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郷土資料館企画展「丹後国絵図」 「第２回 田主誠 心の旅 版画館」
舞鶴の歴史を知る 赤れんがで感じる芸術の秋

丹後くろまつ号 ランチコースに新メニュークルーズ船見送りサポーター募集 飛鳥Ⅱ船内見学会参加者募集
９月以降もたくさん寄港します

舞鶴出身オリンピック選手生誕 100 年の集い
～ 夢の風、より高く、より前へ ～ちょっと贅沢なランチの旅はいかが？

とびっきりやね。これ！

ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品が決定 100 円商店街＆グルメフェスタ＆ダンスバトル 2014
西舞鶴で、こうちゃった♪

日本が誇る豪華クルーズ客船が寄港
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【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ります（青色のハンカチを持っ
ている人はご持参ください）。

【その他】申し込み不要。当日はふ頭内の安全対策のた
め入場を制限する場合があります。時間や内容などが変
更になる場合があります。夜間の場合、懐中電灯をご持
参ください。

【日時】10 月１日㈬ 13 時 30 分～ 14 時 30 分
【場所】京都舞鶴港 西港 第２ふ頭
【対象】府内在住で、階段の昇り降りを含む１時間程度
の見学ができる人

【定員】100 人（多数の場合抽選）
【その他】車いすの人は必ず付き添いの同伴を（同伴者
も申し込みが必要。車いすの貸し出しはありません）。

【申し込み方法】往復はがきに参加者全員の住所、氏名、
生年月日、電話番号を記入して、〒 625-8555 みなと振
興・国際交流課（宛先住所は不要）「飛鳥Ⅱ見学会係」へ。
はがき１枚につき４人まで。高校生以下は保護者の同伴
が必要。９月８日㈪必着。

　７月 14 日に開催した同制度の推奨懇話会を踏まえ、
次のとおり推奨品を決定しました。

《新規》❖ろくべェー【どぶろく】（橋本泰弘）
《更新》❖万願寺とうがらし ぴくるす（ふれあい工房）
❖純米吟醸 大杉（NPO 法人 名水の里杉山）
❖舞鶴茶【玉露、煎茶、番茶】（舞鶴茶生産組合）
　今回の決定を受け「ふるさと舞鶴あぐりブランド」の
推奨品は全 25 品目となりました。
　市では、パンフレットや市ホームページに掲載するほ
か、推奨シールやのぼりなどに加え、今年度から実施し
ている「舞鶴市食のブランド力向上事業」でも積極的に
PR し、推奨品のブランド力向上に努めます。

　舞鶴市出身のオリンピック選手、大江季雄さんと菅谷
初穂さんの生誕 100 周年記念事業を実施します。
▪写真パネルの寄贈

【日時】10 月４日㈯８時 30 分から
【場所】新舞鶴小学校 体育館
▪シンポジウム

【日時】10 月４日㈯ 10 時～ 12 時 20 分
【場所】赤れんが２号棟（市政記念館）
【参加費】無料

【日時】９月 28 日㈰ 10 時～ 16 時
【場所】西舞鶴商店街一帯
【内容】
❖ 100 円商品の販売 ❖舞鶴グルメフェスタ
❖ダンスバトル 2014
❖超目玉商品 100 円ジャンケン大会
❖ミニ電車乗車体験 ❖子どもたこ焼き作り体験
❖商店街スタンプラリー

　市では、平成 25 年度から京都府立大と提携している
「地域貢献型共同研究」の一環として、市内に残る明治
の地籍図など古地図のデジタル化とモデル地域の調査を
実施しています。今回は、これらの地図の中から「丹後
国絵図」に焦点をあてた展示と関連企画を実施します。
▪企画展

【日時】９月 13 日㈯～ 10 月 26 日㈰９時～ 17 時
※月曜・祝日の翌日（月曜が祝日の場合その翌日も）は休館

▪記念講演会
【日時】９月 28 日㈰ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
【場所】西コミュニティセンター 第１会議室
【講師】京都府立大学准教授の上杉和央さん
【申し込み方法】電話で郷土資料館へ
▪ミュージアムトーク（展示解説）

【日時】10 月 11 日㈯ 13 時 30 分から
【解説】京都府立大大学院の
島本多敬さん

　北近畿タンゴ鉄道㈱（KTR）が運行するランチやスイー
ツ、地酒が楽しめる列車「丹後くろまつ号」。８月から、
ランチコースが丹後でとれた新鮮な魚と野菜を使った

「料亭ふみや」の料理を堪能できる新メニューになりま
した。同料亭自慢の「焼き鯖ずし」もお楽しみいただけ
ます。

【運行日】金・土・日曜日、祝日
【ルート】天橋立 12 時 25 分発、豊岡 14 時 54 分着
【定員】先着 30 人
【料金】大人 10,000 円、小人 9,400 円
※料金は運賃、お食事などを含むパッケージ料金

【申し込み方法】KTR 指定駅（西舞鶴駅窓口など）、旅行
代理店（JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト）、KTR ホー
ムページ（http://ktr-tetsudo.jp/) などから

　舞鶴市出身の版画家・田主誠さんの版画展を開催しま
す。舞鶴百景や三角形シリーズなどの版画作品約 200 点
を展示するほか、子どもたちを対象とした版画のワーク
ショップなども実施します。いずれも無料。

【日時】９月 18 日㈭～ 10 月５日㈰９時～ 17 時
❖ワークショップ…９月 20 日㈯・23 日㈷・27 日㈯
　　　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時
❖ギャラリートーク…９月21日・28日、10月５日の日曜日、
　　　　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時

【場所】赤れんが３号棟

▶詳しくは、郷土資料館（☎ 75・8836）へ。▶詳しくは、舞鶴商工振興会（☎ 75・0933）へ。▶詳しくは、農林課（☎ 66・1023）へ。

▶詳しくは、みなと振興・国際交流課（☎ 66・1037）へ。▶詳しくは、みなと振興・国際交流課（☎ 66・1037）へ。

▶詳しくは、文化振興課（☎ 66・1019）へ。

▶詳しくは、大江季雄・菅谷初穂生誕 100 周年記念事業
実行委員会事務局（社会教育課内、☎ 66・1073）へ。▶詳しくは、北近畿タンゴ鉄道㈱（☎ 0772・25・2323）へ。

❖ 飛鳥Ⅱ
９月９日㈫ 18 時出港
10 月１日㈬ 17 時出港

❖ ぱしふぃっくびいなす
９月 13 日㈯ 21 時出港

❖ ダイヤモンド・プリンセス
９月 22 日㈪ 17 時 30 分出港

▲今回決定した推奨品

▲菅谷初穂選手▲大江季雄選手
▲飛鳥Ⅱの外観と船内の様子

▲三角形シリーズ ▲吉原の太刀振

▶
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図

▼丹後くろまつ号の外観と内観

▲料理（※写真はイメージ）

※いずれも出港 20 分前からセレモニーを実施

▲一昨年の様子


