で、過去40年の
気象データで最も雨が少ない日の、8月10、
11日に。
　作曲家 武政英策氏に作詞・作曲を依頼し、
土佐わらべ歌、民謡「よさこい節」などから
作られ、踊りは素手ではなく、米どころの高
知らしく、「すずめ脅し」の鳴子を持たせ、
日本舞踊のお師匠さん方（五つの流派：花
柳・若柳・藤間・坂東・山村）の振付けで、
街頭を流す踊り「よさこい鳴子踊り」が生ま
れました。

　そして、昭和29年、よさこい祭りとして、戦
災と昭和の南海地震からの復興、市民の健
康と繁栄、そして商店街の振興を目的に21
チーム、750人の踊り子から始まりました。

　平成25年3月の高知市観光振興課調べ
によると、その当時で全国204ヶ所にてよ
さこいの影響を受けた祭りがあるとのこと
ですが、その後どれだけ増えて、今、何ヶ
所で祭りがあるのか誰もわからないのが
現状です。「よさこい」という名称を使用し
ていなくても、手に鳴子を持って踊ってい
る場合もあり、春・夏・秋・冬と、ほぼ1年
を通してどこかで鳴子がひびいていること
になります。
　今では、日本を飛び出し世界で29の国
や地域で踊られ子孫を増やしています。

　例年、土佐の夏を彩る本家・高知のよさ
こい祭りは、毎年8月9日の前夜祭を皮切り
に、10・11日の本番、12日の全国大会・後
夜祭と4日間にわたって開催されます。
　今年は、「2022よさこい鳴子踊り特別
演舞」として、感染防止策を講じながら、
開催規模を縮小し、8月9日の高知市納涼
花火大会、及び、8月10・11日の2日間の開
催といたしました。今年は高知市内12の
演舞会場での開催を予定しております。
ぜひ、みなさん3年ぶりの「よさこい」をお
楽しみください。（新型コロナウイルス感
染症の状況によっては中止する場合があ
ります。）

　2022年7月、豊かな自然に恵まれた四万十河畔に、リゾー
トタイプのホテルと温泉・レストランを備えた「四万十いやし
の里」が開業20周年を迎えました。
　落ち着いた隠れ家のような宿と天然温泉、四万十の素材を
活かした自然の恵みが堪能できる料理など四国西南の観光
拠点として、また地元の癒しの場所としてたくさんのお客様
にご利用頂いてきました。　
　これからもお客様から「ありがとう」の声がたくさん届けら
れるような「宿・里」を目指し、スタッフ一同取り組んでまいり
ます。
　現在２０周年記念宿泊プランなども販売中
です。ぜひご利用下さい。

よさこい祭り

検索

【お問合せ先】
■よさこい祭振興会　☎088-875-1178
http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/

よさこい祭り

◆「スマート四国チケットレス」のポイント
　

JR四国スマート改革 検索●詳しくは→ https://www.jr-shikoku.co.jp/ticketless/

公式HP

スマートフォンから
いつでもどこでも購入可能

「チケットレス」だから
スムーズに乗車可能 おトクな価格設定


