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Eventpick upイベント

▪赤れんが鉄道フェスタ 2015
【日時】４月 25 日㈯・26 日㈰９時～ 17 時
　　　 （26 日は 16 時まで）

【内容】❖ミニ新幹線の体験乗車  ❖ N ゲージ運転体験
❖プラレールビッグワールド  ❖鉄道グッズの販売　など

【入場料】３歳以上 100 円（２歳以下は無料）
▶詳しくは、赤れんがパーク（☎ 66・1035）へ。

▪赤れんがアートワークショップ 2015
【日時】５月２日㈯・３日㈰
　　　  10 時～ 17 時（３日は９時から）

【内容】各地から集まったクラフトマンによる電動ろ
くろ体験や木工製作、スイーツデコなど、家族でもの
づくりを体験できるワークショップを開催。
▶詳しくは、赤れんがパーク（☎ 66・1035）へ。

▪クロスロードミーティング in 舞鶴
【日時】５月４日㈪ 10 時～ 15 時
【内容】❖バイクの写真撮影会や展示会、ショップ
❖キッズミニバイク体験  ❖地元バンドによるステージ
❖オモシロ自転車体験  ❖自転車のアクロバットパフォーマンス
❖日本初 EV スポーツカー トミーカイラ ZZ の展示

【その他】舞鶴ご当地「YAEH!! ステッカー」を配布
▶詳しくは、㈲オートプラザの角出さん（☎ 070・5345・
3508）かホームページ（http://ap24.net/cm2015/）へ。

▪赤れんが博物館 入館無料
【日時】５月５日㈫９時～ 17 時
【内容】ミニチュアれんがクラフト
も開催
▶詳しくは、赤れんが博物館（☎
66・1095）へ。

▪昼下がりライブ
【日時】５月５日㈫ 13 時～ 16 時
【内容】温かなアコースティックのサウンドを楽しむ。
MJB、ガチョウの卵、オジャバンド、ぐりんてぃ、ほほ
えみ などによる演奏
▶詳しくは、実行委員会の大薮さん（☎ 62・6332）へ。

▪ゴールデンライブ
【日時】５月６日㈬ 13 時～ 16 時
【内容】多種多様な音楽を楽しむ。
日星高校ブラスバンドや陽だまり
アンサンブルによる演奏。フラメ
ンコ、大正琴、ヘルマンハープの演奏も。
▶詳しくは、代表の岩本さん（☎ 090・7340・1802）へ。

赤れんがパーク  大型連休中のイベントを紹介
ゴールデンウイークはみんなでお出かけ

　４月から海上自衛隊舞鶴地方総監部の施設（北吸岸
壁、海軍記念館）の一般公開時間が変更。新たに東郷
邸も一般公開され、旧海軍の歴史をより身近に感じら
れるようになります。
　いずれも駐車場は赤れんがパーク駐車場または同総
監部内駐車場をご利用ください。
▪北吸岸壁・海軍記念館

【日時】土・日曜、祝日 10 時～ 15 時（中断時間を廃止）
▪舞鶴地方総監部会議所（通称：東郷邸）

【日時】毎月第１日曜（１月のみ第２日曜の予定）
　　　  10 時～ 15 時

▶詳しくは、観光商業課（☎ 66・1024）へ。

「東郷邸」などの一般公開
海上自衛隊舞鶴地方総監部が全面協力

ロストラル出港セレモニー
４月は２回寄港  フランスの小型高級クルーズ客船

【日時】
　❖４月 14 日㈫ 17 時 40 分から
　❖４月 30 日㈭ 16 時 40 分から

【場所】
　京都舞鶴港西港 第２ふ頭

【内容】
　舞鶴のイメージカラーのひとつである「青色」のハ
ンカチを振って見送る（青色のハンカチを持っている
人はご持参を）。

【その他】
　❖申し込み不要  ❖第３ふ頭を駐車場として開放予定
　❖当日はふ頭内の安全対策のため入場を制限する場合あり
　❖停泊中の船内見学は不可

▶詳しくは、みなと振興・国際交流課（☎ 66・1037）へ。

京都府議会議員一般選挙

期日前投票

投 票 日
投票時間 ７時～ 20 時

４月12日（日）

４月４日（土）～11日（土）
８時30分～20時

市役所、西支所、加佐分室

▪開票
　４月 12 日 21 時 15 分（予定）から東体育館。
▪開票速報
　電話（☎ 0180・991・352）かインターネッ
ト（http://nkm.jp/senkyo-sokuhou)で。22 時
ごろから 30 分ごとに更新予定。

▶詳しくは、市選挙管理委員会事務局（総務課内、
☎ 66・1044）へ。

必ず投票しましょう

▲外観 ▲出港セレモニー（昨年の様子）

▲東郷邸の外観
▲昨年の様子

▲海軍記念館の外観

海の京都博 「まいづるまち博」
舞鶴の魅力がギュッ！

加わります。
【開催期間】７月中旬～９月
【内容】❖まち博ツアー
❖海軍ゆかり商店街魅力発信イベント
❖幽斎ゆかりの城下町の魅力発信
❖戦後 70 年・海外引き揚げ 70 周年イベント　など

▶詳しくは、観光商業課（☎ 66・1024）へ。

　舞鶴の「とっておき」を
発見・PR する「まいづるま
ち博」を開催します。開催
期間中は、まち博ならでは
のアレンジで、いつもの見
慣れたまちに新たな魅力が

【対象】まち博の企画・運営に参加する意思が
あり、月に１回程度のワーキング会議（平日の
夜）に参加できる人

【申し込み方法】４月17日㈮までに電話で同課へ。

ワーキングメンバーを募集

日時 イベント名 主催 会場

 ４月 24 日㈮～ 26 日㈰  ほりだし市 ㈱英里奈  ４号棟

 ４月 25 日㈯・26 日㈰  赤れんが鉄道フェスタ 2015 （一社）舞鶴観光協会  ５号棟

 ４月 28 日㈫・29 日㈬  来て見て体験できる 文房具体験会 舞鶴文具  ４号棟

 ５月２日㈯・３日㈰  赤れんがアートワークショップ 2015 赤れんがアート＆クラフト実行委員会  ４号棟

 ５月４日㈪  クロスロードミーティング in 舞鶴 舞鶴バイクイベント実行委員会  ４号棟・屋外

 ５月５日㈫
 赤れんが博物館入館無料 赤れんが博物館  赤れんが博物館

 昼下がりライブ 昼下がりライブ実行委員会  ４号棟

 ５月６日㈬   ゴールデンライブ 陽だまり実行委員会  ４号棟
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