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Eventpick upイベント

飛鳥Ⅱ出港セレモニー
今年最初のクルーズ船寄港

　３月 27 日、京都舞鶴港に寄港する「飛鳥Ⅱ」の出
港セレモニーを開催します。

【日時】３月 27 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）。
❖西舞鶴高校吹奏楽部による演奏（予定）

【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したり内
容を変更する場合があります。

▶詳しくは、みなと振興・国際交流課（☎ 66・1037）へ。

伝統工芸品の修理相談・展示販売・体験
工芸品の素晴らしさを再発見！

【日時】３月 21 日㈷・22 日㈰ 10 時～ 16 時
【場所】赤れんが４号棟

先着順。申し込みは、赤れんが３号棟（☎ 66・1035）へ。

▶詳しくは、観光商業課（☎ 66・1024）へ。

【内容】
❖掛け軸やひな人形、着物、
　家具、漆器などの工芸品の
　修理に取り組む「京都職人
　修理ネット」による工芸品
　お直し無料相談会【写真上】

❖黒谷和紙のはがきや小物、
　漆塗り製品、陶器、ガラス
　雑貨、七宝かさねの名刺入
　れ、藍染めのれん、衣服な
　どの工芸品の展示・販売

　　　　　　　　　【写真中】

❖「子ども陶芸ワークショップ 
　電動ろくろ体験」【写真下】
※「子ども陶芸ワークショップ 電

動ろくろ体験」は 22 日のみ実施。

まいづる四季旅
舞鶴のイチオシ旅  ４月～６月の春のプランが登場

【主なプラン】

　あなただけの「お気に入りの舞鶴」を探す四季旅に
春のプランが出そろいました。数あるプランの中から

「とっておき」の旅を見つけてください。

▲青いハンカチを振って見送り

春のまいづる仕事フェア
仕事をお探しの人は ぜひ参加を

 　正社員やパートなどの人材を募集する市内事業所
約 30 社が参加する就職フェアを開催。各事業所の採
用担当者からの説明や面接が受けられます。参加無料。

【日時】３月 14 日㈯ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
【場所】商工観光センター
【その他】❖市ホームページに参加事業所を掲載中。
❖予約不要。履歴書がなくても参加可
❖駐車場に限りがあるため、公共交通機関の利用にご
協力を。

▶詳しくは、企業立地・雇用促進課（☎ 66・1021）へ。

◀かまぼこ手作り
体験（左）、黒谷
和紙紙すき＆和と
じ作り体験（右）
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JRとKTR
３月14日㈯からダイヤ改正

市内観光周遊
「ループバス」と「遊覧船」運行スタート

▪ JR のダイヤ改正
　京都駅発の特急列車が早朝に増発。舞鶴への到着時刻が約
50 分早くなり京都方面からの出張・観光が便利になります。

▶詳しくは、JR 東舞鶴駅（☎ 62・2534）または JR 西舞鶴駅
（☎ 75・2310）へ。

京都 ⇒ 東舞鶴 
列車名 京都発 綾部着 （乗継）綾部発 西舞鶴着 東舞鶴着

きのさき１号 7:32 8:38 （普通）8:51 9:13 9:20

▪ KTR（北近畿タンゴ鉄道）のダイヤ改正
　KTR と JR の接続を良くするため、20 時以降に増発され
ます。

▶詳しくは、北近畿タンゴ鉄道㈱（☎ 0772・25・2323）へ。

▲面接会場（昨年の様子）

全長：241㍍
総㌧数：50,142㌧

▲飛鳥Ⅱ

ツアー名 日程 定員（催行人員） 参加費／人

海軍ゆかりの「赤れ
んが」めぐりツアー

土・日曜日、
祝日 10 人（２人） 大人 3,500 円

小人 3,000 円

ぐるたんバスと観光船
かもめ６号で行く舟屋
の里・伊根めぐり

4/18
5/23
6/20

10 人（２人）
5,600 円

（別途あかまつ車両
乗車代が必要）

かまぼこ手作り体験
〈※１〉 毎日 25 人（２人） ２人：2,200 円

３人以上：1,800 円

黒谷和紙  紙すき＆
和とじ作り体験

土・日曜日、
祝日 ６人（２人） 2,500 円～ 3,000 円

（綾部市に現地集合）

▶詳しくは、合同会社まいづる広域観光公社（☎ 77・
5400）へ。

※予約は７日前（〈※１〉は５日前）まで

修理前 修理後

ゆうらんせん

【日程】４月 30 日㈭～５月５日㈷（６日間）
【行程】京都舞鶴港発、隠岐、境港、釜山（韓国）、厳原
港（対馬）、別府（大分県）、大阪着

【限定数】20 室 40 人（先着順）
【通常料金】１人 328,000 円から
【特典】 ❖通常料金から１人あたり５万円割り引き
　　　 ❖舞鶴の名産品を進呈

【申し込み方法】３月 15 日㈰までに電話で㈱阪急交通社 
国内２課１係（☎ 06・4795・5846）へ。
▶詳しくは、みなと振興・国際交流課（☎ 66・1037）へ。

「ロストラル」府民クルーズを実施

　クルーズの魅力や楽しさを府民の皆さんに知っていただ
くために、普段よりもお得にクルーズ旅行が楽しめる「府
民クルーズ」を実施します。この機会に、舞鶴からクルー
ズの旅に出かけてみませんか。

京都舞鶴港 クルーズサポーター募集

　京都舞鶴港では、クルーズ客船で訪れた人たち
をまちを挙げておもてなしするため、通訳やパ
フォーマンスなどでご協力いただける市民の皆さ
んを募集しています。
　心のこもったおもてなしで、京都舞鶴港のク
ルーズ客船寄港を一緒に盛り上げてみませんか。

【内容】
❖観光案内や交通案内などの通訳ボランティア
　（英語、中国語、韓国語、フランス語など）
❖楽器演奏やダンスなどのパフォーマンスを披露
　していただける団体・個人
❖出港見送りなど、さまざまなおもてなしで協力
　いただける団体・個人
▶詳しくは、観光商業課（☎ 66・1024）へ。

　３月 21 日㈷から、市内の観光施設をめぐる
「ループバス」と「海軍ゆかりの港めぐり遊覧船」
の運行を再開します。家族と、友だちと、舞鶴の
春を探しに出かけませんか。

【期間】
３月 21 日～ 11 月 29 日の土・日曜日、祝日

【料金】
❖ループバス（１乗車）…大人 200 円、小人 100 円
❖遊覧船…大人 1,000 円、小人 500 円

▶詳しくは、（一社）舞鶴観光協会（☎ 75・8600）へ。

特典がいっぱい「かまぼこ手形」
　「かまぼこ手形」を購入すると、うれしい特典が
盛りだくさん。よりお得に観光することができます。

【特典内容】
❖ループバス１日乗り放題  ❖遊覧船の乗船料半額
❖赤れんが博物館や五老スカイタワーなどの入館料
無料  ❖東・西駅市営駐車場の料金無料　など

【料金】大人 1,000 円、小人 500 円
【販売場所】京都交通バス案内所、観光ステーション、
赤れんが博物館、市政記念館など

▲高校生ボランティ
アによる案内

◀ロストラル
　全長：142㍍
　総㌧数：10,700㌧

▲箏の音色で日本を
体感

▲太鼓の演奏で出港
を見送る

舞鶴 ⇒ 宮津
西舞鶴発 宮津着

22:24 23:00

天橋立・宮津 ⇒ 舞鶴
天橋立発 西舞鶴着

20:44 21:23

宮津発 西舞鶴着

22:33 23:01

JR 特急まいづる 15 号から接続

JR 東舞鶴行、福知山行に接続

JR 東舞鶴行に接続


