
「伊予灘ものがたり 南予きずな旅」記念式典の開催について 

 

 

2021 年 11 月 26 日 

 

 

 ＪＲ四国では、現在開催中の四国デスティネーションキャンペーンの盛り上げと、来年 4 月よ

り開催される「えひめ南予きずな博」のプレ事業として、12月 27 日にラストランを迎える伊予灘

ものがたりを初めて定期運転区間以外で「伊予灘ものがたり 南予きずな旅」として運転いたし

ます。つきまして、以下のとおり記念式典を実施します。 

 

 

 

１ 日時 

  2021 年 12 月 5日（日） 10:30～ 

 

 

２ 場所 

  ＪＲ四国 宇和島駅 2 番ホーム 

 

 

３ 次第 

 ・津島太鼓集団 雅 演舞 

 ・主催者挨拶 

 ・沿線のおもてなし紹介 

 ・出発合図 

 

 

４ 伊予灘ものがたり南予きずな旅の概要 

※【詳細別紙１参照】 

  12 月 3 日（金）  瑠璃編／翠編   松山駅～伊予大洲駅 

  12 月 4 日（土）  つながり編    伊予大洲駅～宇和島駅 

  12 月 5 日（日）  いやし編     宇和島駅～松丸駅～宇和島駅 

  12 月 6 日（月）  えにし編     宇和島駅～卯之町駅～伊予大洲駅 

※商品についてはＪＲ四国ツアー（https://www.jr-eki.com/tour/brand/1-P93）にて好評発 

売中です。（一部満席となっているツアーもございます。） 

 

 

５ その他 

  4 日（土）～6日（月）は伊予灘ものがたり 2両にキハ 185 系ディーゼルカーを 2両補機とし

て連結しての運行となります。 



行き

帰り

月 日 曜日 線区・車両 テーマ 協賛企業 駅 地域イベント

1 特別料理  瑠璃編　ヨーヨーキッチン! マルトモ 伊予上灘駅 沿線住民歓迎イベント・特産品販売

2 特別料理　翠編　内子フレッシュパークからり 伊藤園 下灘駅 沿線住民歓迎イベント

3 愛ある伊予灘線の沿線ガイド 五郎駅 沿線住民歓迎イベント

4 きずな博の予告 伊予大洲駅 大洲城職員甲冑お出迎え

車両基地にて増結車両2Bに食器類等積み込み

行き

帰り

1 特別料理　翠編　内子フレッシュパークからり マルトモ 伊予大洲駅 大洲城幟旗ふり

2 宇和島南中等教育学校　地元のPRガイド 伊藤園 千丈駅 地域住民歓迎イベント

3 南予のPR アサヒビール 八幡浜駅 八幡浜高校生見送り

4 卯之町散策 株式会社フジ 卯之町駅 文化の郷入館・開明学校で明治の授業体験・ぜんざいのプレゼント

5 地元からのプレゼント えひめ南農業協同組合 伊予吉田駅 柑橘プレゼント(えひめ南農協協同組合)

6 えひめスイーツプロじぇぇくと参加商品プレゼント えひめスイーツプロジェクト 宇和島駅 宇和島東高校津島分校チアリーディング部お出迎え

7 きずな博の予告 愛媛調理製菓専門学校

行き

帰り

1 南予きずな旅記念式典 マルトモ 宇和島駅 津島太鼓集団 雅 演奏・宇和島市特産品プレゼント

2 特別料理　ヨーヨーキッチン!・和日輔 伊藤園 近永駅 鬼北町 太鼓集団 魁 演奏

3 キジ肉焼き鳥(フェザンフィレール) アサヒビール 松丸駅 松野町鬼城太鼓、足湯のおもてなし・おさかな館・ガラス工房

4 宇和島南中等教育学校　地元のPRガイド 株式会社フジ 松丸駅 松野町特産品プレゼント

5 松丸駅周辺散策 えひめスイーツプロジェクト 近永駅 北宇和高校生歓迎イベント・鬼北町特産品プレゼント

6 地元からのプレゼント 愛媛調理製菓専門学校 伊予宮野下駅 北宇和高校三間分校高校生お出迎え・お見送り

7 えひめスイーツプロじぇぇくと参加商品プレゼント 宇和島駅 宇和島東高校津島分校チアリーダー部お出迎え

8 きずな博の予告

行き

帰り

1 特別料理　ヨーヨーキッチン!・和日輔 マルトモ 宇和島駅 宇和島市特産品プレゼント

2 南予のPR 伊藤園 伊予吉田駅 柑橘プレゼント(えひめ南農協協同組合)

3 卯之町散策 アサヒビール 八幡浜駅 八幡浜市特産品プレゼント

4 沿線各市からのプレゼント 株式会社フジ 卯之町駅 文化の郷入館・開明学校で明治の授業体験・ぜんざいのプレゼント

5 きずな博の予告 えひめ南農業協同組合 卯之町駅 西予市特産品プレゼント

千丈駅 地域住民歓迎お手振り

伊予大洲駅 大洲市特産品プレゼント・大洲城職員甲冑お出迎え

宇和島駅到着後ホームでグラス類下しホテルにて洗浄、入区後、車内清掃

宇和島駅到着後ホームでグラス類下しホテルにて洗浄、入区後、車内清掃

【きずな博伊予灘ものがたり予讃線】

予讃線
停車駅

【きずな博伊予灘ものがたり予土線】

伊予大洲駅10:57→→千丈駅11:18(13分停車)→→八幡浜駅11:39(6分停車)→→伊予石城駅12:06(22分停車)→→卯之町駅12:38(117分停車)→→伊予吉田駅14:53(11分停車)→→宇和島駅15:16

停留 

伊予灘ものがたりラストラン
きずな博おもてなし事業イベント

4 土12
伊予灘ものがたり

つながり編

予讃線
停車駅

宇和島駅11:00→→伊予吉田駅11:11(21分停車)→→卯之町駅11:54(186分停車)→→八幡浜駅15:51(8分停車)→→千丈駅16:09(2分停車)→→伊予大洲駅16:33

回送（伊予大洲駅→→松山駅）

伊予灘ものがたりラストラン
きずな博おもてなし事業イベント

宇和島駅10:48→→伊予宮野下駅11:09(3分停車)→→近永駅11:32(20分停車)→→松丸駅12:05→→回送→→江川崎駅12:43

江川崎駅12:48 → 回送 →松丸駅13:11(1分)→→近永駅13:25(29分停車)→→伊予宮野下駅(32分停車)→→宇和島駅15:08

◆ＪＲ四国共催【伊予灘ものがたり】

5 日

予土線
停車駅

12
伊予灘ものがたり

いやし編

12
伊予灘ものがたり

えにし編
伊予灘ものがたりラストラン

きずな博おもてなし事業イベント
6 月

別紙１－１

イベント列車内容

12
伊予灘ものがたり

瑠璃編・翠編
伊予灘ものがたりラストラン

きずな博おもてなし事業イベント
3 金

◆ＪＲ四国共催【伊予灘ものがたり】

予讃線
停車駅

松山駅10:33→→伊予市10:44(10分停車)→→伊予上灘駅11:14→→下灘駅11:29(22分停車)→→伊予白滝駅12:29(5分停車)→→五郎駅12:49→→伊予大洲駅12:57

伊予大洲駅13:30→→五郎駅13:35→→伊予白滝駅13:44(31分停車)→→下灘駅14:51(16分停車)→→伊予上灘駅15:15(15分停車)→→伊予市駅15:45→→北伊予駅15:50(4分停車)→→松山駅16:02

南予きずな博イベント列車「伊予灘ものがたり南予きずな旅」概要



●伊予灘ものがたり「瑠璃編」「翠編」車内

通過時間 場所 ガイド 車内イベント 役割分担 イメージ
10:33 松山駅 挨拶

車両・イベント内容紹介
10:39 北伊予駅 食事（ヨーヨーキッチン！） ヨーヨーキッチン！

食事・レストラン紹介
10:44 伊予市駅着
10:54 伊予市駅発

11:14 伊予上灘駅 双海シーサイド公園

11:29 下灘駅着 下灘駅 下灘駅下車 地元老人会
　写真撮影タイム

11:51 下灘駅発

12:07 喜多灘駅 境界線

12:19 伊予長浜駅 長浜大橋
肱川

12:29 伊予白滝駅着 白滝公園
12:34 伊予白滝発 地元住民お見送り 地元住民

12:40 八多喜駅 おもてなし案内 コニコニ倶楽部お見送り 地元住民

12:49 五郎駅 おもてなし案内 地元住民お見送り 地元住民

12:57 伊予大洲駅 挨拶 甲冑お出迎え 大洲城

13:30 伊予大洲駅 挨拶 甲冑お見送り 大洲城
車両・イベント内容紹介

13:35 五郎駅 おもてなし案内 地元住民お見送り
食事（レストランからり） レストランからり

13:41 八多喜駅 おもてなし案内 コニコニ倶楽部お見送り 地元住民

13:44 伊予白滝駅着 白滝のオブジェ案内
14:15 伊予白滝駅発

14:30 伊予長浜駅 肱川
長浜大橋

14:41 喜多灘駅 境界線

14:51 下灘駅着 下灘駅 下灘駅下車 地元老人会
　写真撮影タイム

15:07 下灘駅発

15:15 伊予上灘駅着 双海シーサイド公園 伊予上灘駅下車 地元住民
15:30 伊予上灘駅発 　犬・ねこ福駅長によるお出迎え

15:45 伊予市駅

15:50 北伊予駅着
15:54 北伊予駅発

16:02 松山駅 挨拶

2
時
間
2
4
分

別紙１－２

3
3
分

2
時
間
3
2
分

折り返し清掃

運行日：12月3日（金）

ヨーヨーキッチン！

五郎駅

下灘駅

レストランからり

白滝オブジェ

伊予上灘駅



●伊予灘ものがたり「つながり編」車内

通過時間 場所 ガイド 車内イベント 役割分担 イメージ

8:26 松山駅

10:27 伊予大洲駅着 甲冑姿でのお見送り 大洲市

10:57 伊予大洲駅発 挨拶

大洲城旗振り 大洲城旗振り 大洲城

11:06 伊予平野駅 車両・イベント内容紹介 食事（レストランからり二段重特別料理） レストランからり

11:18 千丈駅着 てやてや音頭 てやてや音頭披露 地元住民

11:31 千丈駅発 ガソリンスタンドお見送り

わんちゃん わんちゃんのお見送り 地元住民

11:39 八幡浜駅着 八幡浜高校生見送り 八幡浜高校

11:45 八幡浜駅発 八幡浜みかん

食事・レストラン紹介

11:54 双岩駅 夫婦岩

双岩駅地元お手振り 双岩地区地元の方によるお手振り 地元住民

12:06 伊予石城駅着 藁マンモスアート 藁マンモスアート

12:28 伊予石城駅発

卯之町の歴史

12:38 卯之町駅着 卯之町散策 西予市

文化の郷入館・開明学校で明治の授業体験

地元の方によるぜんざいでのおもてなし

14:35 卯之町駅発

コーヒー

14:39 下宇和駅

14:49 立間駅 宇和島真珠

吉田湾

14:53 伊予吉田駅着 温州ミカン発祥の地 柑橘のプレゼント

マーマレード発祥の地

15:04 伊予吉田駅発 宇和島南中等教育学校生徒乗車 宇和島南中等教育学校

学生による沿線・地元ガイド

15:11 高光駅 西日本豪雨

15:13 北宇和島駅

牛鬼の歴史

15:16 宇和島駅 津島分校チアリーディング部演舞 宇和島東高校津島分校

※宇和島駅で荷物・食器の積み下ろし予定

別紙１－３

運行日：12月4日（土）

4
時
間
1
9
分

1
時
間
4
1
分

4
1
分

1
時
間
5
7
分

回送
大洲城

ガソリンスタンド

レストランからり

開明学校

藁アート



●伊予灘ものがたり「いやし編」車内
通過時間 場所 ガイド 車内イベント 役割分担 イメージ

宇和島駅 津島太鼓集団「雅」 演奏

10:48 宇和島駅発 挨拶
車両・イベント内容紹介

10:52 北宇和島駅 食事（ブランチBOXを予定） ヨーヨーキッチン！・和日輔
11:06 務田駅 ブランチBOXの紹介

11:09 伊予宮野下駅着 牛鬼の歴史 宇和島南中等教育学校生徒乗車 宇和島南中等教育学校
【3分停車】 学生による沿線・地元ガイド

11:11 伊予宮野下駅発

11:16 二名駅
11:20 大内駅 松丸駅での行動集計
11:27 深田駅
11:32 近永駅着 鬼の町

【20分停車】 鬼北町太鼓集団「魁」 演奏
11:52 近永駅発

11:56 出目駅 列車出発時間・注意点

12:05 松丸駅着 ぽっぽ温泉・おさかな館・ガラス工房 下車
12:08 松丸駅発 松野町お出迎えセレモニー 各施設
12:13 吉野生駅 松野町鬼城太鼓　演奏
12:31 真土駅 自由時間
12:39 西ケ方駅 　　・ぽっぽ温泉
12:43 江川崎駅 　　・おさかな館
12:48 江川崎駅 　　・ガラス工房
12:52 西ケ方駅
13:00 真土駅
13:04 吉野生駅
13:11 松丸駅着 乗車
13:12 松丸駅発 予土線3兄弟 スイーツ・コーヒー（焼き菓子BOXを予定） ヨーヨーキッチン！

和日輔
13:21 出目駅

近永駅降車案内
13:25 近永駅着 キジ肉の焼き鳥 フェザンフィレール

【29分停車】 北宇和高校生歓迎イベント 北宇和高校
13:54 近永駅発

13:59 深田駅
14:06 大内駅
14:10 二名駅
14:15 伊予宮野下駅着

【32分停車】 北宇和高校三間分校生徒お出迎え 北宇和高校三間分校
14:47 伊予宮野下駅発

14:49 務田駅
15:04 北宇和島駅

挨拶
15:08 宇和島駅 津島分校チアリーディング部演舞 宇和島東高校津島分校

別紙１－４

1
時
間
5
7
分

運行日：12月5日（日）

1
時
間
1
7
分

1
時
間
6
分

回送

ブランチBOX

ぽっぽ温泉

焼き菓子BOX

おさかな館

焼き鳥



●伊予灘ものがたり「えにし編」車内

通過時間 場所 ガイド 車内イベント 役割分担 イメージ
11:00 宇和島駅 挨拶

車内・イベント内容紹介 和日輔
11:02 北宇和島駅 食事（和日輔・ヨーヨーキッチン！） ヨーヨーキッチン！

牛鬼の歴史
11:05 高光駅

11:11 伊予吉田駅着 温州ミカン発祥の地 柑橘のプレゼント
マーマレード発祥の地

11:32 伊予吉田駅発 吉田湾

11:35 立間駅

11:51 下宇和駅
卯之町の歴史

11:54 卯之町駅着 卯之町到着後　1時間は食事継続

３グループに班分け

13:00 卯之町散策 西予市
文化の郷入館・開明学校で明治の授業体験

15:00 卯之町駅発 地元の方によるぜんざいでのおもてなし

15:03 上宇和駅

15:09 伊予石城駅着 藁マンモスアート 藁マンモスアート
15:29 伊予石城駅発

双岩駅地元お手振り 双岩地区地元の方によるお手振り 地元住民
15:42 双岩駅 夫婦岩

15:51 八幡浜駅着 八幡浜みかん
15:59 八幡浜駅発

地元の方のおもてなし わんちゃんのお見送り 地元住民
16:09 千丈駅着 ガソリンスタンドお見送り
16:11 千丈駅発

16:24 伊予平野駅
大洲城 大洲城旗振り 大洲城

16:33 伊予大洲駅 挨拶

別紙１－５

2
時
間

運行日：12月6日（月）

5
時
間
3
3
分

1
時
間
３
３
分

2
時
間

大洲城

ヨーヨーキッチン！

開明学校

藁アート


