
　　　毎日 暑い日が続きますね。 今年も『悠久の風～南部風鈴によせて～』を 　　　毎日 暑い日が続きますね。 今年も『悠久の風～南部風鈴によせて～』を 　　　毎日 暑い日が続きますね。 今年も『悠久の風～南部風鈴によせて～』を 　　　毎日 暑い日が続きますね。 今年も『悠久の風～南部風鈴によせて～』を 

　　鞍馬駅にて、9月30日まで開催しています。　　鞍馬駅にて、9月30日まで開催しています。　　鞍馬駅にて、9月30日まで開催しています。　　鞍馬駅にて、9月30日まで開催しています。

　　　ホームでは、深緑の北山杉を背景に 愛らしい風鈴　　　ホームでは、深緑の北山杉を背景に 愛らしい風鈴　　　ホームでは、深緑の北山杉を背景に 愛らしい風鈴　　　ホームでは、深緑の北山杉を背景に 愛らしい風鈴

　　たちが 涼やかな演奏で 皆さまをお迎えしています。　　たちが 涼やかな演奏で 皆さまをお迎えしています。　　たちが 涼やかな演奏で 皆さまをお迎えしています。　　たちが 涼やかな演奏で 皆さまをお迎えしています。

　 　 また、こもれび号の車内では「悠久の風フォトコン　 　 また、こもれび号の車内では「悠久の風フォトコン　 　 また、こもれび号の車内では「悠久の風フォトコン　 　 また、こもれび号の車内では「悠久の風フォトコン

 テスト入賞作品展」を8月29日まで開催しています。 テスト入賞作品展」を8月29日まで開催しています。 テスト入賞作品展」を8月29日まで開催しています。 テスト入賞作品展」を8月29日まで開催しています。

  コンテスト入賞作品20点の展示ととも  コンテスト入賞作品20点の展示ととも  コンテスト入賞作品20点の展示ととも  コンテスト入賞作品20点の展示ととも

  に、南部風鈴が 癒しの音色を 添えて  に、南部風鈴が 癒しの音色を 添えて  に、南部風鈴が 癒しの音色を 添えて  に、南部風鈴が 癒しの音色を 添えて

  います。悠久の車内をぜひ、お楽しみください。  います。悠久の車内をぜひ、お楽しみください。  います。悠久の車内をぜひ、お楽しみください。  います。悠久の車内をぜひ、お楽しみください。

　　　　　こもれび号の運行時間は、毎日変わります。　　　　　こもれび号の運行時間は、毎日変わります。　　　　　こもれび号の運行時間は、毎日変わります。　　　　　こもれび号の運行時間は、毎日変わります。

　　　 おでかけの際は、下記までお問合せください。　　　 おでかけの際は、下記までお問合せください。　　　 おでかけの際は、下記までお問合せください。　　　 おでかけの際は、下記までお問合せください。

 ℡０７５-７８１-５１２１（9時～17時） ℡０７５-７８１-５１２１（9時～17時） ℡０７５-７８１-５１２１（9時～17時） ℡０７５-７８１-５１２１（9時～17時）

【開催期間】7月1日～8月15日／入場無料【開催期間】7月1日～8月15日／入場無料【開催期間】7月1日～8月15日／入場無料【開催期間】7月1日～8月15日／入場無料

【開催時間】夕暮れ～午後8時【開催時間】夕暮れ～午後8時【開催時間】夕暮れ～午後8時【開催時間】夕暮れ～午後8時(土日祝は午後9時）

(土日祝は午後9時）(土日祝は午後9時）

(土日祝は午後9時）

　　7月19･20･21日及び 8月13･14･15日は、　　7月19･20･21日及び 8月13･14･15日は、　　7月19･20･21日及び 8月13･14･15日は、　　7月19･20･21日及び 8月13･14･15日は、
　 ライブ・フードコートが開催されます＼(^o^)／　 ライブ・フードコートが開催されます＼(^o^)／　 ライブ・フードコートが開催されます＼(^o^)／　 ライブ・フードコートが開催されます＼(^o^)／

　　　　　　どなたでも短冊(\100)に願い事を書いて結べます★彡　　　　　　どなたでも短冊(\100)に願い事を書いて結べます★彡　　　　　　どなたでも短冊(\100)に願い事を書いて結べます★彡　　　　　　どなたでも短冊(\100)に願い事を書いて結べます★彡

　【アクセス】えいでん「貴船口駅」より 京都バスに乗換え「貴船」にて降車 徒歩５分。　【アクセス】えいでん「貴船口駅」より 京都バスに乗換え「貴船」にて降車 徒歩５分。　【アクセス】えいでん「貴船口駅」より 京都バスに乗換え「貴船」にて降車 徒歩５分。　【アクセス】えいでん「貴船口駅」より 京都バスに乗換え「貴船」にて降車 徒歩５分。

【宛先】〒606-8007 京都市左京区山端壱町田町8-80 【宛先】〒606-8007 京都市左京区山端壱町田町8-80 【宛先】〒606-8007 京都市左京区山端壱町田町8-80 【宛先】〒606-8007 京都市左京区山端壱町田町8-80 

     叡山電鉄「もっと！えいでん・プレゼント」係     叡山電鉄「もっと！えいでん・プレゼント」係     叡山電鉄「もっと！えいでん・プレゼント」係     叡山電鉄「もっと！えいでん・プレゼント」係

【必要事項】ハガキに①郵便番号･住所 ②氏名 ③年齢【必要事項】ハガキに①郵便番号･住所 ②氏名 ③年齢【必要事項】ハガキに①郵便番号･住所 ②氏名 ③年齢【必要事項】ハガキに①郵便番号･住所 ②氏名 ③年齢

 ④叡電へのご意見･ご感想 ④叡電へのご意見･ご感想 ④叡電へのご意見･ご感想 ④叡電へのご意見･ご感想 【締 切】7月22日(火)　【締 切】7月22日(火)　【締 切】7月22日(火)　【締 切】7月22日(火)　

         ☆ひらかたパーク℡072(844)3475　http://www.hirakatapark.co.jp/

         ☆ひらかたパーク℡072(844)3475　http://www.hirakatapark.co.jp/         ☆ひらかたパーク℡072(844)3475　http://www.hirakatapark.co.jp/

         ☆ひらかたパーク℡072(844)3475　http://www.hirakatapark.co.jp/

 ※個人情報はﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ発送にのみ使用し送付後は破棄いたします。

 ※当選者の発表はﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄの発送をもってかえさせていただきます。

京阪出町柳駅～枚方公園駅まで 約

京阪出町柳駅～枚方公園駅まで 約京阪出町柳駅～枚方公園駅まで 約

京阪出町柳駅～枚方公園駅まで 約３７
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貴船神社貴船神社貴船神社貴船神社



　 いつも 本誌ならびに叡山電車へ、たくさんのご意見やご感想を お寄せいただき　 いつも 本誌ならびに叡山電車へ、たくさんのご意見やご感想を お寄せいただき　 いつも 本誌ならびに叡山電車へ、たくさんのご意見やご感想を お寄せいただき　 いつも 本誌ならびに叡山電車へ、たくさんのご意見やご感想を お寄せいただき

ありがとうございます。その中でも「高齢者向けの割引はないの？」というご質問が多く寄せありがとうございます。その中でも「高齢者向けの割引はないの？」というご質問が多く寄せありがとうございます。その中でも「高齢者向けの割引はないの？」というご質問が多く寄せありがとうございます。その中でも「高齢者向けの割引はないの？」というご質問が多く寄せ

られましたので、ここで改めてご紹介させていただきます(^o^)丿られましたので、ここで改めてご紹介させていただきます(^o^)丿られましたので、ここで改めてご紹介させていただきます(^o^)丿られましたので、ここで改めてご紹介させていただきます(^o^)丿

　    70歳以上のお客さまへのオススメは、この回数券！　    70歳以上のお客さまへのオススメは、この回数券！　    70歳以上のお客さまへのオススメは、この回数券！　    70歳以上のお客さまへのオススメは、この回数券！

    全区間10枚分の料金で“10枚”お得…すなわち半額！！    全区間10枚分の料金で“10枚”お得…すなわち半額！！    全区間10枚分の料金で“10枚”お得…すなわち半額！！    全区間10枚分の料金で“10枚”お得…すなわち半額！！

    ご購入の際は必ず、年齢が確認できる‘免許証’や‘保険証’などの    ご購入の際は必ず、年齢が確認できる‘免許証’や‘保険証’などの    ご購入の際は必ず、年齢が確認できる‘免許証’や‘保険証’などの    ご購入の際は必ず、年齢が確認できる‘免許証’や‘保険証’などの

     “公的証明書”をご用意ください。     “公的証明書”をご用意ください。     “公的証明書”をご用意ください。     “公的証明書”をご用意ください。《お問合せ》℡075-781-5121(9時～17時)
《お問合せ》℡075-781-5121(9時～17時)《お問合せ》℡075-781-5121(9時～17時)

《お問合せ》℡075-781-5121(9時～17時)

　※回数券の有効期間は、ご購入いただいた月の翌月から起算して、第3月の末日までです。

　※回数券の有効期間は、ご購入いただいた月の翌月から起算して、第3月の末日までです。　※回数券の有効期間は、ご購入いただいた月の翌月から起算して、第3月の末日までです。

　※回数券の有効期間は、ご購入いただいた月の翌月から起算して、第3月の末日までです。

《発売場所》 出町柳駅・修学院駅駅事務所／岩倉駅（平日7:00～9:00）／鞍馬駅（9:40～16:30）／

《発売場所》 出町柳駅・修学院駅駅事務所／岩倉駅（平日7:00～9:00）／鞍馬駅（9:40～16:30）／《発売場所》 出町柳駅・修学院駅駅事務所／岩倉駅（平日7:00～9:00）／鞍馬駅（9:40～16:30）／

《発売場所》 出町柳駅・修学院駅駅事務所／岩倉駅（平日7:00～9:00）／鞍馬駅（9:40～16:30）／

各列車内（駅停車中に運転士からお買い求めください。なお、釣り銭のいらないように、

各列車内（駅停車中に運転士からお買い求めください。なお、釣り銭のいらないように、各列車内（駅停車中に運転士からお買い求めください。なお、釣り銭のいらないように、

各列車内（駅停車中に運転士からお買い求めください。なお、釣り銭のいらないように、

ご協力をお願いいたしますm(__)m）／セブンイレブン修学院駅前店

ご協力をお願いいたしますm(__)m）／セブンイレブン修学院駅前店ご協力をお願いいたしますm(__)m）／セブンイレブン修学院駅前店

ご協力をお願いいたしますm(__)m）／セブンイレブン修学院駅前店

　　　　日没を過ぎると…、園内は一挙に幻想的な空間に様変わり

　　　　日没を過ぎると…、園内は一挙に幻想的な空間に様変わり　　　　日没を過ぎると…、園内は一挙に幻想的な空間に様変わり

　　　　日没を過ぎると…、園内は一挙に幻想的な空間に様変わり

　　　ガーデンミュージアム比叡にて、7/19(土)～8/31(日)の土･日･祝及び、

　　　ガーデンミュージアム比叡にて、7/19(土)～8/31(日)の土･日･祝及び、　　　ガーデンミュージアム比叡にて、7/19(土)～8/31(日)の土･日･祝及び、

　　　ガーデンミュージアム比叡にて、7/19(土)～8/31(日)の土･日･祝及び、

　　8/8(金)～8/17(日)の毎日 開催！日没～20:45まで点灯。

　　8/8(金)～8/17(日)の毎日 開催！日没～20:45まで点灯。　　8/8(金)～8/17(日)の毎日 開催！日没～20:45まで点灯。

　　8/8(金)～8/17(日)の毎日 開催！日没～20:45まで点灯。

【発売場所】【発売場所】【発売場所】【発売場所】   八幡前駅が最寄りの同志社中学校で  八幡前駅が最寄りの同志社中学校で  八幡前駅が最寄りの同志社中学校で  八幡前駅が最寄りの同志社中学校で

 5月31日に開催されたオープン・デイ 5月31日に開催されたオープン・デイ 5月31日に開催されたオープン・デイ 5月31日に開催されたオープン・デイ

【発売時間】10時～16時【発売時間】10時～16時【発売時間】10時～16時【発売時間】10時～16時  に、えいでんも参加し に、えいでんも参加し に、えいでんも参加し に、えいでんも参加し

 ました(^^) 運転士の ました(^^) 運転士の ました(^^) 運転士の ました(^^) 運転士の

 制服を着て 記念写真 制服を着て 記念写真 制服を着て 記念写真 制服を着て 記念写真

 　 撮影など ご来場された 　 撮影など ご来場された 　 撮影など ご来場された 　 撮影など ご来場された

     　 皆さまに 楽しんでいた 　 皆さまに 楽しんでいた 　 皆さまに 楽しんでいた 　 皆さまに 楽しんでいた

 　 だくことができました。 　 だくことができました。 　 だくことができました。 　 だくことができました。

10月1日(水)･4日(土)  貴船口駅 9時30分～10時集合10月1日(水)･4日(土)  貴船口駅 9時30分～10時集合10月1日(水)･4日(土)  貴船口駅 9時30分～10時集合10月1日(水)･4日(土)  貴船口駅 9時30分～10時集合

  　　    《コースや事前のお問合せ》  　　    《コースや事前のお問合せ》  　　    《コースや事前のお問合せ》  　　    《コースや事前のお問合せ》
  　　  ℡075-702-8111（平日 9時～17時)  　　  ℡075-702-8111（平日 9時～17時)  　　  ℡075-702-8111（平日 9時～17時)  　　  ℡075-702-8111（平日 9時～17時)

　　      《当日の開催･中止のご確認》　　      《当日の開催･中止のご確認》　　      《当日の開催･中止のご確認》　　      《当日の開催･中止のご確認》
   　   ℡075-781-3305（当日午前6時以降)   　   ℡075-781-3305（当日午前6時以降)   　   ℡075-781-3305（当日午前6時以降)   　   ℡075-781-3305（当日午前6時以降)

　出町柳駅・鞍馬駅　出町柳駅・鞍馬駅　出町柳駅・鞍馬駅　出町柳駅・鞍馬駅

『杉香るアソガ谷から天狗杉へ』『杉香るアソガ谷から天狗杉へ』『杉香るアソガ谷から天狗杉へ』『杉香るアソガ谷から天狗杉へ』

☆「もっと！えいでん」は叡山電鉄株式会社が発行しています。[お問合せ] ℡075-702-8110／総務部

ジャルダン・デ・ルミエール～光の庭園～

健脚者向き

見 本

かわいい
‘龍神’付きで
新登場！！
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http://eizandensha.co.jp/goods/ 

http://eizandensha.co.jp/goods/ http://eizandensha.co.jp/goods/ 

http://eizandensha.co.jp/goods/ 
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たくさんの ご参加

お待ちしています!!
みんてつキッズ

みんてつキッズみんてつキッズ

みんてつキッズ

2区間 ¥2,600

3区間 ¥3,300

4区間 ¥3,800

5区間 ¥4,200


