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本格スパイス本格スパイス
カレーカレー

カフェのようなお洒落な空間でいただける、
本場のスパイスカレー。インド人シェフ直
伝の手法で作られるカレーは、毎日でも食
べたくなる飽きのこない味と、小麦粉不使
用のサラッとした口当たりが特徴です。

SPICE JUNKY
スパイス ジャンキー

070-4378-5575　
時 11時30分～15時

（当面の間水曜は17
時～20時も営業）　
休 月・火曜※その他
不定休あり

お洒落で居心地のいい店内
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ここ最近、 西ノ京円町（ ＪＲ 円町駅）周辺が
カレー好きの間でひそかな話題に！今年の残暑は、
カレーを食べておいしく乗り切りましょう。

「SPICE JUNKY」の本日の3種あいがけカレー
※カレーは日替わりで常時3種類ほど。900円～1400円

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、掲載内容は変更となる場合があります。
お出かけにつきましては、政府および各都道府県知事から発出されている対処
方針等へご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

とろとろチーズがかかった合い挽きのキーマ1100円

本格的なスパイスカレー！
女性1人でも入りやすい
雰囲気です　（59歳女性・Kさん）

地下鉄・市バスの時刻表・路線図、
地下鉄・バス1日券HPはこちら

市バス・地下鉄案内所、
地下鉄駅ほか

発売
場所

地下鉄＋バスでスピーディかつ
スムーズに京都観光！

大人 
1,100円

【凡例】　 問合せ　 時 時間　 料 料金（大人1名分）　 休 休日　 地下 地下鉄　 市バ 市バス　 バス停　 京バ 京都バス　 JRバス 西日本JRバス　 ＪＲ JR線　 近鉄 近鉄　 阪急 阪急電鉄　 嵐電 嵐電　 叡電 叡山電鉄
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スープカレースープカレー

だしカレーだしカレー

〜広島のまちを現役で走る京都市電1900形〜
京都市公営交通110周年記念インタビュー！！

Q1

Q2

Q3

Q5

Q6

ひと足のばしてカレーラーメンもひと足のばしてカレーラーメンも♪♪

Q4

居酒屋居酒屋
カレーカレー

2 3

見直しの詳細は二次元
コード又は、区役所・支
所に配架し
ているチラ
シをご覧く
ださい。
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中 1900形の車両はいい意味で「くせがなく」、
扱いやすいです。当時としては「完成された車両」
というイメージがあります。整備技術について
も歴代の先輩からしっかりと教わっているので、
特段苦労もないです。当然、接続部分の部品は
摩耗しやすいので交換する必要が出てくるので
すが、製造がすでに終了している部品でも整備
士が一から部品を作ったりしているんですよ。
清 中村と同じですが、1900形はメンテナンス
がしやすく、車検時にバラしても大変組立てや
すいです。運転士目線でも、1900形は運転し
やすく、前面の視界も広く、また照明が大きい
ので運転士にも人気の車両なんです。なので、
これからも1900形を大切に使っていきたいと
思っています。

1900形は製造から60年以上経過
していますが、整備するうえで
苦労している点はありますか。

前先に購入した2両は「かも川」「あらし山」と社内
で名付けましたが、その後、残りの13両について
愛称の募集をかけました。全国から多数の応募が
ありランキング上位から各車両に名付けました。

「コンチキチン」という応募もあったそうです（笑）

中自分が入社したときから1900形はあったの
で、「ザ・広島電鉄」のイメージで愛着があります。
清車両のモーター音やドアの音が好きです。

中元気に広島で走っています！
清 新型コロナウイルス感染症の影響で、広島電
鉄も客足が遠くなっておりますが、落ち着きま
したら、ぜひ広島へお越しいただき、修学旅行
生や観光客の方々に“ひろでん”にご乗車いただ
きたいと願っています。

1900形の1両ずつに愛称が
ついていますが。

1900形の好きなところを
教えてください。

最後に市バス・地下鉄ユーザー、
おふたいむの読者の皆さんへの
コメントをお願いします。

SPICE
JUNKY

かれー屋ひろし

雲の上はいつも晴れ
京野菜と優味カレー

謹製咖喱酒舗
アムリタ

タイカレー
レストラン シャム

京都初のタイカレー専門店

西ノ京円町
（JR円町駅）

円町駅
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本格的なスープカレーが味わえる、京都で
は珍しい店。店主は本場の札幌で腕を磨か
れました。ベースとなるカレー、辛さ、ライス、
トッピングを順番に選びます。辛さはゼロ
から50まであり、幅広い好みを網羅！

円町にある人気店・タイカレー
レストラン シャムの系列店。自
家製カレーペーストを使用した
タイカレーラーメン（カオソー
イ）がいただけます。

お酒といっしょにスパイスカレーを楽しめる、
大人にうれしいお店。看板メニューは、動物
性の食材を使わない甘口の謹製野菜カレー。
人気のチキンカレーとのあいがけもおすすめ
です。飲んだ後の〆カレーにどうぞ。

だしとスパイスを組み合わせた、優しい味わ
いのカレーがいただけます。「食を通じ世の中
に元気を届ける」をコンセプトに、素材にこだ
わり、野菜は京都大原の有機野菜を使用。お
いしく健康的で、まさに体が喜ぶカレーです。

京都市の公営交通と水道は、明治45年の事業開始以来、
今年で110周年を迎えました！ただ今、交通局と上下水道局
がコラボした「110周年キーワードラリー」を実施中です！

これからも大切な制度を続けるために
次の見直しを行います。

中1～2週間に1度は車両のブレーキやモーター
など日常点検をしています。3カ月に1回は法定
検査があり、検査機器で検査数値を確認しなが
ら検車しています。
清 私は4年に1回の定期検査を担当しています。
千田車庫で車両の全ての部品をバラして隅々ま
で検査をしています。また、広島電鉄の車両整
備士は、大多数が路面電車の運転免許取得者
なので、車検後は営業線で運転して乗り心地も
チェックしているんですよ。

前鉄道線である宮島線（2号線）以外の路線に使
われています。1960年代・70年代に全国各地
の市電廃止に伴い、同じレール幅の路面電車を
選んで、京都ほか大阪や神戸から車両を購入し
ました。1900形を含め、移籍車両は色を変え

ることなく、今でも当時のカラーのまま運行し
ており、各地から購入した路面電車が今でも走っ
ているので、広島電鉄は「走る電車の博物館」と
も言われています。

　京都市電1900形は、京都市電廃止後に広島電鉄に15両移籍しており、現在でも15両
すべてが広島電鉄で現役活躍中です。公営交通事業110周年を記念して、公営交通の歴
史を語るうえでは切っても切り離せない、京都市電1900形について、広島電鉄の車両整
備に携わる中村さんと清水池さん、企画担当の前田さんにお話をお聞きしました。

かれー屋ひろし

タイカレーラーメン シャム

謹製咖 酒舗 アムリタ
京野菜と優味カレー
雲の上はいつも晴れ

かれーやひろし

きんせいかりぃしゅほ アムリタ きょうやさいとゆうみカレー くものうえはいつもはれ

090-8387-9845
時 12時～15時（14時
30分LO）、17時 ～22
時（21時LO）
休 火・水曜

075-463-7551
時 12時～14時30分、
18時～23時※売り切れ次第終了
休 月曜（祝日の場合は翌日）、
第1・3火曜
※その他不定休あり

070-8576-1452　時 11時～22時（21時30分LO）　休 12月31日～1月2日

一番人気はチキンスープカレー1100円
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公営交通110周年記念ヘッドマークの
付いた旧京都市電1900形

車のアクセルにあたる主幹制御器の整備中

木を基調とした落ち着く店内

カウンターと座敷が
あるレトロな空間

酒の肴も充実！
タンドリー風
手羽唐（2本）
450円

心と体に優しいカレーで、
食べると元気になります
（72歳女性・Fさん）

星乃珈琲店

コ　　 ト 　　　　 チ　　　カ

通信

卵を通常の2倍使用してしっかり濃
厚に焼き上げた懐かしい味わいのプ
リンです。別添えのほろ苦いカラメ
ルソースがアクセントに！

昭和のプリン
500円

075-353-8002
時 7時30分～22時30分（22時LO）

四条駅

※営業時間は変更となる可能性があります。
詳しくは、店舗にお問い合わせください。

中村さん
広島電鉄電車事業本部

電車技術部車両課
千田検車係長

清水池さん
広島電鉄電車事業本部

電車技術部車両課
車両整備係長

前田さん
広島電鉄電車事業本部
電車企画部電車企画課

係長

普段、どういった業務を
されていますか。

1900形はどの路線で
使用されていますか。

075-823-6118　
時 11時30分 ～14時
30分、17時30分 ～
21時30分　休 水曜

西ノ京円町（ ＪＲ 円町駅）から 市バ 203・26・91 四
条中新道または 壬生寺道下車、徒歩約5分
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タイカレー
ラーメン
シャム

中村さん：中　清水池さん：清前前田さん：前

京都いつでもコール
075-661-3755

※おかけ間違いにご注意ください。

（所管：介護ケア推進課
075-213-5871）

※はコトチカの店舗に限ります。

（詳細は検討中）

実施中～令和4年9月4日（日）実施期間

問合せ

京都市交通局企画総務部
営業推進課

075-863-5056

問合せ

A賞

B賞

C賞

D賞

E賞

志津屋※で使える商品券（3,000円分）　10名様
クリスピー・クリーム・ドーナツ※で使えるドーナツセット引換券　15名様
成城石井人気商品詰合せセット（3,000円相当）　10名様
秋の京都を楽しむ「びわ湖疏水船乗船券」　5組10名様
お風呂で使える！バラエティグッズ　10名様

交通局・上下水道局グッズ詰合せセット

❶持続可能性を
　高めるための見直し

交付開始年齢の引上げ 交付対象者の変更
階層の細分化　　　　 負担金の引上げ

❷利便性の向上に
　つながる見直し

敬老バス回数券の新設
民営バス敬老乗車証の適用地域の一部拡大

壬生操車場前　 京都駅　 北大路駅
太秦天神川駅　 琵琶湖疏水記念館

ラリーポイント

市バス・地下鉄　太秦天神川案内所ゴールポイント

現在お持ちの敬老乗車証
の有効期間は9月30日ま
でです。敬老乗車証をお
持ちの方に更新申請書を
お送りしていますので、お
早めにお手続きください。

Wチャンス賞（抽選で50名様）

参加賞（先着200名様）

参加方法などの詳しい
情報は交通局HPを
ご覧ください！

敬老乗車証の更新手続きの
時期になりました

負担金の引上げ等の見直しを
実施します

～京都市交通局×京都市上下水道局～
110周年キーワードラリー

令和4年
10月～

令和5年
10月～

西ノ京円町（　　円町駅）
周辺ＪＲ

京都駅前から 市バ 205・26
北大路バスターミナル（ 地下 北大路駅）

から 市バ 204・205
西大路御池から 市バ 202・203・205・26・

91・快速立命館・臨
四条烏丸（ 地下 四条駅）から 市バ 203・26

おすすめアクセス



市バス・地下鉄を
ご利用の皆様へ

4

090-8678-5754　 時 9時～17時（18日は～16時）　
料 前売1600円、当日2000円

答え　問１　　問 2　　問 3 善能寺エ ウ 「おふたいむ」は市バス車内、地下鉄駅構内、市バス・地下鉄案内所などで配布しています。また、交通局HPでもご覧いただけます。

市バス・地下鉄沿線の祭りや行事、イベントなどをご紹介します。

市バス・地下鉄のご利用に関するお問合せは、ナビダイヤル 0570-666-846

九条ねぎエ

じゅんさいイ

壬生菜ウ

花菜ア

▶答えは左下です。

問1  魚介の生臭さを消したり、
体を温めたりする効果があり、
近年はラーメンの具材としても
人気の京野菜はどれか。（3級）

問3  洛陽三十三所観音霊場札
所の一つである泉涌寺の塔頭
で、ばんだい号墜落事故の遺
族によって本堂が寄進された
寺院はどこか。　　　 （1級）

亀岡市エ

宇治市イ

向日市ウ

舞鶴市ア

問2  毎年秋に 「KARA-1グラ
ンプリ」 が開催されるが、全
国の激辛ファンからの熱い支
持がある激辛商店街はどこに
あるか。　　　　　　  （2級）

※本問題は「京都・観光文化検定試験」
第16回の問題より抜粋しています。

※「京都・観光文化検定試験」・「京都検
定」は京都商工会議所の商標です。

挑戦！に京都検定めざせ
京都通

スパイスカレーのお供を、ラッシーか
チャイかどちらにするかでいつも悩
みます。今回は取り上げきれません
でしたが、ナンカレーもいいですよね。

そろそろ外国に行きたい気分！そん
な欲求を京都で満たせる、海外グル
メ＆雑貨などを取り扱うお店のご意
見をお送りください。おふたいむを一
緒につくってくれる情報を、お待ちし
ています！
ミュージアム招待券、地下鉄・バス1日券、
防災てぬぐい「そなえぬの」プレゼントへのご
応募は、右記の宛先まで（1）住所（2）氏名

（3）年齢（4）ご希望のプレゼント（5）上記
テーマへのご意見、おふたいむへの感想を
記入して、メールもしくははがきでお送りく
ださい。9/14（水）当日消印有効。

12月号のテーマ
京都にいながら海外旅行気分！

プレゼント

防災てぬぐい「そなえぬの」
用意しておくべき
防災用品が一目瞭然！
…全5種各1名様
※柄はランダム

京都市交通局公式SNSも要チェック！

地下鉄・バス1日券
地下鉄・市バスで効率よく
市内を巡ろう！…8名様

〒604-8823 
京都市中京区壬生松原町3-12
ひでみ企画内「おふたいむ」編集室宛

075-322-3717（土・日曜、祝日休業）
FAX:075-322-3719
e-mail :hidemi@gold.ocn.ne.jp

Twitter Instagram

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえ
　させていただきます。

みやこめっせ

平安神宮
丸太町通

東山駅
三条通

岡崎公園
美術館・
平安神宮前

岡崎公園ロームシアター
京都・みやこ
めっせ前
ロ
ー
ム

シ
ア
タ
ー

京
都

西日本最大級のマンガ・アニメの祭典。
人気作品の展示・グッズ販売ブース、
豪華声優陣のステージに加え、クリエ
イター支援や市域連携イベントも充実。
※京都国際マンガミュージアム（第2会場）、
　東映太秦映画村（特別会場）でも開催される。

アンリ・マルタン《二番草》1910年、フランス、個人蔵
©Archives photographiques Maket Expert

9/10（土）

～

11/6（日） 美術館「えき」KYOTO開館25周年記念
シダネルとマルタン展　最後の印象派

美術館「えき」 KYOTO
びじゅつかん「えき」キョウト 9/17（土）

・

18（日） 京都国際
マンガ・アニメフェア2022

みやこめっせ／ロームシアター京都（メイン会場）
みやこめっせ／ロームシアターきょうと

お砂踏法要
今熊野観音寺
いまくまのかんのんじ

四国霊場八十八ヶ所の砂が入った袋を踏ん
で参拝する行事で、実際に巡ったのと同じ
功徳を積むことができるといわれている。

075-561-5511　時 9時～16時　料 1300円

地下 東山駅から徒歩約10分、または
四条河原町から市バ 32・46 岡崎公園
ロームシアター京都・みやこめっせ前
下車すぐ、または 京都駅前（または

三条京阪前）から 市バ 5 岡崎公園
美術館・平安神宮前下車、徒歩約5分

おすすめアクセス

卍
泉涌寺

泉涌寺道 今熊野
観音寺

京都駅前から 市バ 208 泉
涌寺道下車、徒歩約10分

おすすめアクセス

19世紀末から20世紀前半にかけてフランスで活躍した、シダネルと
マルタンは、印象派や新印象派の流れを汲みつつ、独自の画風を築
いた。光と色彩に彩られた2人の作品を、この貴重な機会に鑑賞したい。

075-352-1111（ジェイアール京都伊勢丹大代表）　
時 10時～19時30分（最終入館19時）　料 1100円　休 無休

下京区役所

七条通 烏
丸
通

京都駅（JR・近鉄）

京都駅

地
下
鉄
烏
丸
線美術館「えき」

KYOTO

地下 京都駅下車
すぐ

おすすめアクセス

招待券
プレゼント
5組10名様

～

9/21（水）

23（金・祝）


