京都舞鶴港 NEWS

▪クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」で行く
京都舞鶴港発着 府民クルーズ
～ 夏休み佐渡島クルーズ ～
夏休みに優雅な船旅で思い出をつくりませんか。
【日程】
７月 31 日㈭ 14 時 京都舞鶴港発
８月１日㈮ ８時 佐渡島着

ダイヤモンド・プリンセス

▪ダイヤモンド・プリンセス 船内見学会
米国のプリンセス・クルーズ社が運航する大型クルーズ
客船「ダイヤモンド・プリンセス（ 全長 290㍍、総㌧数
11 万 6,000㌧）
」が舞鶴に２度目の寄港。客船のスタッフ
が案内する船内見学会を実施します。11 万㌧級の大型ク
ルーズ客船の魅力を存分にお楽しみください。
６月15日㈰10時～11時30分
（受け付け９時30分）
【日時】
【場所】京都舞鶴港西港第２ふ頭
【対象】 ❖府内在住で当日有効な旅券（パスポート）か運
転免許証を持っている人
❖歩行が十分にできる人（船内が広いため）
【定員】100 人（多数の場合抽選）
【申し込み方法】 往復はがきに参加者全員の住所、氏名
（ローマ字表記も含む）
、年齢、性別、生年月日、電話番号、
国籍、勤務先、旅券か運転免許証の番号を記入し、〒 625
‐ 8555 みなと振興・国際交流課 ( 宛先住所は不要）ダイ
ヤモンド・プリンセス見学会係へ。はがき１枚につき２人
まで。５月 12 日㈪消印有効。
▶詳しくは、みなと振興・国際交流課（☎ 66・1037）へ。

▪にっぽん丸 船内見学会
商船三井客船㈱が運航する「にっぽん丸」
（全長 166．
62㍍、総㌧数２万 2,472㌧）が平成 16 年以来、10 年ぶり
に京都舞鶴港へ寄港。船内見学会を実施します。
６月 18 日㈬ 11 時～ 11 時 45 分（受け付け 10 時 30 分）
【日時】

８月１日㈮ 17 時 佐渡島発
８月２日㈯ ９時 京都舞鶴港着
【客室タイプ・利用料金】
（２名１室利用。全室海側。食事つき。料金は一人当たり）
❖ステート J…80,000 円 ❖ステート H…86,000 円
❖ステート G…90,000 円 ❖ステート F…98,000 円
❖ステート E…106,000 円 ❖デラックス…140,000 円
❖スイート…200,000 円
❖ロイヤルスイート B…340,000 円
❖ロイヤルスイート A…360,000 円
※小学生以下は大人料金の半額。２歳未満は大人１人に
対し１人無料（食事・ベッドなし）。
【その他】
❖船内の催し…からくりどーるマジックショーやコンサート
❖オプショナルツアー…「佐渡島・小木散策めぐり」「ト
キの森と尖閣湾観光」「大人の社会見学 佐渡金山と産
業遺跡ガイドツアー」

デヴィッド・ボウイやＹＭＯ、忌野清志郎など国内外のミュージシャ
ンから圧倒的な支持を受けている写真家・鋤田正義氏の写真展「SOUND
& VISION」が東京都写真美術館や大阪心斎橋 BIG STEP に続き、舞鶴
赤れんがパークで開催。
５月３日㈯～７月６日㈰ 10 時～ 16 時 30 分
（入館は 16 時まで）
【日時】
※月曜日は休館（祝日を除く）
【場所】赤れんが５号棟（赤れんがイベントホール）
【料金】300 円（舞鶴市民は 200 円）※高校生以下は無料
※赤れんが博物館の半券をお持ちの人は 200 円
▶詳しくは、舞鶴赤れんがパーク（☎ 66・1096）へ。

赤れんがアートワークショップ
【日時】５月３日㈯・４日㈰ 10 時～ 17 時（４日は 16 時まで）
【場所】赤れんが４号棟（赤れんが工房）
【内容】各地から集まったクラフトマンが出展。陶芸体験や木工制作など、来
場者が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、実行委員会事務局（赤れんがパーク内、☎ 66・1096）へ。

【特典】府北部の特産品を進呈（２歳未満は対象外）
【申し込み方法】 電話で日本クルーズ客船㈱（☎ 0120・
017・383、受付時間：平日９時～ 18 時）へ。
▼はまっこ夜の市（昨年の様子）

▪「ぱしふぃっくびいなす」
「コスタ・ビクトリア」
出港セレモニーの参加者を募集
日本クルーズ客船㈱の「ぱしふぃっくびいなす」
（全

ファッションデザイナー
＆ART
プランナー募集
SCHOOL
八島商店街で毎年夏に行われる「はまっこ夜の市」で、市民

長 183.4㍍、総㌧数２万 6,594㌧）とイタリアのコス
タ・クルーズ社が運航する大型クルーズ客船「コス
タ・ビクトリア」
（全長 252.9㍍、総㌧数７万 5,166㌧）
が京都舞鶴港に寄港します。出港時に開催するセレモ
ニーの参加者を募集します。優雅に出港する姿を間近

参加型のファッション・ショー
（仮称）
を開催。そこでファッショ
ンやイベントを作ることを学びながら、ショーを一緒に作り上
げていくデザイナーやプランナーを募集します。
【日時】❖ワークショップ＆講座…５月 30 日㈮ 19 時～ 20 時、
６月８日㈰・15 日㈰・28 日㈯ 13 時～ 16 時
❖準備・リハーサル…７月５日㈯ 13 時から

【場所】京都舞鶴港西港第２ふ頭
【対象】❖府内在住の人
❖歩行が十分にできる人（船内が広いため）
【定員】50 人（多数の場合抽選）

【日時】
❖ぱしふぃっくびいなす…５月 11 日㈰ 16 時 30 分～ 17 時
❖コスタ・ビクトリア…５月 25 日㈰ 16 時 30 分～ 17 時

【申し込み方法】往復はがきに参加者全員の住所、氏名、年齢、
性別、生年月日、電話番号を記入し、〒 625 ‐ 8555 みなと

【場所】京都舞鶴港西港第２ふ頭（第３ふ頭に駐車場を開設）
【その他】舞鶴のイメージカラーのひとつである「青色」

振興・国際交流課 ( 宛先住所は不要）にっぽん丸見学会係へ。
はがき１枚につき２人まで。５月 12 日㈪消印有効。
▶詳しくは、みなと振興・国際交流課（☎ 66・1037）へ。

のハンカチを振って出港を見送ります。
申し込み不要。青色のハンカチを持っている人は持

【対象】高校生以上で事前の講座・ワークショップに２回以上
参加できる人
【定員】先着 20 人

参を。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。
▶詳しくは、京都舞鶴港クルーズ誘致協議会（中丹広
域振興局内、☎ 62・2506）へ。

【参加費】無料
【申し込み方法】５月 29 日㈭までに電話か電子メール（office@
maizuru-rb.jp）で torindo へ。
▶詳しくは、（一社）torindo( ☎ 080・2411・0790）へ。

▪客船の出入港時の小型船舶などの航行自粛にご協力を
大型クルーズ客船付近は、小型船舶の操縦に危険が伴います。また、前方至近での横切りや停泊な
ど危険な行為は、客船の安全航行に支障をきたす恐れがあるので止めてください。 《府港湾事務所》
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で見送ってみませんか。

西尾美也 氏 プロフィール

1982 年生まれ。現代美術家。東京都と
❖ファッション・ショー…７月５日㈯ 18 時 30 分から（予定）
ナイロビを拠点に活動を展開。国内外で
さまざまなプロジェクトを企画・運営。 【場所】八島アートポート（八島商店街内）
2011 年、自らのファッションブランド
【講師】現代美術家の西尾美也 氏
FORM ON WORDS を設立。
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