舞鶴赤れんがハーフマラソン2016 前日イベント

参加者募集

みなとランバス
開催日時

2８ 10月９日（日） 赤れんがハーフマラソン前日

平成
年
12：00 受付

12：20 開会

16：10 閉会
お申し込み

集合場所
コース

舞鶴東体育館前

※悪天候の場合は中止
中止することがあります

舞鶴引揚の歴史を巡るコース
るコース
ランニングの部
ウォーキングの部

５０名

約８㌔ 約80
80分
約４㌔ 約90
90分

募集定員

合計

参加資格

次の条件をすべて満たす方
・舞鶴市外にお住まいの方
・赤れんがハーフマラソン参加者、またはご
またはご家族、友人
・各コースを完走でき、船やバスに乗
乗れる方
・小学生以上（小学生の参加は、保護者
保護者の同伴が必要）

（最少催行人員10名
名）

募集締切

平成2８年１０月６日（木） ※定員になり次第募集終了
定員

参加費

大人 1,000円

小学生 500円 （バス代、入館料等）
（
※ 中学生以上は1,000円です。

舞鶴赤れんがハーフマラソン実行
委員会 事務局（舞鶴市スポーツ
振興課）へ電子メールかＦＡＸで、
「氏名」「年齢」「住所」「性
別」「電話番号」「FAX番号」
「希望する部」をお知らせくださ
い。
Eメール suposin@post.city
.maizuru.kyoto.jp
ＦＡＸ

0773-62-9891

受付完了のお知らせは、電子メー
ルまたはＦＡＸでご連絡いたしま
す。
開催の詳しいご案内は、10月初
旬に郵送または電子メールでお送
りします。

コースの案内
遊覧船
ランニング
ウォーキング
バ ス

千 歳

“バスの乗車”をコースに組み込んだランニングのこと。
今回のランバスは、ゆっくりのんびり寄り道しながら
舞鶴の自然や歴史、食を楽しむ「よくばり食いしん坊型
ランバス」です。
バスだけでなく、湾内遊覧船にも乗れるスペシャルコース！
ランニングの部のほかに、気軽に参加していただけるウォー
キングの部もあります。

上佐波賀
引揚記念館

★遊覧船はこの日限定の特別コース！
舞鶴東体育館前

★舞鶴産のいろんな美味しいグルメ！

（スタート・ゴール）

★“ユネスコ世界記憶遺産”に登録された
所蔵品のある舞鶴引揚記念館を見学！

舞鶴
東体育館前
【 スタート 】

舞鶴湾は若狭湾の一部をなし、リアス
リアス式海岸の地形のため、湾内は波が
穏やかです。海上自衛隊や造船所
造船所や、自然豊かな湾内の景色を海から
楽しみながら、スタート地点へと
へと向かいます。

★ウォーキングの部

★ランニングの部

【上佐波賀（かみさばか）下船】
下船

【千歳（ちとせ）下船】

遊 覧

12：00 受付
12：20 開会

ウォーキング

ランニング

（約４㌔ 90分）

（約８㌔ ８０分）

つまみ
つまみ食い

舞鶴のうまいもんをつまみ
のうまいもんをつまみ食い
なにが
なにが出てくるかは、お楽しみ！

【 ゴール 】
16:10 閉会

クレインブリッジ
全長は
は735m、主塔の高さが92m。
2羽の鶴
鶴をイメージして 設計されたので
「クレイン
クレイン（鶴）ブリッジ（橋）」と名
付けられました
けられました。

舞鶴引揚記念館
戦後、舞鶴
舞鶴は大陸から多くの引揚者を受け入れて
きました
きました。そうした人たちの経験した苦労などを
伝える資料
資料が展示されています。2015年に「ユ
ネスコ世界記憶遺産
世界記憶遺産」に登録されました。
ＨＰ http://m-hikiage-museum.jp/
http://m

ランバスの
あとは…
赤れんが博物館
かまぼこ手形で
入場料無料！

マラソン前日受付
赤れんが５号棟で
18時まで受付を実施

バ

ス

15：46
バス停「引揚記念館」 乗車

舞鶴かまぼこ手形を使ってバスに乗車
ハーフマラソンのコースをちょっとだけ下見しな
がら、ゴールを目指します。

船

注意事項
・イベント参加にあたり、事前に健康診断を受診する等、体調には万全
万全の配慮をした上で参加してください。
・当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切責任
一切責任を負いません。
・広告目的で大会会場（コース上を含む）に企業名・商品名等を意味する
する図案及び商標等、広告的なものを身につけたり表示すること
はできません。
・参加者は、参加賞としてコースごとに色分けされたリストバンドをお
けされたリストバンドをお渡しします。イベント中の着用をお願いします。
・舞鶴東体育館の更衣室をご利用いただけます。シャワー（有料）もありますのでイベント
もありますのでイベント終了後にご利用ください。
・荷物置き場としては、東体育館をご利用いただけます。
ただし、貴重品は各自の責任で保管してください。主催者は盗難・紛失
紛失の責任を負いません。
・遊覧船の乗船中は、係員の指示に従い、他者の迷惑になる行為、危険
危険な行為を行わないようにしてください。
・交通規制は行いませんので、交通ルールを遵守してください。
歩道がないところや道路が狭いところ、見通しの悪いところが多数あります
あります。
歩道がないところは原則左側走行とし、１列で走行するなど安全走行
安全走行に努めてください。
・他の参加者や沿道周辺の住民、公共施設の利用者への配慮を心がけてください
がけてください。
・主催者は、イベント中に発生した事故について、可能な限り応急処置
応急処置を行いますが、その他については一切の責任を負いません。
医療機関での処置が必要な場合に備え、健康保険証を持参してください
してください。
・主催者において旅行特別補償保険に加入します。
・主催者が撮影したイベントの写真・記事等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット
・インターネット等への掲載権と肖像権は主催者に属します。
・上記の他、イベントに関する事項については主催者の指示に従ってください
ってください。

お問い合わせ
舞鶴赤れんがハーフマラソン実行委員会（事務局：
：舞鶴市スポーツ振興課）
〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地
TEL 0773-66-1058
FAX 0773-62-9891 Eメール suposin@post.city.maizuru.kyoto.jp

旅行条件のご案内（要約）
募集型企画旅行契約
この旅行は、合同会社まいづる広域観光公社（京都府知
事登録旅行業第2種610号。以下「当社」といいます）が
企画･実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客
様は当社と募集型企画旅行契約を締結していただくこと
になります。

１．お申込み方法と契約の成立

４．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿
パンフレットに記載された日程に明示された交通費
泊費、食事代、入場料、消費税等諸税が含まれます
消費税等諸税が含まれます。
旅行日程に記載のない添乗員同行費用
旅行日程に記載のない添乗員同行費用、交通費等の
諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません
諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。
＊各地からパンフレット明示の集合解散地までの往復
交通費は含まれません
交通費は含まれません。

(1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、
下記のお申込金（代金の20％未満）を添えてお申込み ５．取消料
次の取消料をお支払いいただくことにより旅
下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約 お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅
行契約を解除することができます
行契約を解除することができます。（日帰り旅行の場合）
料の一部または全部として繰り入れます。
(2) 契約は、申込書の提出と申込金を受理した時に成
立いたします。
11日前 10日～ 7日
日～
旅行開始後及び
旅行代金

1000 2000 3000 4000
5000円以上
円
円
円
円

申込金

200円 400円 600円 800円 代金の20％

取消日
取消料

まで
無料

8日前 2日前
日前
20%

前日 当日

30% 40% 50%

無連絡不参加
100%

６．免責事項
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、
当社は賠償の責任を負いません。
・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる
旅行日程の変更若しくは旅行中止
２．旅行代金のお支払い
旅行代金（申込金を除く残金）は、旅行開始日の前日か ・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのため
ら起算してさかのぼって7日前に当たる日より前にお支払 に生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中
いいただきます。
の事故、食中毒、盗難
・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行
３．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人 日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮
員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合
があります。日帰りの場合、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって3日目に当たる日より前に連絡させてい
ただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
(3) 旅行代金は特に注釈のない場合は、満12歳以上の
方はおとな代金となります。

合同会社

７．特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は
手荷物に被られた一定の損害については、当社の故
意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定める
ところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。

８．旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当
社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条に掲
げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところ
により変更補償金をお支払いします。

９．個人情報の取り扱い
（１）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご
提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や
運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの
受領のために必要な範囲内で利用させていただきま
す。
（２）当社では、①取り扱う商品、サービス等のご案内
②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計
資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていた
だく事があります。

10．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件
は、２０１６年９月１日現在を基準としています。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますの
で、事前にご確認の上、お申し込みください。

まいづる広域観光公社
広域観光公社

京都府知事登録旅行業第 2-610 号 国内旅行業務取扱管理者 釼菱英明

625-0080 舞鶴市字北吸1039-2
（赤れんがパーク２号棟内
（赤れんがパーク２号棟内）

TEL:0773-77-5400 FAX：：0773-77-5401
営業時間：月曜日～土曜日 9：：30～17：00
ＦＡＸにて受付：２４時間対応

E-mail： ryoko@maizuru-kanko.net

