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舞鶴を代表する赤煉瓦倉庫群。平成 20 年 6 月 9 日に国の重要文化財に指定されました。2 棟は、まいづる智恵蔵と市政記念
館として転活用しました。この周辺は、赤煉瓦サマージャズ、赤れんがフェスタ、ライトアートなどのイベントが開催され、
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