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本日から！「舞鶴岩がき丼」

舞鶴市展にお越しください

今年もやってきました！ 今年は７月 26 日（土）・27 日（日）

「目」で見て　「心」で感じる

《民踊流しと手作りみこし》
【日時】７月 26 日㈯ 18 時から
【場所】西地区商店街（マナイ・
中央・平野屋）

【申し込み方法】６月 30 日㈪ま
でに電話かファクス、電子メール

（info@maizuru-kanko.net） で
（一社）舞鶴観光協会事務局（☎
77・5900、ＦＡＸ 77・5401）へ。

▪参加者などを募集

▪花火大会を開催

《自衛艦体験航海》
【日時】７月 26 日㈯（予定）
【申し込み方法】往復はがきに希
望者全員の住所・氏名・年齢・性
別・職業・電話番号を記入し、６
月 20 日㈮消印有効で舞鶴商工
会議所（〒 625-0036 市内字浜
66）へ。多数の場合抽選。

【その他】天候などにより中止の
場合あり。
▶詳しくは、舞鶴商工会議所ホー
ムページへ。

【日時】７月 27 日㈰ 19 時 30 分から
【場所】東地区海岸
《まい花火募金》
　皆さんからの募金でまい花火を打
ち上げます。１口 1,000 円。７月 27
日㈰まで商工観光センター、市役所本
庁、西支所、まいづる観光ステーショ
ン、京都北都信用金庫、郵便局で受け
付け。

《周年記念花火》
　企業の歴史や歩みを祝いたい、PR
したい事業所を募集。６月 30 日㈪ま
で舞鶴商工会議所で受け付け。
▶詳しくは、実行委員会事務局（商工
会議所内、☎ 62・4600）へ。

　世界で活躍する和太鼓グループ DRUM TAO が
舞鶴にやってきます。

【日時】８月９日㈯ 19 時～ 21 時
【場所】舞鶴赤れんがパーク
【料金】❖一般…5,000 円（前売りは 4,500 円）
❖高校生以下…2,500 円
❖団体（20 人以上）…3,500 円（赤れんがパーク
でのみ販売）
▶詳しくは、DRUM TAO 赤れんがパーク特別野外
公演実行委員会（赤れんがパーク内、☎ 66・1096）へ。

プロフィール

　1957 年新潟県生ま

れ。中央大３年在学中に

拉致され、24 年間、北

朝鮮での生活を余儀なく

される。2002年に帰国。

現在、新潟産業大准教授。

著書「半島へ、ふたたび」

が新潮ドキュメント賞を

受賞。

【日時】６月 29 日㈰
13 時 30 分～ 15 時

【場所】商工観光センター
【講師】新潟産業大准教授
の蓮池薫さん

【定員】　先着 336 人　
【その他】入場無料。申し
込み不要。手話通訳・磁気
ループ、託児あり
※手話通訳と託児は予約が
必要

▶詳しくは、人権啓発推進
室（☎ 66・1022）へ。

　入賞・入選した作品のほか、審査員や委嘱作家・
招待作家などの作品を展示します。入場無料。

【日時】６月 18 日㈬～ 22 日㈰ 10 時～ 18 時
（22 日は 17 時まで）
【場所】❖市政記念館…写真
❖総合文化会館…日本画、書、工芸美術
❖まいづる智恵蔵…洋画

【その他】❖開会式…18 日㈬９時から総合文化会館前。
❖表彰式…22 日㈰ 15 時からまいづる智恵蔵（予
定）。15 時 45 分から各会場で審査員が展示作品を
講評。
▶詳しくは、社会教育課（☎ 66・1073）へ。

　夏の舞鶴地産地消グルメといえば「舞鶴岩がき丼」。
プリプリの食感と濃厚な味わいの「岩がき」と、シコシ
コとした「舞鶴かまぼこ」の食感がたまりません。
　舞鶴かきグルメキャンペーン協議会（（一社）舞鶴観
光協会、京都府漁業協同組合、（一社）舞鶴市水産協会）
では、夏の味覚「岩がき」をより多くの皆さんに味わっ
ていただくため、本日から「舞鶴岩がき丼キャンペーン」
を開始。舞鶴岩がき丼マップを作製し、「舞鶴産岩がき」
や「舞鶴岩がき丼」のほか、「丹後とり貝」を食べられ
るお店 17 店舗を紹介しています。ぜひ一度ご賞味あれ。
　マップはまいづる観光ステーション、JR 東舞鶴駅観
光案内所、市役所本庁、西支所、道の駅「舞鶴港とれと
れセンター」、市内観光施設のほか、近隣の道の駅、高
速道路サービスエリアにも設置します。
▶詳しくは、まいづる観光ステーション（☎ 75・8600）へ。

　北近畿タンゴ鉄道㈱（KTR）で、車内でランチやスイー
ツが楽しめるリニューアル列車「丹後くろまつ号」の運
行が開始されました。

【定期コース】（金・土・日曜・祝日に運行）
❖スイーツコース…福知山 10 時 22 分発、天橋立 11
時 44 分着（大人 4,000 円、小人 3,600 円）
❖ランチコース…天橋立 12 時 25 分発、豊岡 14 時 54
分着（大人 10,000 円、小人 9,400 円）
❖地酒コース…豊岡 17 時 14 分発、西舞鶴 19 時 07 分
着（大人 5,000 円、SAKE ソムリエによる講座付きは
8,500 円（隔週土、日曜）、小人設定なし）
※料金は運賃、お食事などを含むパッケージ料金。各コース
定員 30 人（予約制。平日は団体貸切列車として受け付け）

【申し込み方法】KTR 指定駅（西舞鶴駅窓口など）、イ
ンターネット（KTR ホームページ）など
▶詳しくは、北近畿タンゴ鉄道（☎ 0772・25・2323）へ。

KTR「丹後くろまつ号」登場！
コンセプトは“『海の京都』の走るダイニングルーム”

▼内観

▲昨年の様子（左：洋画の部、右：写真の部）

▲外観

▲花火大会（昨年の様子）

▲昨年の様子（左：民踊流し、右：手作りみこし）

みなと舞鶴ちゃったまつり

丹後天
て ん し ゅ

酒まつりを開催 蓮池薫さんの講演『夢と絆』を開催 ＤＲＵＭ TAO 特別野外公演
丹後の味覚に酔いしれる 人権啓発講演会にご参加ください 世界を魅了する迫力の和太鼓

　個性豊かな酒蔵がそろう「丹後の地酒」と地域の食材
を味わい交流を楽しむイベント「丹後天酒まつり」が開
催されます。

【日時】６月 22 日㈰ 11 時～ 17 時
【場所・入場料】❖舞鶴会場…池田酒造㈱（試飲料込 1,200
円、前売りは 1,000 円）
❖天橋立会場…天橋立ミュージアム ちえのわ館（無料）
❖久美浜会場…豪商 稲葉本家（飲食料込 2,500 円、前売
りは 2,000 円）

【舞鶴会場での内容】
❖池田酒造の酒と地元の食・蔵開き（試飲、　フード１品、
オリジナルおちょこ付）
▶詳しくは、丹後酒蔵ツーリズム運営委員会 舞鶴地区（合
同会社まいづる広域観光公社内、☎ 77・5400）へ。
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