
　いつも鞍馬の駅前で 皆さまをお迎え＆お見送りをしてくれている、大きな大きな天狗さん。　いつも鞍馬の駅前で 皆さまをお迎え＆お見送りをしてくれている、大きな大きな天狗さん。　いつも鞍馬の駅前で 皆さまをお迎え＆お見送りをしてくれている、大きな大きな天狗さん。　いつも鞍馬の駅前で 皆さまをお迎え＆お見送りをしてくれている、大きな大きな天狗さん。

10月28日と29日の2日をかけて、6年ぶりに塗り替えました(^o^)丿10月28日と29日の2日をかけて、6年ぶりに塗り替えました(^o^)丿10月28日と29日の2日をかけて、6年ぶりに塗り替えました(^o^)丿10月28日と29日の2日をかけて、6年ぶりに塗り替えました(^o^)丿

　　 仕上げは 鮮やかな 赤色～♪　　 仕上げは 鮮やかな 赤色～♪　　 仕上げは 鮮やかな 赤色～♪　　 仕上げは 鮮やかな 赤色～♪

　 塗料は、天候の影響を受けやす　 塗料は、天候の影響を受けやす　 塗料は、天候の影響を受けやす　 塗料は、天候の影響を受けやす

　 い場所柄、防水・防カビなどの　 い場所柄、防水・防カビなどの　 い場所柄、防水・防カビなどの　 い場所柄、防水・防カビなどの

　 湿気対策に こだわりました。　 湿気対策に こだわりました。　 湿気対策に こだわりました。　 湿気対策に こだわりました。

　 損傷や 劣化のためにできた　 損傷や 劣化のためにできた　 損傷や 劣化のためにできた　 損傷や 劣化のためにできた

 　 でこぼこを ひとつひとつ 　 でこぼこを ひとつひとつ 　 でこぼこを ひとつひとつ 　 でこぼこを ひとつひとつ

    補修して、ペンキを塗り    補修して、ペンキを塗り    補修して、ペンキを塗り    補修して、ペンキを塗り

　　やすくしていきます。　　やすくしていきます。　　やすくしていきます。　　やすくしていきます。

塗り替えられて、よりいっそう “男前！？” になった 天狗さんを、見に来てくださいね(*^_^*)/~~~塗り替えられて、よりいっそう “男前！？” になった 天狗さんを、見に来てくださいね(*^_^*)/~~~塗り替えられて、よりいっそう “男前！？” になった 天狗さんを、見に来てくださいね(*^_^*)/~~~塗り替えられて、よりいっそう “男前！？” になった 天狗さんを、見に来てくださいね(*^_^*)/~~~

【開 催】１月４日(日) 【開 催】１月４日(日) 【開 催】１月４日(日) 【開 催】１月４日(日) 小雨決行・荒天中止
小雨決行・荒天中止小雨決行・荒天中止

小雨決行・荒天中止

【受 付】午前 9:30～10:00【受 付】午前 9:30～10:00【受 付】午前 9:30～10:00【受 付】午前 9:30～10:00／順次スタート／順次スタート／順次スタート／順次スタート

　　約12kmの平坦な町歩きコース　　約12kmの平坦な町歩きコース　　約12kmの平坦な町歩きコース　　約12kmの平坦な町歩きコース

　です。　履きなれたウォーキング　です。　履きなれたウォーキング　です。　履きなれたウォーキング　です。　履きなれたウォーキング

　シューズで参加ＯＫ！申込不要♪　シューズで参加ＯＫ！申込不要♪　シューズで参加ＯＫ！申込不要♪　シューズで参加ＯＫ！申込不要♪

　　新年の町を 新たな気持ちで、　　新年の町を 新たな気持ちで、　　新年の町を 新たな気持ちで、　　新年の町を 新たな気持ちで、
  ハガキに ①郵便番号･住所 ②氏名 ③年齢 ④叡電への

  ハガキに ①郵便番号･住所 ②氏名 ③年齢 ④叡電への  ハガキに ①郵便番号･住所 ②氏名 ③年齢 ④叡電への

  ハガキに ①郵便番号･住所 ②氏名 ③年齢 ④叡電への

　“えいでん沿線福めぐり”に 出か　“えいでん沿線福めぐり”に 出か　“えいでん沿線福めぐり”に 出か　“えいでん沿線福めぐり”に 出か
 ご意見･本誌のご感想をご記入の上 ご応募ください。

 ご意見･本誌のご感想をご記入の上 ご応募ください。 ご意見･本誌のご感想をご記入の上 ご応募ください。

 ご意見･本誌のご感想をご記入の上 ご応募ください。

　けましょう＼(^o^)／  たくさんの　けましょう＼(^o^)／  たくさんの　けましょう＼(^o^)／  たくさんの　けましょう＼(^o^)／  たくさんの
　〒606-8007 京都市左京区山端壱町田町8-80

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

　〒606-8007 京都市左京区山端壱町田町8-80

　　　ご参加 お待ちしています。　　　ご参加 お待ちしています。　　　ご参加 お待ちしています。　　　ご参加 お待ちしています。
　叡山電鉄株式会社「もっと！えいでんプレゼント」係

　叡山電鉄株式会社「もっと！えいでんプレゼント」係　叡山電鉄株式会社「もっと！えいでんプレゼント」係

　叡山電鉄株式会社「もっと！えいでんプレゼント」係

 ※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

 ☆コースや事前のお問合せは、 ☆コースや事前のお問合せは、 ☆コースや事前のお問合せは、 ☆コースや事前のお問合せは、 　 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

 ℡075-702-8111(9～17時･平日のみ)へ｡ ℡075-702-8111(9～17時･平日のみ)へ｡ ℡075-702-8111(9～17時･平日のみ)へ｡ ℡075-702-8111(9～17時･平日のみ)へ｡  　かえさせていただきます。

 ☆当日の開催･中止のご確認は、 ☆当日の開催･中止のご確認は、 ☆当日の開催･中止のご確認は、 ☆当日の開催･中止のご確認は、

 ℡075-781-3305（当日午前6時以降)へ。 ℡075-781-3305（当日午前6時以降)へ。 ℡075-781-3305（当日午前6時以降)へ。 ℡075-781-3305（当日午前6時以降)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

宝が池公園いこいの森（宝が池公園いこいの森（宝が池公園いこいの森（宝が池公園いこいの森（宝ケ池駅下車 徒歩約10分）

宝ケ池駅下車 徒歩約10分）宝ケ池駅下車 徒歩約10分）

宝ケ池駅下車 徒歩約10分）

１月１月１月１月８日８日８日８日(木木木木)締切締切締切締切



　存在するのです。それは…、「叡電限定 あぶらとり紙」！！　存在するのです。それは…、「叡電限定 あぶらとり紙」！！　存在するのです。それは…、「叡電限定 あぶらとり紙」！！　存在するのです。それは…、「叡電限定 あぶらとり紙」！！

発売開始後、増刷を続けているロングセラー。発売開始後、増刷を続けているロングセラー。発売開始後、増刷を続けているロングセラー。発売開始後、増刷を続けているロングセラー。

  近頃、職場や学校で“オシャレ男子”が急増していませんか？  近頃、職場や学校で“オシャレ男子”が急増していませんか？  近頃、職場や学校で“オシャレ男子”が急増していませんか？  近頃、職場や学校で“オシャレ男子”が急増していませんか？

この１枚で 周囲に差をつけている模様(^-^)vこの１枚で 周囲に差をつけている模様(^-^)vこの１枚で 周囲に差をつけている模様(^-^)vこの１枚で 周囲に差をつけている模様(^-^)v

　通勤・通学時にさりげなく入手できるのも人気の秘密。　通勤・通学時にさりげなく入手できるのも人気の秘密。　通勤・通学時にさりげなく入手できるのも人気の秘密。　通勤・通学時にさりげなく入手できるのも人気の秘密。

 普段のエチケット、大切な商談や会議、 普段のエチケット、大切な商談や会議、 普段のエチケット、大切な商談や会議、 普段のエチケット、大切な商談や会議、

デートの前に この１枚を♪デートの前に この１枚を♪デートの前に この１枚を♪デートの前に この１枚を♪

抜群の吸収力を是非、お試しあれ！！抜群の吸収力を是非、お試しあれ！！抜群の吸収力を是非、お試しあれ！！抜群の吸収力を是非、お試しあれ！！

 本誌第３号でもお伝えしました 電車の健康診断。えいでんでは４年ごとに「重要部検査」と 本誌第３号でもお伝えしました 電車の健康診断。えいでんでは４年ごとに「重要部検査」と 本誌第３号でもお伝えしました 電車の健康診断。えいでんでは４年ごとに「重要部検査」と 本誌第３号でもお伝えしました 電車の健康診断。えいでんでは４年ごとに「重要部検査」と

「全般検査」を行います。この検査は、電車１両を 丸ごと分解して行います。「全般検査」を行います。この検査は、電車１両を 丸ごと分解して行います。「全般検査」を行います。この検査は、電車１両を 丸ごと分解して行います。「全般検査」を行います。この検査は、電車１両を 丸ごと分解して行います。

人で例えるならば…、人間ドックですね。人で例えるならば…、人間ドックですね。人で例えるならば…、人間ドックですね。人で例えるならば…、人間ドックですね。

　 こちらは、まさに これから検査を受ける　 こちらは、まさに これから検査を受ける　 こちらは、まさに これから検査を受ける　 こちらは、まさに これから検査を受ける

　 電車の一部分です。何かわかりますか？　 電車の一部分です。何かわかりますか？　 電車の一部分です。何かわかりますか？　 電車の一部分です。何かわかりますか？

正解は…『台車』です。正解は…『台車』です。正解は…『台車』です。正解は…『台車』です。

　このように 車体から取り外された 台車は　このように 車体から取り外された 台車は　このように 車体から取り外された 台車は　このように 車体から取り外された 台車は

更に ここから 台車の 部品 ひとつひとつに更に ここから 台車の 部品 ひとつひとつに更に ここから 台車の 部品 ひとつひとつに更に ここから 台車の 部品 ひとつひとつに

至るレベルにまで 細かく分解します。至るレベルにまで 細かく分解します。至るレベルにまで 細かく分解します。至るレベルにまで 細かく分解します。

　約２ヶ月をかけて バラバラにされ、隅々まで　約２ヶ月をかけて バラバラにされ、隅々まで　約２ヶ月をかけて バラバラにされ、隅々まで　約２ヶ月をかけて バラバラにされ、隅々まで

健康チェック!? いえいえ、検査を受けた部品た健康チェック!? いえいえ、検査を受けた部品た健康チェック!? いえいえ、検査を受けた部品た健康チェック!? いえいえ、検査を受けた部品た

ちは、ピカピカに磨かれ 元の姿に戻されます。ちは、ピカピカに磨かれ 元の姿に戻されます。ちは、ピカピカに磨かれ 元の姿に戻されます。ちは、ピカピカに磨かれ 元の姿に戻されます。

　そして クレーンで吊上げ　そして クレーンで吊上げ　そして クレーンで吊上げ　そして クレーンで吊上げ

られ、レールの上に 再び乗られ、レールの上に 再び乗られ、レールの上に 再び乗られ、レールの上に 再び乗

せられるのです。せられるのです。せられるのです。せられるのです。

12月のはじめ～１月下旬にかけて 鞍馬山保育園の12月のはじめ～１月下旬にかけて 鞍馬山保育園の12月のはじめ～１月下旬にかけて 鞍馬山保育園の12月のはじめ～１月下旬にかけて 鞍馬山保育園の

園児たちが 鞍馬駅を、同志社中学校の生徒たちが園児たちが 鞍馬駅を、同志社中学校の生徒たちが園児たちが 鞍馬駅を、同志社中学校の生徒たちが園児たちが 鞍馬駅を、同志社中学校の生徒たちが

八幡前駅を、そして、宝ケ池駅を 菊の花幼稚園の八幡前駅を、そして、宝ケ池駅を 菊の花幼稚園の八幡前駅を、そして、宝ケ池駅を 菊の花幼稚園の八幡前駅を、そして、宝ケ池駅を 菊の花幼稚園の

園児たちが、装飾をしてくれていますよ！ また、園児たちが、装飾をしてくれていますよ！ また、園児たちが、装飾をしてくれていますよ！ また、園児たちが、装飾をしてくれていますよ！ また、

　八幡前駅では 壁や柱を塗り替えました♪ 見に来てくださいね(^_-)　八幡前駅では 壁や柱を塗り替えました♪ 見に来てくださいね(^_-)　八幡前駅では 壁や柱を塗り替えました♪ 見に来てくださいね(^_-)　八幡前駅では 壁や柱を塗り替えました♪ 見に来てくださいね(^_-)

《発売駅》 出町柳駅（始発～終発）、鞍馬駅（10～16時）

300円
（税込）
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付着した状態。

付着した状態。付着した状態。

付着した状態。

検査後

検査後検査後

検査後キレイに

キレイにキレイに

キレイに

なった台車。

なった台車。なった台車。

なった台車。

徹底的に検査され、安全･安心な

徹底的に検査され、安全･安心な徹底的に検査され、安全･安心な

徹底的に検査され、安全･安心な えいでんの車両♪

えいでんの車両♪えいでんの車両♪

えいでんの車両♪

その車内では、一人一人が

その車内では、一人一人がその車内では、一人一人が

その車内では、一人一人がマナーを心がけ、

マナーを心がけ、マナーを心がけ、

マナーを心がけ、

いつでも

いつでもいつでも

いつでもみんなが

みんながみんなが

みんなが快適な

快適な快適な

快適な『
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『移動空間

移動空間移動空間

移動空間』
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』にしようネ！

にしようネ！にしようネ！

にしようネ！

昨年の鞍馬駅

昨年の鞍馬駅昨年の鞍馬駅

昨年の鞍馬駅

昨年の八幡前駅

昨年の八幡前駅昨年の八幡前駅

昨年の八幡前駅


