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511-0009 桑名市大字桑名663-5

0594-244466

一般（高校生以上）460円／
中学生150円
http://www.intsurf.ne.jp/~rokka
※H30.4.1からの料金です
m/
→無料

2 桑名市 長島ふれあい学習館

桑名市長島町源部外面
511-1125
337

0594-411041

[プラネタリウム観覧料]
大人(高校生以上)300円／
中人（中学生以下）150円／ http://www.city.kuwana.lg.jp/in
小人（３歳以下）無料桑名 dex.cfm/24,0,235,416,html
市内在住中学生以下は無料
→無料

3 桑名市 輪中の郷

511-1102 桑名市長島町西川1093

0594-420001

大人（高校生以上）460円／
小人150円
※H30.4.1からの料金です
→無料

4 いなべ市 郷土資料館

511-0273 いなべ市大安町平塚525

0594-782526

無料

http://www.city.inabe.mie.jp/pa
ges/1780_0.html

5 いなべ市 藤原岳自然科学館

いなべ市藤原町市場4930594-46511-0511 1いなべ市藤原文化セン
8488
ター内

無料

http://www.city.inabe.mie.jp/pa
ges/3158_0.html

6 いなべ市 屋根のない学校

511-0518 いなべ市藤原町坂本2065

0594-466363

無料

https://www.city.inabe.mie.jp/p
ages/4085_0.html

059-3667022

展望・展示施設：一般（高
校生以上）300円
→無料

http://www.yokkaichiport.or.jp/umiterras14/

無料（常設展示）

http://www.city.yokkaichi.mie.j
p/museum/

四日市市楠町本郷1068番 059-398地
3636

無料

http://www.city.yokkaichi.mie.j
p/museum/shiryokan/index.html

http://www.town.asahi.mie.jp/as
ahi/as67-1.html

1 桑名市

7 四日市市

六華苑
（旧諸戸清六邸）

四日市港ポートビル展望展示
510-0011 四日市市霞2丁目1-1
室「うみてらす１４」

そらんぽ四日市（四日市市立
四日市市安島1丁目3番16 059-3558 四日市市 博物館及び四日市公害と環境 510-0075
号
2700
未来館）

9 四日市市 楠歴史民俗資料館

510-0106

10 朝日町 朝日町歴史博物館

510-8103 朝日町大字柿2278

059-3776111

無料

11 鈴鹿市 鈴鹿市考古博物館

513-0013 鈴鹿市国分町224

059-3741994

一般・学生200円／小中学生
http://www.edu.city.suzuka.mie.
100円
jp/museum/
→無料

12 鈴鹿市 大黒屋光太夫記念館

510-0244 鈴鹿市若松中一丁目1-8

059-3853797

無料

http://suzuka-bunka.jp/kodayu/

13 鈴鹿市 佐佐木信綱記念館

513-0012 鈴鹿市石薬師町1707-3

059-3743140

無料

http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9207.html

14 鈴鹿市 伊勢型紙資料館

510-0242 鈴鹿市白子本町21-30

059-3680240

無料

http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9211.html

15 鈴鹿市 庄野宿資料館

513-0831 鈴鹿市庄野町21-8

059-3702555

無料

http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9212.html

16 鈴鹿市 稲生民俗資料館

510-0204

059-3864198

無料

http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9208.html

17 亀山市 亀山市歴史博物館

519-0151 亀山市若山町7-30

0595-833000

一般200円／児童・生徒・学
生100円
http://kameyamarekihaku.jp/
→無料

18 亀山市 関宿旅籠玉屋歴史資料館

519-1112 亀山市関町中町444-1

0595-960468

大人300円／小・中・高200
円
→無料

http://www.city.kameyama.mie.jp
/soshiki/shibun/kankou/docs/201
4112311877/

19 亀山市 関まちなみ資料館

519-1112 亀山市関町中町482

0595-962404

大人300円／小・中・高200
円
→無料

http://www.city.kameyama.mie.jp
/soshiki/shibun/kankou/docs/201
4112311877/

鈴鹿市稲生西二丁目2418
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20

所在
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津市
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津市香良洲パターゴルフ場

郵便番号

施設所在地

電話番号

514-0313 津市香良洲町2167

協力内容等

ホームページリンク

059-2924374

（市内）大人300円／小・中
学生・65歳以上100円（市
http://www.info.city.tsu.mie.jp
外）大人500円／小・中学
/modules/dept1144/article.php?a
生・65歳以上300円
rticleid=3
→無料（1ゲーム）
※雨天時休業
http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/contents/1001000012002/ind
ex.html

21

津市

津市とことめの里
一志パターゴルフ場

515-2521 津市一志町井関1792

059-2950111

一般500円／12歳未満250円
→無料
※１ラウンドに限る（１８
ホール）
※受付：10～16時／営業：
10～17時

22

津市

津市香良洲歴史資料館

514-0313 津市香良洲町6320

059-2922118

無料

http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/contents/1001000011070/ind
ex.html

23

津市

津市美杉ふるさと資料館

515-3312 津市美杉町上多気1010

059-2750240

無料

http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/sp/contents/1001000011172/
index.html

24

津市

津市美杉ふるさと資料館・
創作館

515-3312 津市美杉町上多気1010

059-2750240

無料
※工作体験には材料費が必
要です。ご希望の方は事前
にご連絡ください。

http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/contents/1001000011072/ind
ex.html

25

津市

国史跡 谷川士清旧宅

514-0041 津市八町三丁目9-18

059-2254346

無料

http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/contents/1001000011073/ind
ex.html

26

津市

津市一身田寺内町の館

514-0114 津市一身田町758

059-2336666

無料

http://www.jinai-yakata.com/

27

津市

津市芸濃郷土資料館

津市芸濃町椋本6824（津
059-265514-2211 市芸濃総合文化センター
6000
２階）

無料

http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/contents/1001000011167/ind
ex.html

28

津市

津市美里ふるさと資料館

514-2112 津市美里町北長野1445

059-2793501

無料

http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/contents/1001000011168/ind
ex.html

29

津市

津市安濃郷土資料館

514-2326

津市安濃町東観音寺51-3 059-268（津市安濃交流会館内） 5678

無料

http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/contents/1001000011169/ind
ex.html

30

津市

スカイランドおおぼら
パターゴルフ場

515-3421 津市美杉町八知7956-1

059-2721138

大人800円／中学生以下500
円
→半額

http://www.tsukanko.jp/reserve/
185/

1面１時間400円（市外800
円）
→無料
※2時間以内 5面全面開放
要予約
※１組当たりコート１面
２時間以内

http://www.info.city.tsu.mie.jp
/www/contents/1001000012130/ind
ex.html

津市フットパーク美杉
テニスコート

515-3533 津市美杉町石名原2775

059-2741189

松阪市文化財センター
はにわ館

515-0821 松阪市外五曲町1

0598-267330

33 松阪市 松浦武四郎記念館

515-2109 松阪市小野江町383

0598-566847

大人310円／6歳～18歳200円 http://www.city.matsusaka.mie.j
→無料
p/site/takesiro/

34 松阪市 松浦武四郎誕生地

515-2109 松阪市小野江町321

0598-566847

大人100円（19歳以上）
→無料

35 伊勢市 尾崎咢堂記念館

516-0052 伊勢市川端町97-2

0596-223198

大人100円→無料／小・中・ http://www.city.ise.mie.jp/4271
高生無料
.htm

36 伊勢市 伊勢河崎商人館

516-0009

0596-224810

大人300円 大・高学生200円
→無料
http://www.isekawasaki.jp/
中・小学生100円→無料
小学生未満無料

31

津市

32 松阪市

伊勢市河崎2丁目25番32
号

2 / 4 ページ

19歳以上100円
→無料

http://www.city.matsusaka.mie.j
p/site/bunkazai-center/

http://www.city.matsusaka.mie.j
p/site/takesiro/
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0596-432003

37 伊勢市 賓日館

519-0609 伊勢市二見町茶屋566-2

38 志摩市 浜島Ｂ＆Ｇ海洋センター

0599-53517-0404 志摩市浜島町浜島3564-4
2636

協力内容等

ホームページリンク

大人300円、小人（小・中・
http://hinjitsukan.com/
高）150円→無料

アリーナ利用料：一般200円
／高校生100円／小・中学生
http://www.shima.mctv.ne.jp/~hs
50円
c/
→無料
（市外：一般400円／高校生

517-0404 志摩市浜島町浜島465-14

0599-531002

小学生以上700円
→無料
3歳以上小学生未満200円
→無料

http://www.umihozuki.org/

志摩市阿児町国府3025517-0506
36

0599-470880

パークゴルフプレー：1回
800円、1日1,200円（一般）
/1回300円、1日500円（中学
生以下）→無料
クラブ、ボールレンタル：
200円→無料

http://www.city.shima.mie.jp/ka
kuka/sangyoshinkobu/kankosyokou
shitsu/shimapakugorufujo/145577
4761566.html

517-0603 志摩市大王町波切2199

0599-724636

入村料（1泊2日）：大人
（高校生以上）500円／小人
http://www.city.shima.mie.jp/ka
（中学生以下3歳まで）300
kuka/tomoyama/
円→無料
※10日前までに要予約

42 志摩市 志摩Ｂ＆Ｇ海洋センター

0599-85517-0702 志摩市志摩町布施田1101
1123

アリーナ・トレーニング
ルーム利用料：一般200円／
http://www.bgf.or.jp/center/029
高校生100円／小・中学生50
2.html
円
→無料

43 玉城町 アスピア玉城ふれあいの館

519-0438 玉城町原4266

0596-588800

ふれあいの館オリジナルタ https://kizuna.town.tamaki.mie.
オルを先着200名様にプレゼ jp/html/kankoRekishi/Ibentokank
ント
o/Kakozyoho/asupia.html

516-2102 度会町大野木1260

0596-622416

パターゴルフ：無料
「宮リバー度会パークバ
ザールわたらいいらっ茶い
わたらい」
来場者へティーナオリジナ
ルポケットティッシュプレ
ゼント
（定休日：水曜日）

http://www.town.watarai.lg.jp/c
ontents_detail.php?co=kak&frmId
=568

516-0101 南伊勢町五ヶ所浦2366

0599-662440

大人250円／小中高生150円
→無料

http://www.town.minamiise.mie.j
p/modules/gnavi/index.php?lid=3
7&cid=23

0598-722201

（町内）大人300円/子供200
円（町外）大人600円／子供
400円
http://www.bgf.or.jp/center/009
→無料
1.html
開館時間 13:00～16:45
18:00～20:45

39 志摩市

志摩市浜島磯体験施設
海ほおずき「わんぱく磯」

40 志摩市 志摩パークゴルフ場

41 志摩市

44 度会町

志摩市ともやま公園
キャンプ村

宮リバー度会パーク
（パターゴルフ場）

45 南伊勢町 愛洲の館（資料室）

46 大紀町

大紀町大内山Ｂ＆Ｇ海洋セン
519-3111 大紀町大内山861-1
ター（プール）

47 伊賀市 栄楽館

518-0859 伊賀市上野相生町2842

0595-210035

無料
※ 見学のみ

http://www.bunto.com/?p=643

48 伊賀市 赤井家住宅

518-0854 伊賀市上野忍町2491-1

0595-517578

無料
※ 見学のみ

http://www.bunto.com/?p=2055

49 伊賀市 伊賀焼伝統産業会館

518-1325 伊賀市丸柱169-2

0595-441701

大人200円／中高生100円
→無料
※ 見学のみ

http://www.igayaki.or.jp/?page_
id=23
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50 伊賀市 柘植歴史民俗資料館

519-1402 伊賀市柘植町1706

0595-451900

無料

http://www.city.iga.lg.jp/00000
00065.html

51 名張市 夏見廃寺展示館

518-0441 名張市夏見2759

0595-649156

一般200円／高校生100円
→無料

http://www.city.nabari.lg.jp/s0
61/020/000/040/201502051898.htm
l

52 名張市 名張藤堂家邸跡

518-0718 名張市丸之内54-3

0595-630451

一般200円／高校生100円
→無料

http://www.city.nabari.lg.jp/s0
61/020/000/050/201502051899.htm
l

53 名張市 名張市郷土資料館

名張市安部田2270番地
0595-64518-0737 名張錦生ふるさとパーク
7890
内

無料

http://www.city.nabari.lg.jp/04
0/120/index.html

54 尾鷲市 尾鷲市立天文科学館

519-3616 尾鷲市中村町10-41

0597-230525

大人200円／中高生100円／
小人50円
→無料

https://www.kankomie.or.jp/spot
/detail_3174.html

55 紀北町 紀伊長島郷土資料室

519-3205 紀北町長島2141

0597-473906

無料

http://www.town.miekihoku.lg.jp/hpdata/chomin/gaku
shu/koza.html

56 紀北町 海山郷土資料館

519-3404 紀北町中里96

0597-361948

無料

http://www.town.miekihoku.lg.jp/hpdata/chomin/gaku
shu/koza.html

57 紀北町 種まき権兵衛の里

519-3408

0597-323288

無料

http://camp-innmiyama.com/regionalinfo/culture
/gonbe/

58 熊野市 熊野市歴史民俗資料館

519-4325 熊野市有馬町599

0597-895161

無料

http://www.kumanocity.ed.jp/rekishi/index.html

59 熊野市 熊野市紀和鉱山資料館

519-5413 熊野市紀和町板屋110-1

0597-971000

大人300円／小・中学生100
円
→無料

http://kiwa.is-mine.net/

05979-41414

無料
8:00～16:00

http://web.kumadoco.net/titi/sa
giri.html

519-5701 紀宝町鵜殿2225-99

0735-322242

無料
※開放時間9：00～17：00

http://www.town.kiho.lg.jp/life
/soumu/shyukaijo.html

60 御浜町

熊野古道地域センター
さぎりの里

61 紀宝町 鵜殿ふれあい会館

北牟婁郡紀北町便ノ山
768

519-5322 御浜町上野616-2

【以下は県関係施設】

62

津市

三重県立美術館

514-0007 津市大谷町11

059-2272100

一般300円、学生200円
→無料
※ 常設展のみ

http://www.bunka.pref.mie.lg.jp
/art-museum/

63

津市

三重県総合博物館
（ＭｉｅＭｕ）

514-0061 津市一身田上津部田3060

059-2282283

一般510円、大学生300円
→無料
※ 基本展示のみ

http://www.bunka.pref.mie.lg.jp
/MieMu/

松阪市立野町1291松阪市 0598-23中部台運動公園内
7735

プラネタリウム番組「オー
ロラの世界」→観覧無料

http://www.mie-cc.or.jp/map/

65 松阪市 高須町公園オートキャンプ場 515-0104 松阪市高須町3227-8

0598-531055

デイキャンプ入場料（大人
400円、小学生以下200円）
→無料
※予約優先

http://www.mctv.ne.jp/~takasuc/

66 明和町 斎宮歴史博物館

515-0325 明和町竹川503

0596-523800

一般340円、大学生220円
→無料

http://www.bunka.pref.mie.lg.jp
/saiku/

519-3204 紀北町東長島浅間

0597-475371

テントサイト料金無料
※県内在住で、海岸清掃に
参加いただける方に限る。

http://magotarou.com/index.html

519-3625 三重県尾鷲市向井12-4

0597-25-2666 無料

64 松阪市 三重県立みえこどもの城

67 紀北町

熊野灘臨海公園
孫太郎オートキャンプ場

68 尾鷲市 三重県立熊野古道センター

515-0054
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http://kumanokodocenter.com/

