
近鉄奈良線 生駒駅発 ＪＲ忍ヶ丘駅発 京阪寝屋川市駅発
（所要時間７分） （所要時間１５分） （所要時間２５分）

１７日 （水） 彼岸の入り 平常ダイヤにて運行 １７日 （水） 彼岸の入り 平日ダイヤにて運行
１８日 （木） 平常通り １８日 （木） 平日ダイヤ
１９日 （金） 平常通り １９日 （金） 平日ダイヤ
２０日 （土） 春分の日 増発 ２０日 （土） 春分の日 日祝ダイヤ+増発
２１日 （日） 増発 ２１日 （日） 日祝ダイヤ+増発
２２日 （月） 平常通り ２２日 （月） 平日ダイヤ
２３日 （火） 彼岸の明け 平常通り ２３日 （火） 彼岸の明け 平日ダイヤ

７日 （土） 平常通り ７日 （土） 平日ダイヤ
８日 （日） 山の日 平常通り ８日 （日） 山の日 日祝ダイヤ
９日 （月） 振替休日 平常通り ９日 （月） 振替休日 日祝ダイヤ

１０日 （火） 平常通り １０日 （火） 平日ダイヤ
１１日 （水） 平常ダイヤにて運行 １１日 （水） 平日ダイヤにて運行
１２日 （木） 平常通り １２日 （木） 日祝ダイヤ
１３日 （金） 平常通り １３日 （金） 日祝ダイヤ
１４日 （土） 増発 １４日 （土） 日祝ダイヤ+増発
１５日 （日） 増発 １５日 （日） 日祝ダイヤ+増発
１６日 （月） 平常通り １６日 （月） 平日ダイヤ
１８日 （土） 平常通り １８日 （土） 平日ダイヤ
１９日 （日） 増発 １９日 （日） 日祝ダイヤ+増発
２０日 （月） 増発 ２０日 （月） 日祝ダイヤ+増発
２１日 （火） 平常通り ２１日 （火） 平日ダイヤ
２２日 （水） 平常ダイヤにて運行 ２２日 （水） 平日ダイヤにて運行
２３日 （木） 秋分の日 増発 ２３日 （木） 秋分の日 日祝ダイヤ+増発
２４日 （金） 平常通り ２４日 （金） 平日ダイヤ
２５日 （土） 平常通り ２５日 （土） 平日ダイヤ
２６日 （日） 彼岸の明け 平常通り ２６日 （日） 彼岸の明け 日祝ダイヤ
２８日 （火） 平常通り ２８日 （火） 日祝ダイヤ
２９日 （水） 平常ダイヤにて運行 ２９日 （水） 日祝ダイヤ
３０日 （木） 平常通り ３０日 （木） 日祝ダイヤ
３１日 （金） 平常通り ３１日 （金） 平日ダイヤ

１日 （土） 元旦 平常通り １日 （土） 元旦 日祝ダイヤ
２日 （日） 平常通り ２日 （日） 日祝ダイヤ
３日 （月） 平常通り ３日 （月） 日祝ダイヤ
４日 （火） 平常通り ４日 （火） 平日ダイヤ

９月
秋彼岸

９月
秋彼岸

　　　　　　　　　　令和3年　　送迎バス増発運行予定表　（8月8日「山の日」訂正版）

３月
春彼岸

３月
春彼岸

８月
お盆

８月
お盆

敬老の日 彼岸の入り 敬老の日 彼岸の入り

阪　奈　霊　園  定休日　水曜日（祝祭日除く）

１２月
年末

１２月
年末

（令和４年）
翌年１月

年始

（令和４年）
翌年1月

年始

* 増発は９時発となります　　　* 【お盆・お彼岸 お参り時間】　開門 午前７時 ～ 閉門 午後６時



    ★毎週水曜日【祝日は除く】は定休日のため運休となります。
　　　★　定休日はお盆、春・秋彼岸、その他霊園が指定する特別な日は除く。
　　　★　平日の運行は、寝屋川市駅 経由 忍ヶ丘駅行きとなります。

平成２９年２月改正

日 ・ 祝 平日（土曜含む） 日 ・ 祝 平日（土曜含む）

10:00 13:00 10:00   9:55 10:00   9:40
10:30 13:30 11:20 11:45 11:30 11:30
11:00 14:00 12:40 13:45 13:00 13:30
11:30 14:30 14:00 14:30
12:00 15:00 15:10
12:30

日 ・ 祝 平日（土曜含む） 日 ・ 祝 平日（土曜含む）

10:20 13:20 11:00 11:00 11:00 11:00
10:50 13:50 12:20 13:00 12:30 13:00
11:20 14:20 13:40 15:00 14:00 15:00
11:50 14:50 14:50 15:30
12:20 15:20 15:50
12:50 15:50

     ※出発時刻の5分前までに所定のバスのりばまでお越しください。
               〒575-0014  大阪府四條畷市上田原1009-1

日 ・ 祝  ・平日共に同じ

★　春彼岸・お盆・秋彼岸・年末・年始は増発運行がございますので、ホームページ・裏面の送迎バス増発運行表にてご確認ください。

https://www.8700.jp/

     隆昌寺  阪 奈 霊 園    Ｔ Ｅ Ｌ  ： ０７２－８６９－０００３

日 ・ 祝  ・平日共に同じ

霊園発　近鉄・地下鉄 生駒駅 霊園発　ＪＲ 忍ヶ丘駅行 霊園発　京阪 寝屋川市駅

墓 参 バ ス の ご 案 内

近鉄奈良線　生駒駅発　（所要時間7分） JR　忍ヶ丘駅発 （所要時間15分） 京阪　寝屋川市駅発 （所要時間25分）

近鉄百貨店横、階段降りて【すしや忠兵衛】向かい側
東駅前広場バス停付近　ほっかほっか亭 前 イズミヤ寝屋川店 かど 地下道出入口となり

阪奈霊園看板前
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