
令和４年度女性県政学習バス参加団体の募集 

 

 

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、１５人以上２０人までの女性の団体 

 

３ 運行期間   

５月６日（金）から１１月３０日（水）まで 

      

４ 申込受付   

２月１６日（水）から３月１１日（金）まで＜当日消印有効＞ 

 

５ 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） 

     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） 

     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） 

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

 

６ その他 

  申込方法など詳細については、男女共同参画課のホームページに掲載してあります。 

 （https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/kenseibus/jyosei.html） 

資料提供 

令和４年２月１５日 

男女共同参画課 土田、三浦 

TEL:225-1376 内線:3864 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/kenseibus/jyosei.html
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県政について学習意欲のある、１５人から２０人までの女性の団体

・新型コロナウイルス感染症の感染状況等によっては、人数制限を緩和する場合もあります。

・参加人数が１５人に満たない場合は、運行を中止する場合があります。

・複数のグループや団体が合同で申し込むこともできます。

・宗教、政治、営利、慰安、遊興、別のイベントへの参加を目的とする場合の利用はできません。

令和４年５月６日（金）から１１月３０日（水）まで

１ 申込受付期間 令和４年３月１１日(金)まで ＜当日消印有効＞

２ 申込先・申込方法

１２ページをご覧ください。

３ 参加団体の決定について

・決定した運行日等については、３月下旬にお知らせいたします。

・申込多数の場合や同一日に複数の団体から申込みがあった場合は、抽選により決定します。

コースの時間配分は各団体で計画していただきます。

１ 出発時間・帰着時間

出発時間（集合場所を出発する時間）は原則として午前９時以降、

帰着時間（解散場所に到着する時間）は原則として午後５時までとします。

２ 集合及び解散場所

原則として１団体１か所とし、以下の点にご注意ください。

① 大型バスの駐車が可能で、交通の妨げにならない場所にしてください。

② 特定の施設や駐車場等を利用される場合は、事前にその施設等の管理責任者の了承を得てください。

③ 途中下車はできません。

３ 見学施設

「見学施設一覧表」（３～８ページ）からお選びください。

ただし、以下の点にご注意ください。

① 「県の施設」（３～５ページ）から２か所以上お選びください。

行程に余裕がある場合は、「市町等の施設」（６～８ページ）からも選ぶことができます。

※施設の都合により、見学できない場合もあります。

② 見学等の時間設定は、十分余裕のあるものにしてください。

③ 見学・体験等は原則、全員参加とします。また、体験できる県の施設は９ページを参照ください。

(一覧にない施設でも体験できる場合がありますので、随時お問い合わせください。）

令和４年度女性県政学習バス（団体）実施要領

女性県政学習バスは、女性の団体やグループを対象に、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す

るものです。
(本募集は令和４年度予算の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。）
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※

４ 昼食施設

昼食施設一覧（１０～１１ページ）を参考にお選びください。

ただし、以下の点にご注意ください。

① 見学施設と著しく離れないようにしてください。

② 昼食施設へは、各団体からご予約ください。（職員や乗務員の昼食の予約は不要です。）

見学施設に弁当等を持ち込んでの昼食をご希望の場合は、事前に各地区担当課へご連絡ください。

③ 昼食時間は１時間以内とします。

④ バス内で昼食をとることはできません。

⑤ 一覧にない施設をご希望の場合は、大型バスの駐車が可能な施設にしてください。

・各施設の入場料、昼食代、駐車料金、高速道路料金及び傷害保険料は、参加団体の負担となります。

（※傷害保険は各団体で、事前に損害保険会社等にお申し込みください。）

・県が準備するバス(大型)１台で運行します。

・飲酒や入浴、乳幼児の同伴はできません。

・バス申し込み後、次に該当する場合は速やかにご連絡ください。

①やむを得ずキャンセルする場合

②見学施設や世話人等、申込事項を変更する場合

・世話人は筆記用具、健康保険証（写しでも可）をお持ちになるよう参加者にお知らせください。

・ゴミ袋を用意されるなどして、ゴミは必ずお持ち帰りください。

・当日、参加者全員に参加レポートをご記入いただきます。

・天候不良や感染症拡大などにより、運行を延期または中止する場合があります。

県では女性団体を対象とした県政学習バス以外にも様々なバスを運行しています。

詳細は決まり次第、県広報等でお知らせする予定です。

子ども県政学習バス（団体）：小学生の団体・グループ（子ども会、児童クラブ等）・・５月募集予定

地域県政学習バス（団体）：成人男女からなる団体・グループ（町内会等）・・・・・・６月 〃

個人県政学習バス（個人）：成人男女からなる個人･グループ・・・・・・・・・・・・８月 〃

障害のある方のための県政学習バス（個人）：成人男女（介添者含む）・・・・・・・・９月 〃
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の
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　　　　（注）・入場料は、一般料金です。ただし、料金改定等で金額が変更になる場合があります。
　　　　　　　・施設によっては、展示替えや整理期間中、臨時休館になる場合があります。

　　　　　　　・◎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、令和４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］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

1 大聖寺川浄化センター 加賀市 70 土日、祝日 応相談

2 九谷焼美術館 〃 560 60 月（祝日除く）

3 九谷ダム 〃 30 土日、祝日 荒天時見学不可

4 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

5 水産総合センター 内水面水産センター 〃 40 土日、祝日

6 ◎ 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

見学時昼食持込可
5月･10月見学不適

7 尾小屋鉱山資料館 〃 500 50～120
水（祝日の場合木）
祝日の翌日

8 航空プラザ 〃 50 土日、祝日

9 ◎ 木場潟公園 〃 60 イベント等開催時見学応相談

10 小松産業技術専門校 〃 30 土日、祝日 応相談

11 こまつ芸術劇場 うらら 〃 30～50 水（祝日の場合木）　 公演・リハーサル時はホール内見学不可

12 翠ヶ丘浄化センター 能美市 40～60 土日、祝日

13
九谷焼技術研修所
九谷焼技術者自立支援工房

〃 60 土日、祝日（工房は月） ８月見学不適

14 ◎ いしかわ動物園 〃 840 80～90
火（祝日の場合翌平日）
（夏休み期間無休）

11月は16時半閉園

15 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）

16 手取川宮竹用水第一発電所 〃 30 土日、祝日 10月中旬以降見学不適の場合あり

17 手取川宮竹用水第二発電所 〃 40 土日、祝日 10月中旬以降見学不適の場合あり

18 手取川宮竹用水沈砂池 〃 30 土日、祝日 10月中旬以降見学不適の場合あり

19 七ヶ用水発電所 川北町 30 土日、祝日 10月中旬以降見学不適の場合あり

［白山・野々市］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

20
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

21 手取川水道事務所（鶴来浄水場） 〃 90 土日、祝日 コロナにより見学不可の場合あり

22 ◎ ふれあい昆虫館 〃 410 60 火（8月無休） 11月は16時半閉館

23 ◎ 白山青年の家 〃 30 月（祝日の場合火） 7月下旬～8月見学不適

24
農林総合研究センター
林業試験場　石川ウッドセンター

〃 30 土日、祝日 8月見学不適

25 ◎ 白山ろくテーマパーク　吉岡 〃 60 土日、祝日 見学時弁当持込可

26 白山ろくテーマパーク　吉野 〃 20～30 土日、祝日

27 ◎ 白山自然保護センター 中宮展示館 〃 20～120 11/11以降 施設内飲食不可

28 ◎ 市ノ瀬ビジターセンター 〃 60 11/6以降 施設内飲食不可

29 ◎ 白山ろく少年自然の家 〃 60 月（祝日の場合火）
5～11月上旬見学不適日あり
土日・祝日一部見学可（応相談）

30 ◎ 白山ろく民俗資料館 〃 260 60 木（祝日の場合翌平日) 休館日の見学は応相談

31 手取川総合開発記念館 〃 30 木（祝日の場合金）

32 大日川ダム 〃 60 土日、祝日 荒天時見学不可

33 県立大学 野々市市 60 土日、祝日 8/1～8月中旬見学不適

34 ■ 石川障害者職業能力開発校 〃 60 土日、祝日 8/1～8/20見学不適

施　　設　　名

● 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。）

施　　設　　名
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［金沢］ ※金沢市内は町名を記載

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

35 県庁舎 鞍月 80
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

36 県警察本部（通信指令課・交通管制センター） 〃 30～40 土日、祝日 コロナにより見学不可の場合あり

37 工業試験場　 〃 90 土日、祝日 5・7月見学不適日あり（変更の場合あり）

38 地場産業振興センター 〃 20 8/14～8/16 土日・祝日見学不適

39
いしかわエコハウス
（県民エコステーション）

〃 60 月、祝日

40 ◎ 金沢港クルーズターミナル 無量寺町 40 クルーズ船寄港日一部制限あり

41 金沢港大野からくり記念館 大野町 300 40～60 水（祝日の場合翌平日）

42 銭屋五兵衛記念館・銭五の館 金石本町 500 60 県政学習バス期間中は無休

43 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

44 ◎
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　

45 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）

46 犀川左岸浄化センター 下安原町 45～120 土日、祝日

47 安全運転研修所 東蚊爪町 40 水、祝日（日曜祝日の場合月） 土日は不適

48 ◎ 消防学校 〃 60

60

土日、祝日、9月

49 ◎ 金沢競馬場 八田町 120 土日、祝日
競馬開催日は問い合わせのこと
(平日の競馬開催は基本火曜日
 勝馬投票券代100円～)

50 農林総合研究センター 農業試験場 才田町 60～90 土日、祝日、振替休日 11月以降は見学不適

51 県立音楽堂 昭和町 不定期
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

52 ◎ 国際交流センター 本町 30～60 土日、祝日
国際交流員による国際理解講座を
受講（P.9参照）

53 石川県女性センター 三社町 30 土日、祝日 昼食持込可

54 町民文化館 尾張町 20 月～金（祝日除く）

55 ＮＰО活動支援センター「あいむ」 香林坊 30 月、祝日

56 石川四高記念文化交流館 広坂 370 30～60

57 石川県政記念しいのき迎賓館 〃 20 イベント等開催時見学応相談

58 ◎ いしかわ生活工芸ミュージアム（伝統産業工芸館） 兼六町 210 30～60 第3木

59 兼六園 〃 320 60

60
金沢城公園
（菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門、
　河北門、玉泉院丸庭園、鶴の丸休憩館、鼠多門）

丸の内 60

菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓・橋爪門
（320円）
河北門、玉泉院丸庭園、鶴の丸休憩館、
鼠多門（無料）

61 県立美術館 出羽町 370 40～60
展示替による休館あり
特別展は別料金

62 県立美術館広坂別館・石川県文化財保存修復工房 〃 30 土日 諸行事による臨時休館あり

63 県立歴史博物館 〃 300 60
展示替による休館あり
特別展は別料金

64 加賀本多博物館 〃 400 30～40 展示替による休館あり

65 国立工芸館 〃
展覧会
により
異なる

40～60
月（祝日の場合翌平日）
展示替期間

新型コロナウイルス感染症予防対
策のため、人数制限あり

66 県立能楽堂 石引 30～40 月、祝日（文化の日除く） 舞台使用時見学不可

67 いしかわ就職・定住総合サポートセンター 〃 30 土日、祝日

68 県立生涯学習センター 〃 30 土日、祝日

69 ◎ 消費生活支援センター 幸町 60 土日、祝日 見学時昼食持込可

70 ◎ いしかわ子ども交流センター 法島町 50 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

71 ■ 県立図書館 小立野 60 未定 R4.10から見学可能

72 青少年総合研修センター 常盤町 30

73 奥卯辰山のびのび交流館　とんぼテラス 若松町 15～20 見学時弁当持込可

74 ◎ 夕日寺健民自然園 夕日寺町 60～90 火（祝日の場合翌日）

75 ◎ 自然史資料館 銚子町 30～120

76 ◎ 保健環境センター 太陽が丘 60 土日、祝日
新型コロナウィルス感染拡大によ
り不可の場合あり

77 ◎ 石川県埋蔵文化財センター 中戸町 60～90 土日、祝日
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）

78 辰巳ダム 相合谷町 20～30 土日、祝日 荒天時見学不可

施　　設　　名
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［津幡・かほく・宝達志水・志賀］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

79 ◎ 森林公園 津幡町 60

80
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、振替休日 10月以降は見学不適

81 西田幾多郎記念哲学館 〃 300 60 月（祝日の場合翌平日） 8月下旬～9月上旬見学不適日あり

82 県立看護大学 〃 50～60 土日、祝日

83 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

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

85 志賀オフサイトセンター 〃 40～60 土日、祝日

86 能登原子力センター 〃 60 月（祝日の場合翌平日） 見学時昼食持込不可

［中能登・七尾］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

87 ◎ 鹿島少年自然の家 中能登町 240 月（休館日変更あり） 体験を実施（p.9参照）

88 ◎ いしかわ子ども交流センター 七尾館 七尾市 30
休館日、月及び第3日
祝日の翌日

見学時昼食持込可
学校の休業期間見学不適

89 七尾産業技術専門校 〃 35 土日、祝日、8/1～8/20 午前見学不適

90 七尾美術館 〃
350～
　800

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

91 ◎ 能登島ガラス美術館 〃 800 30～50
第3火（祝日除く）
土日、祝日

展示替による休館あり

92 のとじま臨海公園水族館 〃 1,890 90

［輪島・能登］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

93 輪島漆芸技術研修所 輪島市 50 土日、祝日

94 ◎ 輪島漆芸美術館 〃 630 30～60
体験を実施された方は
展覧会入場料無料(P.9参照)
展示替による休館あり

95 能登空港（のと里山空港） 〃 50～60 土日、祝日
①ビルのみ20～30分
②滑走路30分

96 県立生涯学習センター 能登分室 〃 20 土日、祝日
主催講座の開催時や講義室等が
貸室の場合は見学不可

97 柳田星の観察館「満天星」 能登町 550 65 木 休館日の見学は応相談

98 北河内ダム 〃 30 土日、祝日 寒い時期は見学不適

99 水産総合センター 〃 30 土日、祝日

100 ◎ 海洋漁業科学館 〃 60 月（祝日除く） 体験内容で所要時間が異なる場合あり

101 農林総合研究センター 能登駐在 〃 30 土日、祝日、振替休日

102 能登産業技術専門校 〃 40 土日、祝日 8月中旬、9月中旬～10月上旬見学不適

103
農林総合研究センター 畜産試験場
能登畜産センター

〃 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

104 ◎ 能登少年自然の家 〃 45～90 月（休館日変更あり） 5月下旬～10月上旬見学不適

105 ◎ のと海洋ふれあいセンター 〃 210 60 月（祝日、繁忙期を除く）

施　　設　　名

施　　設　　名

施　　設　　名
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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］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

1 加賀市環境美化センター 加賀市 60 水、土日、祝日、8/15 5月末～6月初旬見学不適

2 加賀市美術館 〃 200 20～ 火（祝日除く）
展示替による休館あり
展覧会によって料金が異なる

3 加賀市北前船の里資料館 〃 350 40～60

4 加賀市鴨池観察館 〃 350 30
6～9月見学不適、イベント開催時不適
9月メンテナンスによる休館あり

5 ◎ 加賀市中谷宇吉郎雪の科学館 〃 560 60 水（祝日除く）　
子ども雪博士教室の日は見学不適
展示替による休館あり

6 セミナーハウスあいりす 〃 30 学校長期休み期間見学不適

7 加賀市九谷焼窯跡展示館 〃 350 30～ 火（祝日除く）

8 蘇梁館 〃 15～30 貸切日、イベント開催日等見学不適

9 竹の浦館 〃 20 水（祝日の場合木）

10 山中座 〃 30 土日・祝日一部可

11 山中温泉芭蕉の館 〃 300 30 水

12 かが交流プラザさくら 〃 30 土日、祝日

13 勧進帳ものがたり館 小松市 300 20～30 水（祝日の場合翌日） 入館16時30分まで

14 ◎ 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

15 エコロジーパークこまつ 〃 60～90 土日、11月
クリーンセンター(焼却炉)
平成30年7月開設

16 ◎ しみん防災館（小松市民防災センター） 〃 60

17 南加賀公設地方卸売市場 〃 60 日、祝日、臨時休市日

18 こまつドーム 〃 30 イベント開催時見学不可

19 小松市立博物館 〃 300 30～60
水（祝日の場合木）
祝日の翌日（土日除く）

20 小松市立錦窯展示館 〃 300 30
水（祝日の場合木）
祝日の翌日（土日除く）

21 小松市立本陣記念美術館 〃 300 30～60
月（祝日の場合火）
祝日の翌日（土日除く）

22 小松市立宮本三郎美術館 〃 300 30～60 月（祝日除く）、祝日の翌日

23 宮本三郎ふるさと館 〃 20～30 月（祝日除く）、祝日の翌日

24 仙叟屋敷ならびに玄庵 〃 40 月（祝日の場合翌日）

25 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

26 小松空港 〃 30～40 土日・祝日見学不適

27 那谷寺 〃 600 50

28 ◎ サイエンスヒルズこまつ（ひととものづくり科学館） 〃 500 100 月（祝日除く）、祝日の翌日 夏休み期間、10月見学不適（応相談）

29 ◎ 小松市埋蔵文化財センター 〃 100 40～140
水（祝日除く）
祝日の翌日（土日除く）

30 小松市立河田山古墳群史跡資料館 〃 60
水（祝日除く）
祝日の翌日（土日除く）

R4年度中、改修工事予定

31 ◎
能美市根上学習センター
（子ども宇宙科学室）

能美市 50～60 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（一般100円、
団体80円）

32 能美市九谷焼美術館「五彩館」 〃 430 60 月（祝日の場合翌平日）

33 能美市立九谷焼美術館「浅蔵五十吉記念館」 〃 430 60 月（祝日の場合翌平日）

34 ◎ 能美市九谷焼美術館「体験館」 〃 体験60～ 月（祝日の場合翌平日） 九谷焼絵付体験を実施（有料）

35 ◎ 能美ふるさとミュージアム 〃 300 30～60 月、第3火（祝日の場合翌日）
団体割引20名～（200円）
申込前に要問い合わせ

36 ◎ 能美市防災センター 〃 60～120 月（祝日の場合火）

［白山・野々市］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

37 石川ルーツ交流館 白山市 310 20～40 月（祝日の場合翌平日）

38 呉竹文庫 〃 310 20～40 月（祝日の場合翌平日）

39 松任石川環境クリーンセンター 〃 60～90 土日、祝日

40 白山市立松任中川一政記念美術館 〃 200 30 月（祝日の場合翌平日） 　　8/30～9/2施設整備・展示替休館

41 ◎ 白山市立千代女の里俳句館 〃 200 30～40
月（祝日の場合翌平日）
10/1～10/8
11/22～11/26

42 白山市立博物館 〃 200 30～60 月（祝日の場合翌平日）

43 松任ふるさと館 〃 30 月（祝日の場合翌平日）

44 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

45 パーク獅子吼獅子ワールド館 〃 20 火

46 白山比咩神社宝物館 〃 300 20～ 11月のみ9時半～15時半まで　

47 白山市立鳥越一向一揆歴史館 〃 310 40 月（祝日の場合火）

施　　設　　名

施　　設　　名

　　2館共通券（310円）

3館
共通券

(200 円)

展示替による休館あり

特別展は別料金

2館共通券（430 円）



－7－

市

町

等

の

施

設

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

48 ◎ 吉野工芸の里 白山市 40～120 火（祝日の場合翌平日）

49 手取川ダム 〃 60 土日、祝日 荒天時見学不可

50 ◎ 白山砂防科学館 〃 60 木（祝日の場合金）

51 ◎ 白山恐竜パーク白峰 〃 520 40～60 月（祝日の場合火） 11月下旬～４月下旬まで冬期休館

52 ◎ 織りの資料館白山工房 〃 400 40 土日、祝日 完全予約制、事前予約で土日祝も開館可能

53 林西寺と白山下山佛 〃 400 60 火

54 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）

4月下旬～5月上旬・7月下旬～8月上
旬見学不適

55 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）

56 喜多家住宅 〃 400 30 月（祝日の場合翌平日）
団体割引10名～
大人：300円　小人：100円

57 末松廃寺跡 〃 30 屋外見学

58 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

59 学びの杜ののいち カレード 〃 30 水 6月の特別整理期間中は見学不適

60 愛と和 花のギャラリー ののいち椿館 〃 40 木（5月～10月末の間） 6月～10月はほとんどの椿が開花していない

［金沢］ ※金沢市内は町名を記載

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

61 日本赤十字社石川県支部 鞍月 40 土日、祝日、第2・4木

62 石川県赤十字血液センター 藤江 60 土日、祝日

63 金沢市中央卸売市場 西念 60 日、祝日 11月見学不適

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

65 ◎ 金沢蓄音器館 尾張町 310 40～50

30～60

火（祝日の場合翌平日） 展示替による休館あり

66 泉鏡花記念館 下新町 310 30～40 火（祝日の場合翌平日） 展示替による休館あり

67 金沢市立安江金箔工芸館 東山 310 40 火（祝日の場合翌平日） 展示替による休館あり

68 成巽閣 兼六町 700 30 水（祝日の場合翌日） 展覧会によって料金が異なる

69 ◎ 金沢能楽美術館 広坂 310 30 月（祝日の場合翌平日）
展示替による休館あり、
体験コーナーは休止中

70 金沢市立中村記念美術館 本多町 310 20～40 月（祝日の場合翌平日） 展示替による休館あり

71 前田土佐守家資料館 片町 310 30～40 月（祝日の場合翌平日） 展示替による休館あり

72 谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館 寺町 310 30～60 月（祝日の場合翌平日） 展示替による休館あり

73 ◎
金沢縄文ワールド
（金沢市埋蔵文化財センター）

上安原 30～90 月（祝日の場合翌平日）
勾玉・うでわ作り体験
展示替による休館あり

74 金沢市西部環境エネルギーセンター 東力町 90 土日、祝日
選挙時に見学不可期間あり
5月中旬～10月に見学不可日あり

75 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月初旬～11月下旬
6月上旬～7月中旬、9月に見学
不可日あり

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

77 金沢卯辰山工芸工房 卯辰町 30 火 研修施設のため、事前に要相談

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

79 金沢湯涌江戸村 湯涌荒屋町 310 40～60 火（祝日の場合翌平日）

80 金沢湯涌夢二館 湯涌町 310 40～50 火（祝日の場合翌平日） 展示替による休館あり　

81 ◎ 金沢湯涌創作の森 北袋町 30～90 火（祝日の場合翌平日）

［内灘・津幡・かほく・宝達志水・羽咋・志賀］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

82 内灘町歴史民俗資料館 風と砂の館 内灘町 200 40～60 火（祝日の場合翌日）

83 内灘町浄化センター 〃 40 土日、祝日 荒天時見学不可

84 河北郡市クリーンセンター「エコラ」 津幡町 60 土日、祝日

85
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

86 津幡町文化会館「シグナス」 〃 30～60 月（祝日の場合翌平日）

87 ◎ 河愛の里 キンシューレ 〃 20

88 津幡ふるさと歴史館　れきしる 〃 100 30～40 月（祝日の場合翌平日）

89 ◎ うみっこらんど七塚　海と渚の博物館 かほく市 200 30 月（祝日の場合翌平日）

90 大海西山弥生の里 〃 30 積雪時見学不適

91 宝達志水町埋蔵文化財センター 宝達志水町 30 土日、祝日

92 喜多家 〃 500 45
火（祝日の場合水）
祝日の翌日

93 岡部家 〃 500 30
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

施　　設　　名

施　　設　　名

施　　設　　名
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No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

94 ◎ 国立能登青少年交流の家 羽咋市 60 休館日（要問合せ） 7月～8月見学不適

95 羽咋川潮止水門 〃 30

96 余喜排水機場 〃 30

97 羽咋市歴史民俗資料館 〃 30
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

98 リサイクルセンター 〃 60 土日、祝日 9月～10月見学不適

99 宇宙科学博物館コスモアイル羽咋 〃 500 40～70 火 コスモシアター観覧（400円）

100 氣多大社 〃 30～60

101 ◎ 永光寺 〃 300 60

102 石川北部ＲＤＦセンター 志賀町 60 土日、祝日 定期点検日見学不可日あり

103 ◎ 花のミュージアム　フローリィ 〃 30 月（祝日の場合火） 冬期休館12月下旬から3月下旬

104
(株) スギヨファーム志賀農場
(志賀町とぎ実験農場)

〃 500 60

［中能登・七尾］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

105 能登上布会館 中能登町 30～60 月（祝日の場合火）

106 ◎ 能登テキスタイル・ラボ 〃 30～90 土日、祝日、8/13～8/16 メガネクロスプリント体験（330円）

107 ◎ 中能登町織物デザインセンター 〃 30～60 月、火（祝日の場合翌日） メガネクロスプリント体験（300円）

108 雨の宮能登王墓の館 〃 200 60

109 石動山資料館 〃 200 50

110 ◎ 七尾鹿島消防本部 七尾市 90 11月火災予防週間期間見学不適

111 七尾市公設地方卸売市場 〃 40 水、日、祝日

112 能登国分寺展示館 〃 200 30 火

113 七尾国家石油ガス備蓄基地 〃 90 土日、祝日

114 ななかリサイクルセンター 〃 60 土日、祝日 新施設工事中のため見学中止

115 能登演劇堂 〃 300 30 月、祝日 公演日、貸館日見学不可

116 中島お祭り資料館・お祭り伝承館 〃 500 30 月（祝日の場合翌日）

117 明治の館（室木家住宅） 〃 300 30 月（祝日の場合翌日）

118 のと里山里海ミュージアム 〃 60 火（祝日除く） GW、夏休み期間見学不適

119 ■ 国指定史跡七尾城跡 〃 50 ボランティアガイド2,000円

120 ■ 七尾城史資料館 〃 200 30 月（祝日の場合翌日）

121 ■ 懐古館 〃 200 30 月（祝日の場合翌日）

［穴水・輪島・能登・珠洲］

No. 所 在 地
入場料
（円）

所要時間
（分）

見学できない日（休館日など） 備　　考

122 穴水町歴史民俗資料館 穴水町 100 30 月、祝日

123 能登中居鋳物館 〃 300 40 月、祝日の翌日

124 のと鉄道（穴水駅） 〃 30～50
検修庫は車両の点検状況等により見
学不可の場合あり
（のと鉄道利用（有料）必須）

125 のと鉄道観光列車「のと里山里海号」 〃 1,350 60 水

七尾駅～穴水駅
（乗車区間及び利用プランによって
料金が異なる、出発時間等詳細は要
問合せ）

126 ◎ 大本山總持寺祖院 輪島市 500 40

127 輪島市櫛比の庄禅の里交流館 〃 320 20～30 月（祝日の場合翌日）

128 ◎ 白米千枚田 〃 40

129 ◎ 輪島工房長屋 〃 30 水（祝日除く）

130 重要文化財　旧角海家住宅 〃 320 40～60 月（祝日の場合翌日）

131 ◎ 輪島市ふるさと体験実習館 〃 210 10～ 火 体験希望の場合応相談

132 ◎ 輪島市キリコ会館 〃 630 30

133 永井豪記念館 〃 520 30 展示替による休館日あり

134 ◎ 能登町柳田植物公園 能登町 30～60
7～8月見学不可、農耕儀礼体験
あり（料金等の詳細は要問合せ）

135 奥能登クリーンセンター 〃 90 土日、祝日

136 ◎ セミナーハウス山びこ 〃 20

137 ◎ 能登町真脇遺跡縄文館 〃 330 30～60 月、火

138 能登町立羽根万象美術館 〃 330 30～60 月（祝日の場合火） 9月下旬～10月上旬に5日間休館日あり

139 能登海洋深層水施設「あくあす能登」 〃 45 月（祝日の場合火）

140 藤波テニスミュージアム 〃 30

141 ◎ 道の駅「狼煙」 珠洲市 40 7～10月の午後見学不適

142 珠洲市立珠洲焼資料館 〃 330 40 月（祝日の場合翌平日）、祝日の翌平日

143 ◎ 道の駅　すず塩田村 〃 100 45 製塩作業は5月～9月まで

144 ラポルトすず（珠洲市多目的ホール） 〃 30 火
見学時昼食持込可（応相談）
ホール使用時見学不可

145 奥能登国際芸術祭作品 〃 300～ 15～ 奥能登国際芸術祭常設作品

団体割引20名～
大人：160円
小人：（小・中・高）無料

施　　設　　名

火（祝日の場合水）
冬季休館（12/1～3/20）

施　　設　　名

施　　設　　名
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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

料 金 備　　　　　考

 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。ナイロン袋をご持参ください。
〈クレソン摘み取り時期〉　5月上旬～10月中旬頃。クレソンの生
育状況により、摘み取り体験ができない場合があります。

 いしかわ動物園  動物学習
15～
30分

30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。

 白山青年の家  縄文体験等 30分～ 40人 150円～ まが玉作り、バードコール等

 手作り工作 30分 40人 100円 押し花しおり作り

 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 210円～ クラフト工作、そば打ち体験、うどん打ち体験など

 白山ろく民俗資料館
 オバル染め
（11月不可）

50分 15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

 消火器取り扱い

 地震体験

 応急措置(AED)の体験

 国際交流センター  国際理解講座
30～
60分

30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。

500円 水引きぽち袋作り

500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

 消費生活支援センター  講義・実験 60分 40人 無料
消費者トラブルや製品安全、糖分・塩分の測定などについて
の講義や実験

 プラネタリウム 50分 150人
大人400円
子供100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
里山ガイド

30分～ 10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。
　場所の提供のみとなります。道具・食器類の貸出し不可。
 （里山ガイド、施設案内は職員対応、可。）

 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

食品添加物（着色料）の分析体験 ※１か月に１団体程度

 放射線量測定 自然環境中の放射線量の測定

 石川県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、まが玉作りなど

 森林公園  電気ペン彫刻 60分 40人 200円
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。
機器が20個ですので、20名以上の場合、2交代制とします。

 鹿島少年自然の家  手作り工作等 60分～ 40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

 能登島ガラス美術館  ガラス彫刻
30～
60分

26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。
※眼鏡が必要な方はご持参ください。

10分 700円 蒔絵ストラップ体験

20分 1500円～ 沈金箸色付体験　1,500円、沈金スプーン色付体験　1,700円

 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～
620円

石と貝のクラフト、シェルキャンドル、そば打ち体験、
海藻絵はがきなど

 磯観察 無料
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

 工作教室 100円～ 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

● 体 験 で き る 県 の 施 設 ●

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。

いしかわ生活工芸
 ミュージアム
（伝統産業工芸館）

工芸体験 40分～

40人
(2班に

分かれ
ます)

 消防学校
各15分

～
約40人 無料

 白山ろくテーマパーク　吉岡

ガイドウォーク
30分～
90分

20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。

 いしかわ
 子ども交流センター

 保健環境センター ～50分 無料20人

 輪島漆芸美術館  手作り教室 ―

 のと海洋ふれあい
 センター

30～
120分

50人

（注）体験内容や所要時間は変更となる場合があります。また、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。
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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

小松市 20人

手取公園総合管理センター
　076-278-6250

白山市 30人

石川県女性センター
　076-263-0115

金沢市 30人 ご予算に応じて弁当の手配可

奥卯辰山のびのび交流館　とんぼテラス
　076-264-0395

〃 30人
レクリエーション・ミーティングルームを
貸切の場合、事前に申請書提出（室料有料）

のとふれあい文化センター
　0768-52-3401

穴水町
第2月(祝日の場合第
3月)

20人

珠洲ビーチホテル
　0768-82-7000

珠洲市 現在改修工事のため休館中

◎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

加賀市 50人 1,000～1,500円

ろくろの里総合案内所 食彩館山ぼうし
　0761-78-0051

〃 水（祝日除く） 50人 880～2,145円（税込）

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 25人 700～1,000円（弁当のみ）

おびし荘
　0761-65-1831

小松市 休館日は要問合せ 30人 3.,700円（税込）

里山健康学校　せせらぎの郷
　0761-46-1988

〃 月（祝日の場合翌日） 30人
平日：ランチプレート（1,000～1,500円）
土日祝：バイキング（1,350～1,500円）

道の駅 こまつ木場潟
　0761-25-1188

〃 20人 550～800円

能美市辰口福祉会館
　0761-51-4511

能美市
第2・4月
（祝日の場合火）

20人
1,100円（税込）～
室料（1時間）2,960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） 30人

1,200～
夏休み期間中は無休

川北町ふれあい健康センター
　076-277-1110

川北町 火（祝日の場合翌日） 50人
850円～
1室（1時間）800円（税込）

ホテルシーサイド松任
　076-274-3190

白山市
第4水
(休館日は要問合せ)

30人
2,000円～（税別）予約制
（研修室利用の場合）
室料3,000円～（税別）予約制

パーク獅子吼ふれあい館「7☆cafe」
　076-295-9052

〃 不定休 30人 100円～1,000円

白山青年の家
　076-272-3695

〃 月（祝日の場合火） 50人
500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（祝日の場合火） 30人 500円～、見学と併せての利用に限る
臨時休館日あり、5月～11月上旬利用不適日あり

ハーブの里・響きの森「ミントレイノ」
　076-256-7660

〃 毎週火・水 20人
1,300～2,000円（税込）
冬季休業期間11月下旬～４月下旬

道の駅めぐみ白山　レストラン風土ぴあ
　076-276-8931

〃 20人 550～1,000円

石川県庁職員食堂
　076-268-3381

金沢市 土日、祝日 30人
（受入可能時間）
11:30～12:00、12:40～13:30

金沢港クルーズターミナル
２Fレストラン「海の食堂ベイアルセ」
　076-214-4464

〃 月（祝日の場合翌平日）　 70人
ベイアルセランチ　1,580円（税込）
ハントンランチ　　1,480円（税込）

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

〃 土日、祝日 40人 1,400～2,500円

県立図書館
　076－225-1346

〃 未定 40人 850～1,000円

青少年総合研修センター
　076-252-0666

〃 50人
1,100円～
弁当持込みの場合一室3,000円～

近江町いちば館 〃 20～60人
食事は直接各店舗に要予約　バス駐車料金
必要（1時間まで2,010円 以降30分毎300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

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
第2火） 30人 1,000円～

道の駅 内灘サンセットパーク 〃 R4リニューアル予定

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
700円～
和室貸切料金2,000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 26人 820～1,000円

河愛の里 キンシューレ 〃 30人

休暇村能登千里浜
　0767-22-4121

羽咋市
所内整備日　年2回
（要問合せ） 80人 2,500～4,400円

国立能登青少年交流の家
　0767-22-3121

〃
休館日
（要問合せ）

108人
昼食料金　中学生以上：570円　小学生：560円
　　　　　未就学児：420円　3歳以下：無料

能登千里浜レストハウス
　0767-22-2141

〃 50人 1,200円～

いこいの村能登半島
　0767-32-3131

志賀町 要問合せ 70人 700～1,900円

シーサイドヴィラ渤海
　0767-42-8080

〃 50人 2,200円（税込）～

鹿島少年自然の家
　0767-77-2200

中能登町 月（休館日変更あり） 40人
体験と併せての利用に限る
（食堂利用、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

七尾市
5～6月の火
（祝日は営業）

50人 1,650円～

道の駅 のとじま
　0767-84-0225

〃 30人 1,500円

国民宿舎能登小牧台
　0767-66-1121

〃 50人

穴水駅内「のと鉄道パノラマカー」
　0768-52-0900

穴水町 50人
800～1,500円（弁当のみ）　清掃料1,000円
（弁当手配時、のと鉄道列車利用時は無料）

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

輪島市 30人 1,100～3,300円

能登空港  レストラン「あんのん」
　0768-26-2530

〃 50人 1,200～2,500円

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　500～620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 1,100円～

能登町柳田植物公園
レストラン「花菖蒲」
　0768-76-1680

〃 木曜は不可 40人 1,500円（税込）～

セミナーハウス山びこ
　0768-76-1611

〃 50人
1,000円～1,500円
弁当持込みの場合1室 2,200円

国民宿舎能登うしつ荘
　0768-62-2295

〃 50人 1,650～3,300円

真脇ポーレポーレ
　0768-62-4700

〃 月 (祝日の場合営業) 30人 1,650～3,300円

能登七見健康福祉の郷「なごみ」
　0768-67-8200

〃 月（祝日の場合火） 24人 500～1,300円

能登勤労者プラザ「ホテルのときんぷら」

　0768-74-0051
〃 40人 1,500円～

体験交流施設　ラブロ恋路
　0768-72-1234

〃 50人
1,650～3,500円
レストラン貸切の場合（室料）6,600円

珠洲温泉のとじ荘
　0768-84-1621

珠洲市 土日、7/1～8/31 30人 5,500円

寄り道パーキング　若山の庄
　0768-82-1800

〃 水 40人 1,000～2,260円
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《申込用紙》

※はがきへの貼付などにご利用ください。

《記入例》

以下いずれかの方法でお申し込みください。

（１）電子申請 （２）はがき （３）ＦＡＸ

加 賀 地 区 中 能 登 地 区 奥 能 登 地 区

金沢市、小松市、加賀市、

かほく市、白山市、能美市、

野々市市、川北町、津幡町、

内灘町にお住まいの方

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

輪島市、珠洲市、穴水町、

能登町にお住まいの方

申込先 県男女共同参画課

企画管理グループ

〒920-8580

金沢市鞍月 1-1

TEL（076）225-1376

FAX（076）225-1374

kenseibus@pref.ishikawa.jp

県中能登総合事務所

企画振興課

〒926-0852

七尾市小島町二 33

TEL（0767）52-6113

FAX（0767）53-4244

n-bus@pref.ishikawa.lg.jp

県奥能登総合事務所

企画振興課

〒929-2392

輪島市三井町洲衛 10-11-1

TEL（0768）26-2303

FAX（0768）26-2305

oku-ki02@pref.ishikawa.jp

電子申請

(ＱＲコード)

運行日 運行期間内（5/6～11/30）で各地区以下の日を除く

注）土日の運行は、平日と同様の見学が難しい場合や見学施設が限られることがあります。

（平日）
9/6、9/14、9/27、10/4、

10/7、11/10、11/17、11/24

9/29、10/6、10/28、11/8、

11/10

9/14、9/15、10/4、10/7、

10/18、11/1、11/9

（土日）
各地区２台まで

8/6、10/22、11/5 8/6、9/10、10/8 8/6、11/12

団体名
いしかわ女性学級

（代表者氏名 会長 石川 花子 ）

（ふりがな） かが うめこ

世話人氏名 加賀 梅子

住 所
〒000-0000

金沢市〇町〇丁目〇番地

電話番号 000-0000-0000 （日中連絡のとれる番号を記入）

FAX番号 000-000-0000

第１希望日 ６月 １５日 （水） 参加予定人数

第２希望日 ７月 ８日 （金） ２０ 人

見学希望施設 県庁舎、金沢港クルーズターミナル

大野からくり記念館

学習目的 県庁・金沢港周辺施設について学習しよう

団体名
（代表者氏名 ）

（ふりがな）

世話人氏名

住 所
〒

電話番号

FAX番号

第１希望日 月 日 （ ） 参加予定人数

第２希望日 月 日 （ ） 人

見学希望施設

※ 県の施設２か所以上の記入をお願いします。

学習目的


