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　いずれも場所は赤れんがパーク。

▪７月 19 日㈯ 18 時～ 20 時

　アヤヲ、THE イナズマ戦隊、
　Smooth Ace が出演

▪７月 20 日㈰ 18 時～ 20 時

　DRAKSKIP、光永亮太、
　Chicago Poodle が出演

東西港シャトル船を運航

　子どもから大人までが夢中になる豊かな遊びや水を使った
遊びなど。思いっきり遊べる準備をしてお越しください。

【日時】７月 26 日㈯ 10 時～ 17 時
　　　  ７月 27 日㈰ 10 時～ 16 時

【場所】東体育館

《住みます芸人プロジェクト》
　７月 12 日㈯～８月３日㈰、マナイ
商店街事務所に落語家の月亭太遊さん
が住み込み、商店街のさまざまなイベ
ントに参加します。同事務所では落語ワークショップを毎
日開催予定。ぜひ遊びにきてください。

《まち歩き》
❖海軍ゆかりのまち歩き（当日受け付け可）
　７～８月の毎週土日、祝日。定員 10 人。500 円

❖幽斎ゆかりの城下町歩き
　７月 20 日・27 日、８月３日。定員 10 人。1,000 円

❖旧国鉄中舞鶴線廃線まち歩き
　７月 19 日、９時。定員 30 人。1,000 円

❖旧国鉄海舞鶴線廃線まち歩き
　８月２日、９時 30 分。定員 30 人。1,000 円

❖商店街お買い物ツアー（ガイドは月亭太遊さん）
　７月 20 日・27 日。定員 10 人。1,000 円
　※いずれも申し込みは、電話で（合社）まいづる広域観
　光公社（☎ 77・5400）へ。

《まち体験》
❖新日本海フェリー舞鶴・丹後 冠島周遊クルーズ
　７月 21 日。先着 660 人。3,000 円
　（小学生 2,000 円）
　申し込みは、ファクスで新日本海フェ
　リー㈱舞鶴支店（☎ 62・3000、ＦＡＸ 62・9558）へ。

❖ぱしふぃっくびいなすティータイム体験
　詳細は、11㌻に関連記事で

❖かまぼこ手作り体験
　７～８月の毎日。定員 20 人。1,600 円。申し込みは、電
　話で（合社）まいづる広域観光公社（☎ 77・5400）へ。
　※海フェスタ開催期間中は当日受け付け可（正午まで）

《八島レトロ街》
　７月 12 日～８月３日の土日・祝日、東地区の八島公園内
　に海軍ゆかりのレトロな街並みを再現。

《聚
じゅこうあん

幸菴の特別公開》
　７月 19 日～８月３日の土日・祝日、明治時代に建築され、
　海軍関係者が多く利用した旧旅館を公開。入館無料。

舞鶴の町中が丸ごと博覧会場に！ まいづるまち博

【日時】７月 27 日㈰９時 30 分～ 11 時と 12 時 30 分～ 14 時

【場所】ジャパン マリンユナイテッド㈱舞鶴事業所

【対象】小学４年生～中学生（保護者同伴）

【定員】先着各 25 人

【申し込み方法】往復はがきに参加者全員の住所、氏名、年齢、
電話番号を記入し、京都運輸支局（〒 624-0946 市内字下福
井 901）へ。
▶詳しくは、京都運輸支局（☎ 75・0616）へ。

問観光商業課（☎ 66・1024）

親子で探検！  造船所ってどんなとこ？

　小型モビリティの試乗を実施。また、自家用車の無料点検
を行うほか、７月19日㈯・20日㈰はシートベルトコンビンサー

（模擬衝突）体験も実施。

【日時】開催期間中の土日・祝日
　　　  ９時～ 17 時

【場所】赤れんがパーク

小型モビリティの試乗会 あそびのフェスタ

　開催期間中、赤れんがパーク海側芝生広場などで実施。赤
れんが倉庫が光と映像のアートに彩られます。

▪赤れんが倉庫群壁面へのプロジェクションマッピング
　１日３回上映   ① 19 時 45 分 ② 20 時 15 分 ③ 20 時 45 分
　※７月 27 日は① 21 時 10 分  ② 21 時 30 分  ③ 21 時 50 分

▪ビジュアルインタラクティブ
　来場者の動きに反応する体験型の映像演出
　19 時 30 分～ 21 時

▪赤れんが倉庫 海のライトアップ
　19 時 30 分～ 24 時

▲月亭太遊さん

　開催期間中、東西会場を結ぶシャトル船を運航します。また、
７月 21 日㈷は舞鶴市と伊根町を結ぶ航路を特別運航。

【行程】❖大野辺緑地桟橋（西会場）～赤れんが桟橋（東会場）

❖大野辺緑地桟橋（西会場）～伊根町（７月 21 日のみ）

サマーイルミネーション

 海の祭典　サマーフェスタ

赤れんが博物館（☎ 66・1095）

▪小企画展「鎮守府開庁と赤れんが」
【日時】７月 19 日㈯～８月３日㈰９時～ 17 時

【内容】砲台など当時のれんが建造物と艦艇に着目した展示

【入場料】300 円（学生 150 円）

《ナイトミュージアム》７月 19 日～８月３日の土日、祝日
は 21 時まで開館。17 時以降は入館無料。

《７月 21 日（月＝海の日）は入館無料》

【日時】７月 20 日㈰～ 21 日㈷（１泊２日）

【場所】マリーンピア（宮津市）

【定員】先着 15 人 （２人以上で。18 歳以下は保護者同伴）

【参加費】一般 8,700 円、高校生 7,600 円、 中学生 6,300 円、
　　　 　 小学生 6,100 円

【申し込み方法】７月３日㈭～ 10 日㈭に電話でマリーンピ
　　　　  　          ア（☎ 0772・22・0501）へ。

定置網漁業体験会

 海フェスタ京都 音楽ライブ

【日時】７月 27 日㈰８時～ 16 時

【場所】海上自衛隊北吸桟橋、第 23 航空隊

【内容】❖高速ボートによる湾内見学　❖管制塔見学
　　  　❖航空機の展示　❖陸上自衛隊の装備品展示　など
▶詳しくは、海上自衛隊舞鶴地方総監部（☎ 62・2250）へ。
海上自衛隊舞鶴地方隊ホームページ（http://www.mod.go.jp/
msdf/maizuru/）でも紹介。

イベント・アトラクションがいっぱい

舞鶴イメージソングの生演奏も

７月 19 日㈯ → ８月３日㈰

協力：ロゴデザイン [ idfont / 井上デザイン ]

シャトル船「かもめ３号」

写真はイメージ

▲ Chicago Poodle ▲ Chicago Poodle アーリークリスマスライブの様子（昨年 12 月 1 日）

サマーフェスタ（昨年の様子）


