富山県博物館協会加盟館園
●休館日は、変更の場合がありうるので、事前に確認が必要。●観覧料は原則として常設展の個人料金で、特別展・企画展は別料金が必要。

NO.

館

園

数家

善継

岸岡

幸雄

岩田

毅

設置
（運営）
公立
（財団）
私立
（財団）
公立
（財団）

飯野

勉

公立

名

代表者

1 朝日町立ふるさと美術館

館長

2 （一財）
百河豚美術館

館長

入善町下山芸術の森
3
発電所美術館
うなづき友学館
4
（黒部市歴史民俗資料館）

館長
館長

5 セレネ美術館

理事長

6 欅平ビジターセンター

館長

7 黒部市吉田科学館

館長

8

堀内 康男

黒部川扇状地フィールド
ミュージアム事業推進協議会

9 黒部市美術館

志村

幸光

能澤

雄二

公立
公立
（財団）
公立

館長

公立
（財団）

所

在

地

電話番号

FAX番号

939-0731 下新川郡朝日町東草野466-8

0765-82-0094

0765-82-0094

939-0723 下新川郡朝日町不動堂6

0765-83-0100

0765-83-1500

939-0631 下新川郡入善町下山364-1

0765-78-0621

0765-78-0621

938-0861 黒部市宇奈月町下立682

0765-65-1010

0765-65-1055

938-0282 黒部市宇奈月温泉6-3

0765-62-2000

0765-62-2020

0765-62-1155

0765-65-1155

938-0200

黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地内
（欅平ビジターセンター運営協議会）

938-0005 黒部市吉田574-1
黒部市吉田574-1
（黒部市吉田科学館内）
黒部市堀切1035
938-0041
(黒部市総合公園内）
938-0005

0765-57-0610

0765-57-0630

090-8262-4985

0765-57-0630

0765-52-5011

0765-52-5011

杉田

欣次

稲村

修

公立

937-0857 魚津市三ヶ1390

0765-24-4100

0765-24-4128

麻柄

一志

公立

937-0067 魚津市釈迦堂814

0765-22-1049

0765-23-9105

大澤

伸一

公立

937-0022 魚津市小川寺字天神山1070

0765-31-7045

0765-31-7220

上田

昌孝

936-0021 滑川市中川原410

076-476-9300

076-476-9301

白岩

初志

936-0835 滑川市開676

076-474-9200

076-474-9201

山口

松蔵

930-0397 中新川郡上市町郷柿沢１

076-472-4352

076-472-5559

山崎

正晴

私立
（会社）
公立
（財団）

930-0474 中新川郡上市町舘182

076-473-8100

076-473-8101

17 立山町埋蔵文化財センター
山元

秀一

公立

18 富山県
［立山博物館］

高木

三郎

19 富山県立山自然保護センター
黒田

悦弘

20 立山カルデラ砂防博物館

孝夫

10 魚津水族博物館

館長

11 魚津埋没林博物館

館長

12 魚津歴史民俗博物館

館長

13 ほたるいかミュージアム

代表取締役

14 滑川市立博物館

館長

15 西田美術館

館長

16 弓の里歴史文化館

館長
館長
館長
所長
館長

本田
館長

21 富山市大山歴史民俗資料館
前田
園長
富山県交通公園
22
南
交通安全博物館
23 樂翠亭美術館

930-3222 中新川郡立山町谷口43

076-439-2233

076-433-9933

076-433-9934

9：00〜17：00

076-433-2770

076-444-2001

9：00〜17：00（入館は16：30まで） 祝日、年末年始、8/13〜8/16

良治

公立

930-0062 富山市西町5-1

076-443-2209

076-443-2170

私立

930-0058 富山市古鍛冶町1-17

076-425-4111

076-425-6913

大谷 弓子

31 ギャルリ・ミレー

館長

32 富山市科学博物館

館長

33 富山県立近代美術館

館長

34 富山県水墨美術館

館長

35 富山市民俗民芸村

村長

私立
930-0044 富山市中央通り2-1-20
（任意団体）

八木

近直

宮本

博行

雪山

行二

柳原

正樹

箕輪

吉泰

公立

36 富山県埋蔵文化財センター
安念

幹倫

公立

37 富山ガラス工房

昭夫

所長

専務理事・事務局長

碓井

公立

939-8084 富山市西中野町1-8-31

076-432-2024

076-423-7220

076-423-7220

魚津市内の中学生以下
授乳室あり
は、全開館日無料
中学生以下土曜日、
日曜日、祝日無料
無料

10：00〜17：00
（入館は16：30まで）

祝日、土曜日、年末年始（12/29〜1/3）

無料

高校生以下無料
無料
無料

無料

要問い合わせ
（行事開催時のみ開館）

無料

10：00〜17：00
（入館は16：30まで）

冬期間連絡先：富山県庁自然保護課内
TEL（076）444-3399
FAX（076）444-4430

高校生以下無料

団体見学、又は交通指導を希望の
方は、事前に申し込んで下さい。

無料

大人200円、大学生160円※企画展別途
9：30〜17：00（入室は16：30まで） 火曜日
（祝日の場合はその翌日）、年末年始
通年無料
（企画展観覧料で、常設展もご覧いただけます）
9：00〜22：00（催事により時間が変わり
県民会館が企画した
不定休、年末年始
なし
ます）ただし、美術館は概ね9：00〜18：00
主催展について無料
年末年始（12/28〜1/4）、展示替え及び 大人210円
（両館共通券は310円）、
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無料日あり
メンテナンス等の臨時休館
小中学生100円
（両館共通券は150円）
9：30〜18：00
第1・第3水曜日
（祝日の場合は翌平日）、
大人200円
（常設展のみ）
児童生徒常設展無料
（金・土は20：00まで）
年末年始（12/29〜1/3）
10：00〜17：00

連絡先：立山町教育課
TEL（076）462-9983
FAX（076）463-1923

通年無料

水曜日（祝日または振替休日にあたる場合は翌 大人800円〜1,200円、学生400円〜800円
小学生以下無料
平日）、年末年始、展示替期間、その他準備期間 ※展覧会により異なる
月曜日
（祝日・振替休日の場合は翌日）、
無料
無料
年末年始（12/30〜1/3）
無料

休館中連絡先：魚津市生涯学習・スポーツ課
TEL（0765）23-1045
FAX（0765）23-1052

無料

郷土博物館は、2階展示室まではバリアフ
リーとなっていますが、建物の構造上、4階の
天守展望台へは階段のみとなっています。

無料

月曜日
（祝日を除く）、祝日の翌日
（土日を除
大人200円、高校生100円
く）、年末年始
大人520円（高校生以上）、小人210円
9：00〜17：00（入館は16：30まで） 年末年始（12/28〜1/4）、臨時休館日あり
（小中学生）、幼児無料
月曜日
（祝日を除く）、祝日の翌日、
大人200円、大学生160円、企画展別途
9：30〜17：00（入館は16：30まで）
（企画展観覧料で、常設展もご覧いただけます）
年末年始、臨時休館日あり
月曜日
（祝日を除く）、祝日の翌日、
大人200円（団体料金有）※企画展別途
9：30〜17：00（入室は16：30まで）
（企画展観覧料で、常設展もご覧いただけます）
年末年始（12/28〜1/4）
大人：1館100円、全館520円、小人：1館50円、
9：00〜17：00（入館は16：30まで） 年末年始（12/28〜1/4）、臨時休館あり
全館260円※20名以上は団体割引（2割減免）

通年無料

小中学生無料
小中学生
土・日・祝日無料

076-491-2123

076-421-5950

076-421-7111

076-422-5996

076-431-3719

076-431-3720

930-0881 富山市安養坊1118-1

076-433-8270

076-433-8370

930-0115 富山市茶屋町206-3

076-434-2814

076-434-2859

9：00〜17：00

金曜日
（祝日のときは翌週最初の平日）、年末年始（12/28〜1/4）、
4/1〜4/9、7/25〜7/30、9/7〜9/17、11/1、11/24〜12/8、3/22
〜3/31 ※ただし5/1、8/7〜9/4の金曜日、9/18は開館

無料

無料

930-0151 富山市古沢152

076-436-2600

076-436-5735

9：00〜17：00

年末年始（12/28〜1/4）

無料

無料

公立
939-8636 富山市西中野町1-16-12
（一部財団）
公立
930-0887 富山市五福777
（一部財団）

公立
（財団）

076-432-3113

無料

中学生以下無料

無料

076-439-2200

（博物館）076-432-7911 （博物館）076-432-8060
（美術館）076-432-9031 （美術館）076-432-9080

企画展観覧料に含む

9：00〜16：30

930-0857 富山市奥田新町2-27

930-0006 富山市新総曲輪4-18

無料

無料日あり、授業等に
よる減免規定あり

076-451-9300

076-431-5490

中学生以下通年無料
（引率の教師等も無料）

祝日、年末年始、12月1日〜翌年3月31日ま
9：30〜17：00（入館は16：30まで）
無料
での土・日
展示館300円、遙望館100円、
9：30〜17：00（入館は16：30まで） 月曜日
（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始
まんだら遊苑400円、3施設セット券650円
8：3 0〜1 7：0 0（ただし7 / 1 6〜
11月中旬〜4月中旬
無料
8/31は17：30まで延長）
9：30〜17：00（入館は16：30まで）、
一般400円、団体（20名以上）320円
GW・夏季期間は8：30〜17：00、
月曜日
（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始
大学生320円、団体（20名以上）200円
9・10月の連休は9：00〜17：00
月曜日
（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日、 大人100円（高校生以上）、小中学生50円
9：30〜17：00
12/28〜1/4
※20名以上の団体の場合は大人90円、小中学生40円

076-451-9300

公立

館長
（8月22日開館） 渋谷
館長

9：00〜17：00（入館は16：30まで） 月曜日
（祝日の場合はその翌日）、年末年始

931-8441 富山市高島62-1

076-431-5492

一般610円、大学・高校生510円

大人750円、小中学生410円、3歳以上幼児
9：00〜17：00（入館は16：30まで） 年末年始（12/29〜1/1）、臨時休館日あり
100円※有料入館者20名以上で団体料金
9：00〜17：00
大人520円（420円）、小中学生260円
年末年始（12/29〜1/1）
（入館受付は16：30まで）
（210円）※（ ）
は20名以上団体
12/1〜3/31、
月曜日
9：00〜17：00
無料
（月曜日が祝日にあたるときは翌平日）
6/1〜3/19の毎週火曜日
（祝日の場合は翌 大人800円（3/20〜5/31）、600円（6/1〜3/19）
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
日）、年末年始、1月の最終月曜日から3日間 小人400円（3/20〜5/31）、300円（6/1〜3/19）
10：00〜18：00
月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日）、祝日、
無料
（入館は17：30まで）
年末年始
月曜日・火曜日（企画展開催中は月曜日のみ）
（休館日 大人500円、大学生300円
9：30〜16：30（入館は16：00まで）
が祝日の場合は祝日の翌日）、年末年始、展示替期間 ※企画展別途 ※15名以上団体割引あり

076-481-1417

昌弘

館長

9：30〜16：30（入館は16：00まで） 月曜日
（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始

076-481-1415

930-0095 富山市舟橋南町2-22

中学生以下無料

考

月・土・日曜日、祝日、祝日の翌平日、年末年始

930-1459 富山市亀谷1

930-0018 富山市千歳町1-5-1

中学生以下無料

月曜日、祝日の翌平日、年末年始

076-482-9100

富山市牛島町18-7
アーバンプレイス3F/4F

企画展：500円 収蔵品展：200円
大人300円、団体240円
（20名以上）、
身障者手帳をお持ちの方は無料

備

児童生徒無料日あり

無料（プラネタリウム・3Dビジョンは観覧料 入場無料、プラネタリウム・3D
が必要/大人300円、高校大学生150円） ビジョンは中学生以下無料

076-481-1160

930-0858

児童生徒
23年度より子どもパスポート
発行、年間無料（小・幼）

無料

076-463-5405

木村

富山市郷土博物館・
28
富山市佐藤記念美術館

昇

9：00〜16：30

常設展観覧料（または入館料等）
大人300円〜400円
※企画展により異なる
大人700円、大高500円、中小300円
※20名以上団体割引

12月〜4月

076-463-5401

（博物館）富山市本丸1-62
930-0081
（美術館）富山市本丸1-33

館長

義雄

日

076-481-1144

由久

27 富山県民会館美術館

由則

館

076-481-1216

清水

26 高志の国文学館

正一

休

火曜日
（火曜祝日の場合は翌日）、展示替期
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
間中、年末年始等
9：00〜17：00（受付は16：00まで） 月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始、
（季節により変動あり）
展示替期間
月曜日、祝日の翌日、冬期（12月中旬〜2月
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
末）、展示替期間中
月曜日
（休日にあたるときは火曜日）、休日の翌日、
9：00〜18：00
毎月の最終木曜日、年末年始（12/29〜1/4）
9：00〜17：30
4〜10月及び年始は無休、年末は休館 11〜3月は
（入館は閉館30分前まで）
火曜日。火曜祝日の場合翌日の振替休日はありません。

076-463-1050

公立
930-1406 中新川郡立山町芦峅寺93-1
（一部財団）
公立
930-1414 中新川郡立山町芦峅寺（室堂平）
（会社）
公立
930-1405 中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂68
（財団）
公立

開館時間

076-463-1050

進

石﨑

館長

30 大谷和子こども美術館

公立

中西

館長
館長

29 富山市ガラス美術館

俊幸

私立
（会社）

公立
（財団）
私立
（会社）
私立
（会社）
公立
（財団）
公立
（一部財団）
公立
（財団）

24 北陸電力エネルギー科学館
田村
（公財）
富山県ひとづくり財団 館長
25
伏黒
富山県教育記念館

30

公立
（財団）

〒

通年無料
小中学生
土・日・祝休日無料
体験予約専用
TEL（076）436-3322
FAX（076）436-3326

31

NO.

館

園

山本

茂行

設置
（運営）
公立
（財団）

上杉

俊男

公立

富永

宣宏

中田

政司

石坂

博信

名

代表者

38 富山市ファミリーパーク

園長

39 富山市天文台

富山市科学博物館館長

40 自然博物園
「ねいの里」

館長

41 富山県中央植物園

園長

42

富山県国際健康プラザ
生命科学館

館長

43 富山市八尾曳山展示館

事務局長

44 富山市八尾おわら資料館

館長

45 桂樹舎和紙文庫

館長

46 富山市猪谷関所館

館長

47 大楽寺

事務長

48 射水市新湊博物館

館長

49 射水市大島絵本館

館長

50 高岡市美術館

館長

吉本栄和生

076-434-1234

076-434-1208

930-0155 富山市三熊49-4

076-434-9098

076-434-9228

939-2632 富山市婦中町吉住1-1

076-469-5252

076-469-5865

939-2713 富山市婦中町上轡田42

076-466-4187

076-465-5923

939-8224 富山市友杉151

076-428-0809

076-428-0831

939-2342 富山市八尾町上新町2898-1

076-454-5138

076-454-3118

私立

939-2341 富山市八尾町鏡町668-4

076-455-1184

076-455-1189

公立

076-484-1845

939-2187 富山市猪谷978-4

076-484-1007

私立
（宗教）

934-0013 射水市立町2-9

0766-82-3016

公立

934-0049 射水市鏡宮299

0766-83-0800

0766-83-0802

939-0283 射水市鳥取50

0766-52-6780

0766-52-6777

933-0056 高岡市中川1-1-30

0766-20-1177

0766-20-1178

933-8518 高岡市中川1-1-20

0766-21-1630

0766-22-1631

933-0044 高岡市古城1-5

0766-20-1571

0766-20-1570

933-0863 高岡市関本町35

0766-22-0179

0766-26-6978

939-0117 高岡市福岡町福岡新559

0766-64-0550

0766-64-0551

939-0143 高岡市福岡町下向田字畦ケ谷内15

0766-64-5602

0766-64-5602

933-0116 高岡市伏木一宮1-11-11

0766-44-5511

0766-44-7335

935-0031 氷見市柳田3583

0766-91-0100

0766-91-4567

公立

935-0016 氷見市本町4-9

0766-74-8231

0766-74-5520

公立

932-0806 小矢部市水落35

0766-68-2717

0766-68-2717

939-1416 砺波市芹谷1111

0763-37-0072

0763-37-0730

939-1383 砺波市高道145-1

0763-32-1001

0763-32-6361

939-1382 砺波市花園町1-78

0763-32-2339

0763-32-2436

義範

立野

幸雄

村上
富山県立高岡工芸高等学校 館長
51
浦上
青井記念館美術館

隆

公立
（財団）
公立
（財団）

樹

公立

金山

嘉宏

公立
（財団）
私立
（宗教）
公立
（財団）

55 高岡市福岡歴史民俗資料館
網代

吉孝

公立

56 高岡市万葉歴史館

館長

57 氷見市海浜植物園

理事長

信幸

58 氷見市立博物館

館長

52 高岡市立博物館

館長

53 宗教法人 高岡山瑞龍寺

住職

54 ミュゼふくおかカメラ館

館長

晒谷

和子

四津谷道宏

坂本

本川祐治郎
小境

卓治

中村

重樹

安念

道雄

館長
住職

61 砺波市美術館

館長

62 砺波市立砺波郷土資料館

館長

小野田裕司

公立
（財団）
公立
（財団）

私立
（宗教）
公立
（財団）

髙原

徹

公立

63 となみ散居村ミュージアム
川原

国昭

公立

64 松村外次郎記念 庄川美術館
松村
65 庄川水資料館

館長

樹

福野文化創造センター
66
ヘリオス

松村
館長

樹

高瀬

唯雄

奥野

達夫

公立

68 南砺市埋蔵文化財センター
松平

公立

69 井波彫刻総合会館

館長

信隆

70 井波美術館

館長

良昭

71 南砺市立相倉民俗館

理事長

72 民俗資料館

村上忠兵衛

館長
館長

館長
所長

髙桑

前川 正治

73 宗教法人 行徳寺

930-0151 富山市古沢254

吉田 泰樹

原田

村上家

FAX番号

076-455-1819

玲

67 南砺市立福光美術館

電話番号

076-455-1780

田村

千光寺

地

939-2354 富山市八尾町東町2105-1

敏一

60 宗教法人

在

公立

加藤

59 小矢部市大谷博物館

所

聖一

吉岡

館長
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公立
（財団）
公立
（財団）
公立
（財団）
公立
（法人）

〒

図書
住職

道宗

健裕

宣明

939-1363 砺波市太郎丸80

館

日

9：00〜17：00（入館は16：30まで） 月曜日、休日の翌日、年末年始
9：30〜16：40

年中無休（事前に予約が必要）

常設展観覧料（または入館料等）

8：00〜17：00

年中無休

（ホーム
10：00〜18：00（金・土に市民アトリエ等の 年末年始、展示替期間、施設点検日
夜間利用がある場合は21：00まで開館） ページ等をご参照ください）
月曜日
（祝日の場合は翌日）、
9：00〜17：00
第3日曜日、年末年始、展示替時
毎週水曜日
（祝日を除く）、
9：00〜21：00
（民具館は18：00まで）
第3木曜日
（祝日を除く）、12/29〜1/3
火曜日
（祝日の場合は翌日）、展示替時、
9：00〜18：00（入館は17：00まで）
年末年始

0763-82-3373

0763-82-3373

0763-82-3373

0763-82-3373

0763-22-1125

0763-22-1127

939-1626 南砺市法林寺2010

0763-52-7576

0763-52-7515

9：00〜17：00（入館は16：30まで） 火曜日、祝日の翌日、年末年始

932-0252 南砺市高瀬736（高瀬遺跡）

0763-82-5050

0763-82-5050

9：00〜17：00

0763-82-5158

0763-82-5163

9：00〜17：00（入館は16：30まで）

0763-82-5523

0763-82-5523

9：00〜16：00

9：00〜18：00（入館は17：00まで） 火曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始
9：00〜18：00
（貸館：学習室、
ホールは21：30）

火曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始

大人200円

0763-66-2732

0763-66-2180

8：30〜17：00

939-1914 南砺市上梨725

0763-66-2711

0763-66-2150

冬期（12月〜3月）
＝9：00〜16：00
（祝日開館）、年末年始
夏期（4月〜11月）
＝8：30〜17：00 水曜日

939-1977 南砺市西赤尾町825

0763-67-3302

9：00〜16：00

年中無休

12月〜3月

備

考

中学生以下無料
小中学生
土・日・祝日無料

4月下旬から10月末まで、夜間観測
会に合わせて駐車場（古洞の湯）
か
ら天文台まで無料送迎バスあり。

無料
高校生以下通年無料
無料

小中学生
土・日・祝日無料

連絡先：八尾総合行政センター農林商工課
TEL（076）454-3117
FAX（076）454-3118
連絡先：八尾教育行政センター
TEL（076）454-3329
FAX（076）454-3116

小中学生無料
中学生以下無料
射水市内在住の小中
学生は土・日・祝日無料
小中学生・特別支援学
校生は常設展無料。
無料
無料

無料日あり
無料日あり
中学生以下通年無料

氷見市内の小中学生
は無料で入館可
無料

館内には、図書閲覧室（万葉集に関する図書・論文等を
配架。一般の方の利用可。ただし貸出不可）、講義室（定
員120名程度、講義・研修等のために貸出可）がある。

イベントごとに設定料金
は異なります。
国登録有形文化財「旧大谷家
住宅」を博物館としています。

個人随意
一般200円［160円］、小・中・高100円［80円］ 教育活動での観覧は、引率者
※［ ］内は20名以上の団体料金、65歳以上の方の減免料金です 含め無料、他に親子優待もあり
無料
民具館以外の施設は無料
民具館：大人100円、20名以上の団体80円
一般・大学生210円、小中高生100円
※20名以上の団体、65歳以上の方は2割引
一般・大学生210円、小中高生100円
※20名以上の団体、65歳以上の方は2割引

無料
無料
遠足等教育活動は
減免料金
遠足等教育活動は
減免料金

無料

無料

大人300円、高大生200円

通年無料

火曜日、年末年始、火曜日が祝日の場合翌日 無料
第2・4水曜日
（祝日の場合は翌日休館）、
年末年始
火曜日
（祝日を除く）、祝日の翌日、
冬季（1月、2月）

児童生徒

大人150円※団体20名以上ひとり120円 中学生以下無料

火曜日
（祝日除く）、祝日の翌日、
大人310円※65歳以上又は障がいのあ
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
年末年始（12/28〜1/4）
る方150円、団体割引は20名より
月曜日
（祝日の場合は翌日）、月1回資料整 大人510円、中高生310円、小学生100円
9：30〜17：30
※団体20名以上は2割引き、各種福祉手帳をお持ちの方は無料
理日、年末年始（12/28〜1/4）
月曜日
（月曜日が祝日の場合はその翌日）、 大人210円、団体（20名以上）160円※企画展は別途
9：30〜17：00（入館は16：30まで）
年末年始（12/29〜1/3）
高校・大学生150円、団体（20名以上）120円
月曜日
（祝日の場合、
その翌日）、年末年始、
10：00〜16：00
無料
（15：30まで入館完了）
展示替期間
毎週月曜日
（月曜日が祝・休日の場合はその
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
無料
翌平日）、年末年始
大人500円、中高生200円、小学生100円
9：00〜16：30
（冬期12/10〜1/31は9：00〜16：00） 年中無休
※団体（30名以上）大人400円、中高生150円、小学生70円
月曜日
（祝日は除く）、祝日の翌日、
大人300円、大高校生200円、
9：00〜17：00（入館は16：30まで）
展示替期間、年末年始
小中学生100円
大人100円、小中学生50円
9：00〜16：30
月曜日、祝日の翌日、年末年始
※20名以上の団体、大人80円、小中学生30円
火曜日（火曜日が祝休日の場合はその翌 一般210円、65歳以上160円、
4月〜10月9：00〜18：00
11月〜3月9：00〜17：00
団体（20名以上）170円
日）、年末年始
（祝日を除く）、祝日の翌日
（土日祝日
9：00〜17：00（入園は16：30まで）、 火曜日
イベン
ト期間中
（不定期開催）
は有料
冬季（11/1〜2月末日）9：00〜16：30（入園は16：00） を除く）、年末年始（12/29〜1/3）
月曜日、12/28〜1/4 国民の祝日の開館と振替休日につい 一般
（高校生以上）100円、小中学生50円
9：00〜17：00（入場は16：30まで） ては、その都度博物館にお問い合わせいただくか、ホームペー
※30名以上は団体料金（一般60円、小中学生30円）
ジでご確認ください。
月曜日
（その日が祝日の時はその日後の最も
9：00〜16：30
無料
近い平日）、年末年始

0763-34-7182

公立
932-0226 南砺市北川733
（協同組合）
公立
932-0234 南砺市井波3624
（館同人）
公立
939-1915 南砺市相倉352
（財団）
私立
（宗教）

休

0763-34-7180

公立
932-0305 砺波市庄川町金屋1066
（財団）
公立
932-0305 砺波市庄川町金屋1100
（財団）
公立
939-1576 南砺市やかた100
（指定管理）

私立

開館時間

9：00〜16：30（3/15〜11/30）、 年末年始及び3/1〜3/14
大人500円
（高校生以上）
10：00〜15：30（12/1〜翌2月末）
大人210円（高校生以上）、小人100円
日〜火曜日は10：00〜17：30、
年末年始（12/28〜1/4）、臨時休館あり
水〜土曜日は13：00〜21：30
（小中学生）、幼児無料
火曜日
（祝日は除く）、祝日の翌日
（翌日が土・
9：00〜17：00
無料
日曜の場合は月曜）、年末年始
（祝日を除く）、
大人500円（団体20名以上400円）、冬期（12月〜2月）
9：00〜17：00（入園は16：30まで）、11月〜 木曜日
1月は9：00〜16：30（入園は16：00まで） 年末年始（12/28〜1/4）
大人300円（団体240円）※年間パスポート2,000円
月曜日
（祝日除く）、祝日の翌日、元日、施設
10：00〜17：30
無料
点検日
大人500円、小人300円
（高校生以下）
9：00〜17：00（受付は16：30まで） 年末年始
20名以上1割引、100名以上2割引
大人210円（高校生以上）、小人100円（小中学生）
9：00〜17：00（16：30受付終了） 年末年始、機器点検時に臨時休館
※20名以上の団体、大人160円、小人90円
月曜日
（祝日の場合は翌日）、
大人500円、小中学生250円
10：00〜17：00
（入館は16：30まで）
9/5〜6、12/29〜1/10、臨時休館あり
※団体割引、各20名以上20％引き

無料

大人500円、小中学生250円
南砺市の小中学生は
※団体25名以上大人400円、小中学生200円 無料
無料
大人200円（150円）、高校生100円（70円）、小中学生
50円（30円）※（ ）内料金は20名以上の団体割引料金
高校生以上300円、小中学生150円
※団体（30名以上）2割引

企画展観覧料に常設展示の観覧料が
含まれる。企画展観覧料はその都度別
に定めるため問い合わせいただきたい。

事務は分館にて（旧南砺市立井波高
瀬保育園）休み：土・日・祝日・年末年始
TEL（0763）82-5050

無料
駐車場1回500円
（集落保存協力金）

大人300円
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事務局だより（平成26年度）

平成26年4月24日

・平成26年度事業報告について

●第1回理事会（会場：富山県立近代美術館 出席18名）
・役員の改選について

・新規加盟館について（加盟：欅平ビジターセン

・平成26年度研究補助、研修助成の選考について

・平成25年度事業報告、収支決算報告及び監査報告に
ついて

・富山県博物館協会50周年記念事業について

●研修会・分野別分科会（会場：富山県立近代美術館）

・平成26年度表彰について

●総会（会場：富山県立近代美術館 出席40館73名）
・平成26年度表彰

・研修会（出席32館62名）
研究発表
○「仏師

・役員の改選について

・平成25年度事業報告、収支決算報告及び監査報告に
ついて

長谷川喜十郎とその弟子の調査研究」

滑川市立博物館・白岩初志氏

○「能越国境地域における雨乞習俗」

氷見市立博物館・大野究氏

・平成26年度事業計画及び収支予算について

・退会館について（退会：富山市八尾化石資料館「海
韻館」）

・国立公文書館アジア歴史資料センターからのプレゼ
ンテーション

○「砺波地方の神社研究－吉田神道と修験勢力のせ

めぎあいの中で－」

砺波市立砺波郷土資料館・安ヵ川恵子氏

○「魚津市内における生物環境調査」

魚津水族博物館・不破光大氏

・視察（富山県立近代美術館）

○「富山市産アンキロサウルス類（恐竜類）の足跡化

石の分類学的研究」

平成26年6月25日

富山市科学博物館・藤田将人氏

●理工・自然史系分科会研修会開催

講演会

第20回富山県理工・自然史系学芸員研修会

「京都国立博物館平成知新館のみどころ」
講師：村上隆氏（高岡市美術館館長・京都美術工

平成26年7月6日

芸大学教授）

●後援活動

第5回公益 社団法人日本動物園水族館シンポジウム

「いのちの博物館の実現に向けて〜消えていいのか、日
本の動物園・水族館〜」

・分野別分科会（郷土・歴史系、美術系、理工・自然
史系）

（出席 32館62名）

平成27年3月31日

平成26年10月17日

●富山県博物館協会50年史（兼富山県博物館協会会報

●理工・自然史系分科会研修会開催

第37号）発行（製作部数：700部）

第21回富山県理工・自然史系学芸員研修会

●とやまミュージアムガイド（加盟館園平成27年度展
覧会予定）発行（製作部数：14,000部）

平成26年10月18日

協会ホームページの主要な更新

●後援活動

富山市ファミリーパーク開園30周年記念事業

ライ

「ニホンライチョウが生き続

けるために」

平成26年11月20日
●郷土・歴史系分科会研修会開催

平成27年2月24日
●第2回理事会（会場：富山県立近代美術館 出席14名）
・平成27年度表彰について
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ター、富山市ガラス美術館）

・北信越博物館協議会総会・研究協議会について
・災害時の互助協力体制について

・平成26年度事業計画案及び収支予算案について

チョウシンポジウム

・平成27年度事業計画案及び収支予算案について

平成26年4月1日
・加盟館情報、展覧会情報（4〜7月）
平成26年4月24日
・とやま博物館ガイドPDF版及び電子カタログ（平成
26年度）掲載
平成26年6月30日
・展覧会情報（7〜11月）掲載
平成26年10月19日
・展覧会情報（11〜3月）掲載
平成27年3月31日
・「電子紀要」に研究発表を1件追加

富山県博物館協会五十年史
兼
富山県博物館協会会報『とやまミュージアム・アニュアル』
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