
叡山本線が今年、開業９０周年を迎えます。叡山本線が今年、開業９０周年を迎えます。叡山本線が今年、開業９０周年を迎えます。叡山本線が今年、開業９０周年を迎えます。

　　　すでに 3月21日より 八瀬比叡山口駅にて開催中　　　すでに 3月21日より 八瀬比叡山口駅にて開催中　　　すでに 3月21日より 八瀬比叡山口駅にて開催中　　　すでに 3月21日より 八瀬比叡山口駅にて開催中

の「開業からのあゆみ」展を封切に この一年間は感謝の「開業からのあゆみ」展を封切に この一年間は感謝の「開業からのあゆみ」展を封切に この一年間は感謝の「開業からのあゆみ」展を封切に この一年間は感謝

の気持ちをこめて お客さま参加型のイベントを開催！の気持ちをこめて お客さま参加型のイベントを開催！の気持ちをこめて お客さま参加型のイベントを開催！の気持ちをこめて お客さま参加型のイベントを開催！

　本誌や 駅のポスター・チラシ、ホームペー　本誌や 駅のポスター・チラシ、ホームペー　本誌や 駅のポスター・チラシ、ホームペー　本誌や 駅のポスター・チラシ、ホームペー

ジなどで、随時 詳細をお知らせします。ジなどで、随時 詳細をお知らせします。ジなどで、随時 詳細をお知らせします。ジなどで、随時 詳細をお知らせします。

是非、チェック＆ご参加くださいね(^O^)/是非、チェック＆ご参加くださいね(^O^)/是非、チェック＆ご参加くださいね(^O^)/是非、チェック＆ご参加くださいね(^O^)/

　 えいでんでは、身体の不自由なお客さまにも 快適にご利用いただけ　 えいでんでは、身体の不自由なお客さまにも 快適にご利用いただけ　 えいでんでは、身体の不自由なお客さまにも 快適にご利用いただけ　 えいでんでは、身体の不自由なお客さまにも 快適にご利用いただけ

  るよう 3月17日～19日に、運転士、駅務員によるバリアフリー研修を  るよう 3月17日～19日に、運転士、駅務員によるバリアフリー研修を  るよう 3月17日～19日に、運転士、駅務員によるバリアフリー研修を  るよう 3月17日～19日に、運転士、駅務員によるバリアフリー研修を

  行いました。 車いす、車いす用スロープ等を 安全に取り扱うための  行いました。 車いす、車いす用スロープ等を 安全に取り扱うための  行いました。 車いす、車いす用スロープ等を 安全に取り扱うための  行いました。 車いす、車いす用スロープ等を 安全に取り扱うための

  　 技術的な指導を受けるとともに 駅で実際に 車いす利用  　 技術的な指導を受けるとともに 駅で実際に 車いす利用  　 技術的な指導を受けるとともに 駅で実際に 車いす利用  　 技術的な指導を受けるとともに 駅で実際に 車いす利用

   者と介助者にわかれ、それぞれの立場から改善点   者と介助者にわかれ、それぞれの立場から改善点   者と介助者にわかれ、それぞれの立場から改善点   者と介助者にわかれ、それぞれの立場から改善点

   などを検討しました。これからも “安全・安心”   などを検討しました。これからも “安全・安心”   などを検討しました。これからも “安全・安心”   などを検討しました。これからも “安全・安心”

   の より良いサービスを、お客さま一人ひとりに    の より良いサービスを、お客さま一人ひとりに    の より良いサービスを、お客さま一人ひとりに    の より良いサービスを、お客さま一人ひとりに 

   ご提供できるよう取り組んでいきます。   ご提供できるよう取り組んでいきます。   ご提供できるよう取り組んでいきます。   ご提供できるよう取り組んでいきます。

   3月21日(土)～6月28日(日)の土曜・休日、出町柳駅10時07分発   3月21日(土)～6月28日(日)の土曜・休日、出町柳駅10時07分発   3月21日(土)～6月28日(日)の土曜・休日、出町柳駅10時07分発   3月21日(土)～6月28日(日)の土曜・休日、出町柳駅10時07分発

 八瀬比叡山口駅 八瀬比叡山口駅 八瀬比叡山口駅 八瀬比叡山口駅ゆき

ゆきゆき

ゆきは、展望列車「きらら」で運転します＼(^o^)／は、展望列車「きらら」で運転します＼(^o^)／は、展望列車「きらら」で運転します＼(^o^)／は、展望列車「きらら」で運転します＼(^o^)／

 90周年の叡山本線を「きらら」でお楽しみください！！ 90周年の叡山本線を「きらら」でお楽しみください！！ 90周年の叡山本線を「きらら」でお楽しみください！！ 90周年の叡山本線を「きらら」でお楽しみください！！

 岩倉駅東側の踏切道と 市原駅近くの踏切道の拡幅工事を 昨年6月～今年2月に実施しました。 岩倉駅東側の踏切道と 市原駅近くの踏切道の拡幅工事を 昨年6月～今年2月に実施しました。 岩倉駅東側の踏切道と 市原駅近くの踏切道の拡幅工事を 昨年6月～今年2月に実施しました。 岩倉駅東側の踏切道と 市原駅近くの踏切道の拡幅工事を 昨年6月～今年2月に実施しました。

☆「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
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　今回で2度目となる 駅の装飾。昨年12月から今年1月までの間、えいでん沿線にある 菊の花　今回で2度目となる 駅の装飾。昨年12月から今年1月までの間、えいでん沿線にある 菊の花　今回で2度目となる 駅の装飾。昨年12月から今年1月までの間、えいでん沿線にある 菊の花　今回で2度目となる 駅の装飾。昨年12月から今年1月までの間、えいでん沿線にある 菊の花

幼稚園の園児たちが宝ケ池駅を、同志社中学校の生徒たちが八幡前駅を、鞍馬山保育園の園児幼稚園の園児たちが宝ケ池駅を、同志社中学校の生徒たちが八幡前駅を、鞍馬山保育園の園児幼稚園の園児たちが宝ケ池駅を、同志社中学校の生徒たちが八幡前駅を、鞍馬山保育園の園児幼稚園の園児たちが宝ケ池駅を、同志社中学校の生徒たちが八幡前駅を、鞍馬山保育園の園児

たちが鞍馬駅を 手作りの作品で、飾りつけてくれました(*^_^*)たちが鞍馬駅を 手作りの作品で、飾りつけてくれました(*^_^*)たちが鞍馬駅を 手作りの作品で、飾りつけてくれました(*^_^*)たちが鞍馬駅を 手作りの作品で、飾りつけてくれました(*^_^*)

　松ぼっくりなどを使った可愛い作品や 元気いっぱいの　松ぼっくりなどを使った可愛い作品や 元気いっぱいの　松ぼっくりなどを使った可愛い作品や 元気いっぱいの　松ぼっくりなどを使った可愛い作品や 元気いっぱいの

絵画を展示し、夜はライトアップ！！絵画を展示し、夜はライトアップ！！絵画を展示し、夜はライトアップ！！絵画を展示し、夜はライトアップ！！

　電車内のお客さまにも、イルミネー　電車内のお客さまにも、イルミネー　電車内のお客さまにも、イルミネー　電車内のお客さまにも、イルミネー

ションとともに、園児たちの作品を楽ションとともに、園児たちの作品を楽ションとともに、園児たちの作品を楽ションとともに、園児たちの作品を楽

しんでいただけましたよヽ(^o^)丿しんでいただけましたよヽ(^o^)丿しんでいただけましたよヽ(^o^)丿しんでいただけましたよヽ(^o^)丿

　12月10日に 点灯式を行い、装飾が　12月10日に 点灯式を行い、装飾が　12月10日に 点灯式を行い、装飾が　12月10日に 点灯式を行い、装飾が

スタートしたこの駅は、駅舎のベンチや壁面もスタートしたこの駅は、駅舎のベンチや壁面もスタートしたこの駅は、駅舎のベンチや壁面もスタートしたこの駅は、駅舎のベンチや壁面も

“鞍馬線カラー”に 塗り替えました。“鞍馬線カラー”に 塗り替えました。“鞍馬線カラー”に 塗り替えました。“鞍馬線カラー”に 塗り替えました。

　両ホームには、なんとっ！“同志社ゾーン”　両ホームには、なんとっ！“同志社ゾーン”　両ホームには、なんとっ！“同志社ゾーン”　両ホームには、なんとっ！“同志社ゾーン”

が出現し、ライトを付けた 生徒たちの手作りクリスマスが出現し、ライトを付けた 生徒たちの手作りクリスマスが出現し、ライトを付けた 生徒たちの手作りクリスマスが出現し、ライトを付けた 生徒たちの手作りクリスマスツツツツリーもリーもリーもリーも登登登登場！場！場！場！

　夜になると、電車をお　夜になると、電車をお　夜になると、電車をお　夜になると、電車をお待待待待ちのお客さまのちのお客さまのちのお客さまのちのお客さまのほほほほか、ライトアップをか、ライトアップをか、ライトアップをか、ライトアップを見見見見ようとようとようとようと

キキキキララララキキキキララララ光光光光る駅のホームる駅のホームる駅のホームる駅のホームへ足へ足へ足へ足を運を運を運を運ぶぶぶぶ    親子連親子連親子連親子連れのれのれのれの姿姿姿姿もももも見見見見受けられました受けられました受けられました受けられました＼＼＼＼(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)／／／／

　　　　待合室待合室待合室待合室にスにスにスにステテテテ

ンンンンドグドグドグドグラスをラスをラスをラスを吊吊吊吊りりりり下げ下げ下げ下げました。今回は 園児ました。今回は 園児ました。今回は 園児ました。今回は 園児

たちの手作りで 保育園たちの手作りで 保育園たちの手作りで 保育園たちの手作りで 保育園名名名名も加えましたも加えましたも加えましたも加えました♪♪♪♪

　　　　色色色色とりどりの作品が ゆらゆらととりどりの作品が ゆらゆらととりどりの作品が ゆらゆらととりどりの作品が ゆらゆらと輝輝輝輝いて、いて、いて、いて、

心まで心まで心まで心まで温温温温まる まる まる まる 待合室待合室待合室待合室になりました(になりました(になりました(になりました(####^̂̂̂....^̂̂̂####))))

【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 ④えい【必要事項】ハガキに①郵便番号･住 所 ②氏 名 ③年 齢 ④えい【必要事項】ハガキに①郵便番号･住 所 ②氏 名 ③年 齢 ④えい【必要事項】ハガキに①郵便番号･住 所 ②氏 名 ③年 齢 ④えい

　でんへのご意見や本誌のご感想 【締　　切】 ４月２７日（月）　でんへのご意見や本誌のご感想 【締　　切】 ４月２７日（月）　でんへのご意見や本誌のご感想 【締　　切】 ４月２７日（月）　でんへのご意見や本誌のご感想 【締　　切】 ４月２７日（月）

※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。

※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。

　今年の開園期間中 お好きな１日にご利用可能！年間イベント情報などは 駅のチラシ、ホームページで。

　今年の開園期間中 お好きな１日にご利用可能！年間イベント情報などは 駅のチラシ、ホームページで。　今年の開園期間中 お好きな１日にご利用可能！年間イベント情報などは 駅のチラシ、ホームページで。

　今年の開園期間中 お好きな１日にご利用可能！年間イベント情報などは 駅のチラシ、ホームページで。

≪交通≫叡山電車 八瀬比叡山口駅からｹｰﾌﾞﾙ･ﾛｰﾌﾟｳｪｲ比叡山頂駅下車すぐ。℡075（707）7733

　　　登山コース(約6㌔) と ファミリーコース(約1.5㌔) の２コースから選んで参加してね！　　　登山コース(約6㌔) と ファミリーコース(約1.5㌔) の２コースから選んで参加してね！　　　登山コース(約6㌔) と ファミリーコース(約1.5㌔) の２コースから選んで参加してね！　　　登山コース(約6㌔) と ファミリーコース(約1.5㌔) の２コースから選んで参加してね！

　 　 　 　 ［［［［開催日開催日開催日開催日］５］５］５］５月月月月２４２４２４２４日(日) 　　日(日) 　　日(日) 　　日(日) 　　雨天時

雨天時雨天時

雨天時5/31(

5/31(5/31(

5/31(日

日日

日)

))

)に延期

に延期に延期

に延期

　 　 　 　 ［集［集［集［集　　　　合］合］合］合］もみもみもみもみじじじじのののの小径小径小径小径(八瀬比叡山口駅下車徒歩約3分)(八瀬比叡山口駅下車徒歩約3分)(八瀬比叡山口駅下車徒歩約3分)

(八瀬比叡山口駅下車徒歩約3分)

    　登山コース 9時30分～10時30分／ファミリーコース 10～11時

　登山コース 9時30分～10時30分／ファミリーコース 10～11時　登山コース 9時30分～10時30分／ファミリーコース 10～11時

　登山コース 9時30分～10時30分／ファミリーコース 10～11時

　  　 ☆コースや事前のお問合せは、℡075-702-8111（9～17時・平日のみ)へ。

　  　 ☆コースや事前のお問合せは、℡075-702-8111（9～17時・平日のみ)へ。　  　 ☆コースや事前のお問合せは、℡075-702-8111（9～17時・平日のみ)へ。

　  　 ☆コースや事前のお問合せは、℡075-702-8111（9～17時・平日のみ)へ。

 　  　☆当日の開催･中止のご確認は、℡075-781-3305（当日午前6時以降)へ。

 　  　☆当日の開催･中止のご確認は、℡075-781-3305（当日午前6時以降)へ。 　  　☆当日の開催･中止のご確認は、℡075-781-3305（当日午前6時以降)へ。

 　  　☆当日の開催･中止のご確認は、℡075-781-3305（当日午前6時以降)へ。


