
平成３０年度女性県政学習バス（団体）参加団体の募集について 

 

１ 趣   旨  女性の団体を対象に、県及び市町等の施設見学を通して県政等に対する 

          理解を深め、社会参画意欲を高めていただくことを目的に実施します。 

 

２ 対   象  県政について学習意欲のある、３０人以上５０人までの女性の団体 

          （複数の団体が合同で申し込むことも可） 

 

３ 運行期間  平成３０年５月７日（月）から１１月３０日（金）までの平日 

          （一部土日の運行もあり） 

 

４ 申込受付  平成３０年２月２１日（水）から３月１４日（水）まで＜当日消印有効＞ 

 

５ 申込方法  往復はがきでの申込が必要です。 

          詳しくは各地区窓口へお問い合わせください。 

 

６ 申込及び問い合わせ先 

 

    ○加賀地区（かほく市以南の市町にお住まいの方） 

        石川県男女共同参画課 企画管理グループ TEL 076－225－1376 

 

    ○中能登地区（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町にお住まいの方） 

        石川県中能登総合事務所企画振興課     TEL 0767－52－6113 

 

    ○奥能登地区（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町にお住まいの方） 

        石川県奥能登総合事務所企画振興課     TEL 0768－26－2303 

 

７ その他 

  詳細については、石川県のホームページにも掲載してあります。 

   （http://www.pref.ishikawa.lg.jp /danjo/30bus/joseibus.html） 

 

 

資料提供 

平成３０年２月１９日 

男女共同参画課 新田、山本 

TEL:225-1376 内線:3864 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/
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　　　　（注）・入場料は、団体割引料金です。ただし、料金改定等で金額が変更になることがあります。

　　　　　　　・施設によっては、展示替えや整理期間中、臨時休館になることがあります。

　　　　　　　・◎は「体験できる施設」です。詳しくは9ページをご覧ください。

　　　　　　　　9ページに記載のない施設については、各地区担当課へお問い合わせください。

　　　　　　　・■は今回新たに追加された施設です。

　　　　　　　・この情報は、原則、平成30年度県政学習バスの運行期間（5月～11月）の情報です。

① 県の施設
［加賀・小松・能美・川北］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

大聖寺川浄化センター 加賀市 70 水、土日、祝日

）く除日祝（月06024〃館術美焼谷九

可不学見時天荒日祝、日土03〃ムダ谷九

山中漆器産業技術センター 〃 30～60 土日、祝日 8/1～8/20見学不適

水産総合センター 内水面水産センター 〃 40 土日、祝日

◎ いしかわ子ども交流センター小松館 小松市 30
月（祝日の場合火）、土日
祝日の翌日

見学時昼食持込可
5月･10月見学不適

08～06004〃館料資山鉱屋小尾
水（祝日の場合木）
祝日の翌日

日祝、日土06〃ザラプ空航

談相応学見時催開等トンベイ06〃 園公潟場木◎

日祝、日土03〃校門専術技業産松小

こまつ芸術劇場 うらら 〃 30～ 水（祝日の場合木）　 公演・リハーサル時はホール内見学不可

日祝、日土08～04市美能ータンセ化浄丘ヶ翠

九谷焼技術研修所
九谷焼技術者自立支援工房

〃 50 土日、祝日（工房は月） ８月見学不適

）休無間期み休夏（火09～08037〃園物動わかしい◎
11月は16時半閉館
※平成28年11月「トキ里山館」オープン

石川ハイテク交流センター 〃 30 土日、祝日 弁当持込可（要問合せ）

日祝、日土03〃所電発一第水用竹宮

日祝、日土03〃所電発二第水用竹宮■

日祝、日土03〃池砂沈水用竹宮

日祝、日土03町北川所電発水用ヶ七 9月下旬以降見学不適の場合あり

［白山・野々市］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

農林総合研究センター
林業試験場（樹木公園、展示館）

白山市 60 土日、祝日、11月中旬以降

手取川水道事務所（鶴来浄水場） 〃 60～80 土日、祝日

館閉半時61は月11）休無月8（火06063〃館虫昆いあれふ

適不学見月8～旬下月7）火合場の日祝（月06〃家の年青山白◎

農林総合研究センター石川ウッドセンター 〃 30 土日、祝日

◎ 白山ろくテーマパーク　吉岡 〃 40～50 土日、祝日 見学時弁当持込可

白山ろくテーマパーク　吉野 〃 20～30 土日、祝日

◎ 白山自然保護センター 中宮展示館 〃 20～120 11/11以降

◎ 市ノ瀬ビジターセンター 〃 60 11/6以降

月06〃家の然自年少くろ山白◎
5～11月上旬見学不適日あり
土日・祝日一部見学可（応相談）

談相応は学見の日館休)金合場の日祝（木06002〃館料資俗民くろ山白◎

）金合場の日祝（木03〃館念記発開合総川取手

適不学見月7～5日祝、日土03〃ムダ川日大

適不学見旬中月8～1/8日祝、日土06市市々野学大立県

●　見 学 施 設 一 覧 表　●

　　　　　　（詳しくは各地区担当課にお問い合わせください。）
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［金沢］ ※金沢市内は町名を記載

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

08月鞍舎庁県
土日、祝日
（展望ロビーのみ自由見学可）

見学箇所が限られる場合あり

可込持食昼日祝、日土03町社三ータンセ性女

06～04092町羽出館術美
展示替による休館あり
特別展は別料金

美術館広坂別館・石川県文化財保存修復工房 りあ館休時臨るよに事行諸06～03〃

りあ館休るよにえ替示展07042〃館物博史歴

石川四高記念文化交流館 広坂 290 30～60

06～03引石堂楽能
月、第1日曜日
祝日（文化の日除く）

舞台使用時見学不可

期定不04～03町和昭堂楽音
土日・祝日見学不適
公演・リハーサル時はホール内見学不可

銭屋五兵衛記念館・銭五の館 金石本町 400 60

金沢港大野からくり記念館 大野町 250 45～60 水（祝日の場合翌平日）

◎ 消費生活支援センター 戸水 60 土日、祝日 見学時昼食持込可

談相応学見時催開等トンベイ02坂広館賓迎きのいし念記政県川石

◎ いしかわ子ども交流センター 法島町 90 月（祝日の場合翌日）
6月～7月上旬見学不適
プラネタリウム観覧（350円）
見学時昼食持込可

青少年総合研修センター 常盤町 25

）日翌合場の日祝（火08～06町寺日夕園然自民健寺日夕◎

バリアフリー体験住宅
ほっとあんしんの家

赤土町 60 祝日、水、第3日曜日　

いしかわ総合スポーツセンター 稚日野町 30～40 土日・祝日一部見学可（応相談）

021～03町子銚館料資史然自◎

日祝、日土06丘が陽太ータンセ境環健保

可学見みの前午月9、日祝、日土06町爪蚊東校学防消◎

いしかわエコハウス
（県民エコステーション）

鞍月 60 月、祝日

金沢産業技術専門校 観音堂町 45 土日、祝日、8/1～8/20 午前見学不適

日祝、日土09月鞍　場験試業工 5・7月見学不適日あり（変更の場合あり）

適不学見日祝・日土61/8～41/802〃ータンセ興振業産場地

いしかわ就職・定住総合サポートセンター 石引 30 土日、祝日

木3第06～03002町六兼館芸工業産統伝◎

日祝、日土06～03町本ータンセ流交際国◎
国際交流員による国際理解講座
を受講（P.9参照）

農林総合研究センター 農業試験場 才田町 60～80 土日、祝日

日祝、日土09町田八場馬競沢金
レース観戦は火曜日のみ
（勝馬投票券代100円～）

06052町六兼園六兼

金沢城公園 菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門（250円）

（菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門、河北門、玉泉院丸庭園） 河北門、玉泉院丸庭園（無料）

可不学見時天荒日祝、日土03～02町谷合相ムダ巳辰

金沢みなと会館（金沢港） 無量寺町 40 土日、祝日

犀川左岸浄化センター 下安原町 90 土日、祝日

日祝、日土09～06町戸中ータンセ財化文蔵埋◎
展示替、整理期間による休館あり
見学時昼食持込可（応相談）

日祝、日土06引石ータンセ習学涯生

　　りあ間期可不学見月9末月、日祝、日土04町多本館書図立県

県警察本部（通信指令課・交通管制センター） 鞍月 30～40 土日、祝日

04町爪蚊東所修研転運全安 水、祝日（日曜祝日の場合月）

ＮＰО活動支援センター「あいむ」 香林坊 30 月、祝日

丸の内 60
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［内灘・津幡・かほく・宝達志水・志賀］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

06町幡津園公林森◎

農林総合研究センター
砂丘地農業研究センター

かほく市 50 土日、祝日 10月以降は見学不適

りあ日適不学見旬下月8）火合場の日祝（月06052〃館学哲念記郎多幾田西

日祝、日土06～05〃学大護看

農林総合研究センター 畜産試験場 宝達志水町 50 土日、祝日
見学日１週間以内に海外へ渡航
した者等は見学不可

水産総合センター生産部 志賀事業所 志賀町 30～50 土日、祝日 10月以降は見学不適

志賀オフサイトセンター 〃 40 土日、祝日

可込持食昼時学見）火合場の日祝（月06〃ータンセ力子原登能

［中能登・七尾］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

）照参9.p（施実を験体月8～7042町登能中家の然自年少島鹿◎

◎ いしかわ子ども交流センター 七尾館 七尾市 30
月（祝日の場合火）
土日

見学時昼食持込可

可不学見合場の等事行校学02/8～1/8、日祝、日土05〃校門専術技業産尾七

〃館術美尾七
280～
　700

40～60
月（祝日の場合火）
祝日の翌日（土日除く）

展示替による休館あり
展覧会によって料金が異なる
※展覧会によっては会期中無休

53007〃館術美スラガ島登能◎
第3火（祝日除く）
土日、祝日

展示替による休館あり

のとじま臨海公園水族館 〃 1,650 90

［輪島・能登・珠洲］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

日祝、日土05市島輪所修研術技芸漆島輪

　りあ館休るよに替示展06～03015〃館術美芸漆島輪◎

能登空港（のと里山空港） 〃 20～30 土日、祝日

生涯学習センター 能登分室 〃 30
主催講座の開催時や講義室等が

見学日１週間以内に海外へ渡航
した者等は見学不可

貸室の場合は見学不可

談相応は学見の日館休木56004町登能」星天満「館察観の星田柳

適不学見は期時い寒日祝、日土03〃ムダ内河北

日祝、日土03〃ータンセ合総産水

）く除日祝（月06〃館学科業漁洋海◎ 体験内容で所要時間が異なる場合あり

農林総合研究センター 能登駐在 〃 30 土日、祝日

日祝、日土04〃校門専術技業産登能 8月中旬、9月中旬～10月上旬見学不適

農林総合研究センター 能登畜産センター 〃 50 土日、祝日

月54〃家の然自年少登能◎

◎ のと海洋ふれあいセンター 〃 160 60 月（祝日、繁忙期を除く）
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②市町等の施設　（行程に余裕がある場合は、次からも選ぶことができます。）

［加賀・小松・能美］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

加賀市環境美化センター 加賀市 60 水、土日、祝日、8/15 5月中旬～5月末見学不適

火～02～061〃館術美市賀加
展示替による休館あり
展覧会によって料金が異なる

加賀市北前船の里資料館 〃 260 40～60

04062〃館察観池鴨市賀加
5～8月見学不適
9月メンテナンスによる休館あり

◎ 加賀市中谷宇吉郎雪の科学館 〃 420 60 水（祝日除く）　
子ども雪博士教室の日は見学不適
展示替えによる休館あり

適不学見間期み休期長校学03〃すりいあスウハーナミセ

加賀市九谷焼窯跡展示館 〃 260 30～ 火（祝日除く）

03～51〃館梁蘇 貸切日、イベント開催日等見学不適

）木合場の日祝（水03〃館浦の竹◎

03〃座中山◎
土日・祝日見学不適
山中節・お座敷体験あり（平日）

）く除日祝（水03051〃館の蕉芭泉温中山

日祝、日土03〃らくさザラプ流交がか■

水52～02052市松小館りたがのも帳進勧

◎ こまつ曳山交流館　みよっさ 〃 30 5月お旅まつり開催期間見学不可

小松市環境美化センター
リサイクルセンター

〃 70 日、8/15～8/16 平成30年7月新焼却施設稼動予定

06〃ータンセ災防民市松小◎

南加賀公設地方卸売市場 〃 60 土日、祝日

可不学見時催開トンベイ03〃ムードつまこ

06～03052〃館物博立市松小
月（祝日の場合火）
祝日の翌日（土日除く）

03052〃館示展窯錦立市松小
月（祝日の場合火）
祝日の翌日（土日除く）

小松市立本陣記念美術館 〃 250 40～60
月（祝日の場合火）
祝日の翌日（土日除く）

小松市立宮本三郎美術館 〃 300 30～60

03～02003〃館とさるふ郎三本宮 月（祝日除く）、祝日の翌日

小松市立空とこども絵本館 〃 60
月（祝日の場合翌日）
第2・4木、祝日の翌日

適不学見日祝・日土06〃港空松小

06055〃寺谷那

◎ サイエンスヒルズこまつ（ひととものづくり科学館） 〃 800 100 月（祝日の場合火） 夏休み期間、10月見学不適（応相談）

◎ 小松市埋蔵文化財センター 〃 80 40～140
水（祝日除く）
祝日の翌日（土日除く）

◎
能美市根上学習センター
（子ども宇宙科学室）

能美市 60～70 火
6月下旬～7月中旬、夏休み期間見学不
適、プラネタリウム観覧は有料(80円）

）火合場の日祝（月06073〃館料資焼谷九市美能

浅蔵五十吉美術館（能美市立九谷焼美術館） 〃 370 60 月（祝日の場合火）

）料有（施実を験体付絵焼谷九）火合場の日祝（月～06験体〃館芸陶焼谷九市美能◎

能美市立歴史民俗資料館 〃 20 月

）火合場の日祝（月021～06〃ータンセ災防市美能◎

［白山・野々市］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

）火合場の日祝（月04～02002市山白館流交ツール川石

）火合場の日祝（月03～02002〃庫文竹呉

松任石川環境クリーンセンター 〃 60～90 土日、祝日

白山市立松任中川一政記念美術館 〃 100 30 月（祝日の場合火）

◎ 白山市立千代女の里俳句館 〃 100 30～40
月（祝日の場合翌平日）
10/8～10/13
11/27～12/1

）火合場の日祝（月06～03001〃館物博立市山白

）火合場の日祝（月03〃館とさるふ任松

手取川七ヶ用水土地改良区白山管理センター 〃 40 土日、祝日

パーク獅子吼獅子ワールド館 〃 20 火

　でま半時51～時9みの月11～02002〃館物宝社神咩比山白

白山市立鳥越一向一揆歴史館 〃 250 40 月（祝日の場合火）

　　2館共通券（200円）

 

3館
共通券
(100 円)

　展示替による休館あり
　特別展は別料金

2館
共通券
(300 円)

2館共通券（370 円）
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施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

）水合場の日祝（火04市山白里の芸工野吉◎

可不学見時天荒日祝、日土06〃ムダ川取手

）金合場の日祝（木06～03〃館学科防砂山白◎

06～04004〃峰白クーパ竜恐山白◎ 月（祝日の場合火）、11月下旬

木04053〃房工山白館料資のり織◎

火06053〃）佛山下山白（寺西林

野々市市ふるさと歴史館 野々市市 60
月（祝日の場合火）
祝日の翌日（土日除く）

5月上旬・7月下旬～
8月上旬見学不適

野々市市情報交流館「カメリア」 〃 15 第2・4水（祝日の場合木） 5月上旬見学不適

野々市市郷土資料館（旧魚住家住宅） 〃 60
月（祝日の場合火）
祝日の翌日（土日除く）

設施外屋、適不学見日祝・日土03〃跡寺廃松末

野々市市文化会館「フォルテ」 〃 30 第1・3水（祝日の場合木） 7月下旬～8月上旬見学不適

［金沢］ ※金沢市内は町名を記載

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

）火合場の日祝（月03052坂広館術美楽能沢金◎ 展示替による休館あり

）火合場の日祝（月09～06〃館術美紀世12沢金
土日・祝日見学不適
展覧会によって料金が異なる

適不学見月11日市休時臨、日祝、日06念西場市売卸央中市沢金

金沢市東部環境エネルギーセンター 鳴和台 60 土日、祝日、10月～11月中旬
6月上旬～7月中旬、9月に見学
不可日あり

事前に要相談

金沢市戸室リサイクルプラザ 戸室新保 20 月（祝日の場合火） 施設主催行事の際は見学不可

金沢市西部環境エネルギーセンター 東力町 90 土日、祝日
6月上旬～7月中旬、9月に
見学不可日あり

◎ 金沢市キゴ山ふれあい研修センター 平等本町 20～60 月（祝日の場合火） プラネタリウム観覧は有料

）日平翌合場の日祝（火06052町辰卯房工芸工山辰卯沢金
展示替による休館あり
夏以降の見学要問合せ
（リニューアル工事）

りあ館休るよに替示展04～51052町多本館術美念記村中立市沢金

りあ館休るよに替示展04052山東館芸工箔金江安立市沢金

るな異が金料てっよに会覧展水03006町六兼閣巽成

りあ館休るよに替示展04～03053町羽出館物博多本賀加

りあ館休るよに替示展04～03052町新下館念記花鏡泉

りあ館休るよに替示展05052町張尾館器音蓄沢金◎

　りあ館休るよに替示展05～04052町涌湯館二夢涌湯沢金

りあ館休るよに替示展06052町片館料資家守佐土田前

）水合場の日祝（火09～06町袋北森の作創涌湯沢金◎

◎ 金沢福祉用具情報プラザ 本町 60 火（祝日の場合水） 土日・祝日一部見学可

屋荒涌湯村戸江涌湯沢金 町 250 60～90 火（祝日の場合翌平日）

日本赤十字社石川県支部 鞍月 40 土日、祝日

石川県赤十字血液センター 藤江 60 土日、祝日

石川県赤十字血液センター県庁前出張所
（献血ルームくらつき）

鞍月 40 日、祝日

［内灘・津幡・かほく・宝達志水・羽咋・志賀］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

内灘町歴史民俗資料館 風と砂の館 内灘町 150 40 火

内灘町風力発電所
｢サンセットウィング内灘｣

〃 20 土日、祝日 荒天時見学不可

可不学見時天荒日祝、日土02〃ータンセ化浄町灘内

河北郡市クリーンセンター｢エコラ｣ 津幡町 60 土日、祝日

河北郡市リサイクルプラザ
｢エコみらい河北｣

〃 45～60 月（祝日の場合火） 土日・祝日見学不適

津幡町文化会館「シグナス」 〃 30～60 月（祝日の場合火）　

◎ うみっこらんど七塚　海と渚の博物館 かほく市 150 30 月（祝日の場合火） 　

適不学見月11、日祝・日土03〃里の生弥山西海大

喜多家 宝達志水町 400 45
火（祝日の場合水）
祝日の翌日

03004〃家部岡
火（祝日の場合水）
祝日の翌日

施設まで約500m徒歩での移動あり

2館共通券
(510円)
※コレク
ション展
のみ
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施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

◎ 国立能登青少年交流の家 羽咋市 60
整備日見学不可
7月下旬～8月見学不適

04〃門水止潮川咋羽

04〃場機水排喜余

04〃館料資俗民史歴市咋羽
月（祝日の場合火）
祝日の翌日

土日・祝日館内説明不可日あり
展示替による休館あり

日祝、日土09～06〃ータンセルクイサリ

）円004（覧観ータアシモスコ火07～04023〃館物博学科宙宇 咋羽ルイアモスコ

06～54〃社大多気

06072〃寺光永◎

◎ 石川北部ＲＤＦセンター 志賀町 60 土日、祝日 10月定期点検日見学不可

◎ 花のミュージアム　フローリィ 〃 30 月（祝日の場合火）

［中能登・七尾］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

～円07枚1り作りおし布上登能）火合場の日祝（月06～03町登能中館会布上登能◎

能登テキスタイル・ラボ 〃 30 土日、祝日、8/13～8/16

◎ 中能登町織物デザインセンター 〃 30～60 月（祝日の場合火）

）水合場の日祝（火06061〃館の墓王登能宮の雨

適不学見間期間週防予災火月11日祝、日土09市尾七部本防消島鹿尾七◎

七尾市公設地方卸売市場 〃 40 水、日、祝日

）火合場の日祝（月04061〃館示展寺分国登能

七尾国家石油ガス備蓄基地 〃 90 土日、祝日

ななかリサイクルセンター 〃 60 土日、祝日 7月～9月見学不適

可不学見等日演公日祝、月03002〃堂劇演登能

◎ 中島お祭り資料館・お祭り伝承館 〃 300 30 月（祝日の場合火）

■ 明治の館（室木家住宅） 〃 200 30 月（祝日の場合翌日）

［穴水・輪島・能登・珠洲］

施　　設　　名 所 在 地
入場料
（円）

参考所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

穴水町歴史民俗資料館 穴水町 50 30 月

日翌の日祝、月04002〃館物鋳居中登能

05～03〃）駅水穴（道鉄との■
のと鉄道利用必須（有料）
検修庫は車両の点検状況等によ
り見学不可の場合あり

水07005,1〃号海里山里との■
七尾駅～穴水駅
（出発時間等詳細は要問合せ）

04063市島輪院祖寺持總山本大◎

輪島市櫛比の庄禅の里交流館 〃 260 20～30 月（祝日の場合火）

05〃田枚千の米白

）く除日祝（水03〃屋長房工島輪◎

）火合場の日祝（月06～04062〃家海角島黒領天市島輪
時期によって休館日変更あり
（要確認）

◎ 輪島市ふるさと体験実習館 〃 210 10 火

03044〃館会コリキ市島輪◎

りあ日館休るよに替示展03064〃館念記豪井永

06～03町登能園公物植田柳町登能
11月見学不適、農耕儀礼体験あ
り(料金等の詳細は要問合せ)

奥能登クリーンセンター 〃 90 土日、祝日 7～8月見学不適

02〃こび山スウハーナミセ◎

火、月06～03002〃館文縄跡遺脇真町登能◎

能登町立羽根万象美術館・能登町立美術館 〃 200 20～40 月（祝日の場合火） 10月か11月に5日間休館日あり

能登海洋深層水施設「あくあす能登」 〃 45 月（祝日除く）

■ 藤波テニスミュージアム 〃 10～20 月

適不学見後午の月01～704市洲珠｣煙狼｢設施流交◎

珠洲市浄化センター
バイオマスメタン発酵施設

〃 120 土日、祝日

03012〃館料資焼洲珠立市洲珠

でま月01は業作塩製5405〃村田塩ずす◎

ラポルトすず（珠洲市多目的ホール） 〃 30 火（祝日の場合水）
見学時昼食持込可（応相談）
ホール使用時見学不可
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　　　　　《 原則、体験は全員参加となります 》

施　設　名 体 験 項 目
所要
時間

制限
人数

考　　　　　備金 料

 いしかわ
 子ども交流センター 小松館

 なかよし鉄道 10分
40～
50人

無料 旧尾小屋鉄道の車両に乗って473mの線路を往復します。（雨天時運行不可）

 木場潟公園
 水と緑のふれあいパーク

 クレソンの
 摘み取り

40分～ 40人 無料

木場潟浄化のメカニズム（生物ろ過法）を学び、その効果や取り組
みを体験します。
〈クレソン摘み取り時期〉　5月下旬、9月中旬～10月中旬頃
　※気候気温により適期は前後することがあります。
　　ナイロン袋をご持参ください。

 動物学習
30～
60分

50人 無料
動物の生態や環境にやさしいエコ動物園の取組について学び
ます。一般的な動物のガイダンスもあります。

トキ里山館での
特別ガイド

10～
20分

50人 無料
平成28年11月にオープンした「トキ里山館」で、トキの話題
や生態について係員が詳しく説明します。

施設のバック
ヤード見学

30～
40分

50人 無料 「調理棟」または「堆肥舎」を見学します。

 白山青年の家  縄文体験等 30分～ 50人 50円～
火おこし、まが玉作り、木の実を使ったクラフト作り
草木染めなど

30分 40人 100円 押し花しおり作り

40分 30人 300円 くるみキーホルダー作り

ネイチャー
ウォークラリー

60分 100人 100円 園内を散策して自然とふれあうゲーム

 白山自然保護センター
　　　　　　　　中宮展示館

 市ノ瀬ビジターセンター

 白山ろく少年自然の家  手作り工作 120分 50人 200円～ クラフト工作、そば打ちなど

 オバル染め
（11月不可）

50分 40人 350円 オバルの葉や樹皮の煮汁を使ってハンカチ染め体験

 ワラ細工
（11月不可）

50分 40人 200円
わらを使って、小さな鍋つかみを製作
※体験の際、ズボンを着用してください。

 消費生活支援センター  講義・実験 60分 40人 無料
消費者トラブル、製品安全や糖分・塩分の検出実験などにつ
いての講義や実験など

 プラネタリウム 50分 ―
大人350円
子供 80円

職員が趣向を凝らしたオリジナル番組が楽しめます。

 手作り工作
10～
60分

50人 材料有料
手作りおもちゃ等の制作を楽しめます。
制作するおもちゃ等により材料費をいただきます。

 夕日寺健民自然園  手作り工作 30分～ 40人
燃料
有料

クラフト工作、山菜などの調理実習、そば打ち、ザリガニ釣
りなど
※材料の準備、講師の手配は団体側で行ってください。場所、道具
提供のみとなります。

 自然史資料館  手作り工作
30～
120分

50人
一部
有料

化石レプリカ作り、虹色万華鏡作り、葉脈標本、飛ぶ種クラ
フト、昆虫の生態についての実験など

食品添加物の
検査体験

～5人 食品添加物（着色料）の分析体験（５～６人で班毎に体験）

 消火器取り扱い

 地震体験

 応急措置(AED)の体験

400円 水引きぽち袋作り

400円 まゆ細工動物作り（ストラップ）

1,000円 組子コースター作り

 国際交流センター  国際理解講座
30～
60分

50人 無料
国際交流員（５か国５名）の出身国の文化や生活について学
ぶことができます。
※1か国のみの紹介になります。

 埋蔵文化財センター  古代体験等
30～
60分

40人 無料 火おこし、縄文アクセサリー、まが玉作り、組ひもなど

 森林公園
木の板に電気ペンで木を焦がしながら絵や模様を描きます。
※事前に図案を決めておいてください。

 鹿島少年自然の家  手作り工作等 60分～ 50人 50円～ 各種クラフト、そば打ち・ピザ作り体験（約3時間）など

 いしかわ
 子ども交流センター 七尾館

 手作り工作
45～
60分

50人
一部
有料

キーホルダー作り

 能登島ガラス美術館  ガラス彫刻
40～
60分

50人 500円～ 鉛筆型のルーターを使い、ガラス器に絵模様を彫刻します。

10分 110円 蒔絵ストラップ体験

15分 620円 沈金箸色付体験

 海洋漁業科学館  工作教室
40～
60分

― 無料 いかとっくり作り、マグネット工作、海藻しおり工作など

 能登少年自然の家  工作教室等
60～
120分

50人
100～
600円

石と貝のクラフト、シェルキャンドル、そば打ち体験、海藻
絵はがき、土器作りなど

料無察観磯 
磯の観察路を歩き、海の生き物を学びます。
※荒天時は体験不可

～円001室教作工 
貝殻マグネット作り、壁掛けクラフト作り、土器製塩体験な
ど

※上記のほかにも市町等の体験できる施設がありますので、ご希望の場合は各地区担当課までご相談ください。

無料

40人
(2班に
分かれ
ます)

ガイドウォーク

 消防学校 参加人数によっては所要時間が長くなる場合があります。

保健環境センター ～50分 無料

約40人
各15分

～

●　体 験 で き る 県 の 施 設　●

　（注）体験をご希望の場合は、申込用紙にその体験項目をご記入ください。体験内容や所要時間は変更となる場合が
　 　 　ありますので、各地区担当課へお問い合わせください。なお、施設の都合により体験できない場合があります。

 白山ろく民俗資料館

 いしかわ
 子ども交流センター

 いしかわ動物園

 白山ろくテーマパーク　吉岡

30分～
60分

50人 無料
周辺の観察路や登山道の一部を歩き白山の自然を楽しみま
す。（天候により体験できない場合もあります）
※歩きやすい服装、靴でご参加ください。

 輪島漆芸美術館  手作り教室 ―

 のと海洋ふれあい
 センター

50人

手作り工作

 伝統産業工芸館

30～
120分
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　　　・下記に記載のない施設をご希望の場合は、申し込みの際ご相談ください。

◎レストランがない施設（弁当持ち込みとなります。）

施　　設　　名 所 在 地 休館日等 受入可能人数 備　考

木場潟公園センター
　0761-43-3106

人04市松小

能美市根上青年の家
　0761-55-3855

能美市 火 80人 施設利用料金：1名につき200円

手取公園総合管理センター
　076-278-6250

人03市山白

女性センター
　076-263-0115

人04市沢金

のとふれあい文化センター
　0768-52-3401

人04町水穴

◎レストラン等がある施設 　※　　は、弁当持込み可能施設。

施　　設　　名 所 在 地 休館日等 受入可能人数 備　考

セミナーハウスあいりす
　0761-73-5524

～円008人05市賀加

ろくろの里総合案内所 食彩館山ぼうし
　0761-78-0051

〃 水 40人 750～1,800円

かが交流プラザさくら内
「レストランさくら」
　0761-73-2456

〃 土日、祝日 30人 650～800円（弁当のみ）

おびし荘
　0761-65-1831

小松市 休館日は要問合せ 60人 3,450円

せせらぎの郷
　0761-46-1919

〃 月（祝日の場合翌日） 30人 1,350～1,500円

道の駅こまつ木場潟
　0761-25-1188

〃 土日、祝日 60人 500～800円

石川ハイテク交流センター
　0761-51-0106

能美市
土日、祝日
水曜日弁当注文休み

50人
1,620円～
弁当持込みの場合1室 1,250円～

能美市ふるさと交流研修センター さらい
　0761-57-1212

〃 水 70人 1,250～2,600円（税別）

能美市辰口福祉会館
　0761-51-4511

〃
第2・4月
（祝日の場合火）

40人
1,080円～
室料（1時間）2,910円

いしかわ動物園　レストラン「サニー」
　0761-52-8547

〃
火（祝日の場合の
休業日は要問合せ）

50人
800～1,500円
夏休み中期間中は無休

川北町ふれあい健康センター
　076-277-1110

川北町 火（祝日の場合水） 50人
750～1,500円
1室（1時間）600円（税込）

シーサイド松任
　076-274-3190

人05市山白
2,000円～
研修室利用の場合、室料3,000円～

約予要に舗店各接直は事食―〃）館遊車うとっま（場市道街んさくは

パーク獅子吼ふれあい館「7☆cafe」
　076-295-9052

〃 火、お盆 40人 750～1,500円

白山青年の家
　076-272-3695

〃 月（祝日の場合火） 50人
480円～
見学と併せての利用に限る

白山ろく少年自然の家
　076-256-7114

〃 月 30人
480円～、見学と併せての利用に限る
臨時休館日あり、5月～10月中旬利用不適

御前荘
　076-259-2224

〃 木　　 50人
1,400～4,900円
大広間休憩1人300円（税込）

ハーブの里・響きの森「ミントレイノ」
　076-256-7660

〃 第1・3火、水 50人
1,080～2,000円（税込）
冬季休業期間11月下旬～４月下旬

地場産業振興センター
レストラン「アイ・エリア友禅」
　076-268-4595

金沢市 日、祝日 50人
1,300～1,620円
お弁当30～40名利用は定休日でも応相談

金沢勤労者プラザ内
ギャラリーカフェメープルハウスきんぷら店
　076-260-0210

〃 第1火 60人 840円～

●　昼 食 施 設 一 覧 表　●

（注）・昼食施設については、各団体でご予約ください。
　　　　なお、休館日・室料等の金額が変更になることがありますので、各施設にご確認ください。
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施　　設　　名 所 在 地 休館日等 受入可能人数 備　考

青少年総合研修センター
　076-252-0666

人07市沢金
1,080円～
弁当持込みの場合一室3,000円～

人08～02〃館ばちい町江近
食事は直接各店舗に要予約
バス駐車料金が必要（～90分：1,950円）

内灘町サイクリングターミナル
　076-286-3766

内灘町
第1火（祝日の場合
翌週火）

30人 1,200～1,500円

道の駅倶利伽羅源平の郷（倶利伽羅塾）
　076-288-8668

津幡町 月（祝日の場合火） 40人
1,400～2,500円
和室貸切料金2,500円～

森林公園インフォメーションセンター内

「森のレストラン」

　076-289-6378
〃 火 35人 680～980円

休暇村能登千里浜
　0767-22-4121

円023,4～005,1人001市咋羽

国立能登青少年交流の家
　0767-22-3121

〃
所内整備日
（要問合せ）

50人
昼食料金　中学生以上：560円
　　　　　小学生　　：550円

いこいの村能登半島
　0767-32-3131

円008,1～056人001町賀志

シーサイドヴィラ渤海
　0767-42-8080

～円000,2人05〃

鹿島少年自然の家
　0767-77-2200

中能登町 月 50人
体験と併せての利用に限る
（レストラン利用、弁当持込みどちらも）

能登食祭市場内
加賀屋七尾店：0767-52-1117
フィッシュ＆チップス：0767-54-0450

七尾市
5～6月の火
（祝日は営業）

50人 1,620円～

道の駅のとじま
　0767-84-0225

～円008人05〃

国民宿舎能登小牧台
　0767-66-1121

人05〃
1,200円～
貸切会場希望の際は飲食合計の10％

国民保養センター    キャッスル真名井
　0768-52-3030

円004,5～026,1人06町水穴

穴水駅内「のと鉄道パノラマカー」
　0768-52-0900

人05〃
800～1,500円（弁当のみ）
清掃料1,000円（のと鉄道列車利用時、無料）

能登･門前ﾌｧﾐﾘｰｲﾝ   ビュー･サンセット
　0768-42-2050

円005,2～008人05市島輪

のと里山空港  レストラン「あんのん」
　0768-26-2530

円000,2～001,1人05

500～5,000円人05

〃

能登少年自然の家
　0768-72-2200

能登町 月（休館日変更あり） 50人 昼食料金　480円～

国民宿舎能登やなぎだ荘
　0768-76-1550

〃 水曜は食事処定休 50人 1,080円～

能登町柳田植物公園
レストラン「ピッコロ」
　0768-76-1680

〃

セミナーハウス山びこ
　0768-76-1611

人05〃
700円～1,800円
弁当持込みの場合1室 2,160円

国民宿舎能登うしつ荘
　0768-62-2295

円042,3～026,1人05〃

真脇ポーレポーレ
　0768-62-4700

円026,1人05〃

能登七見健康福祉の郷「なごみ」
　0768-67-8200

〃 月（祝日の場合火） 50人 500～1,500円

能登勤労者プラザ「ホテルのときんぷら」

　0768-74-0051
円005,1～007人001〃

体験交流施設　ラブロ恋路
　0768-72-1234

円042,3～080,1人05〃

のとじ荘
　0768-84-1621

珠洲市 7/20～8/31 50人 4,320円

珠洲ビーチホテル
レストラン「カメリア」
　0768-82-7000

円042,3～026,1人07〃
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大型バスが駐車可能な
場所をご記入ください。

。
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