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「 聞 こ え 」 の バ リ ア フ リ ー「 聞 こ え 」 の バ リ ア フ リ ー「 聞 こ え 」 の バ リ ア フ リ ー「 聞 こ え 」 の バ リ ア フ リ ー    

    

編集・発行 全国要約筆記問題研究会 三重県支部 

  ※Mail zenyouken_mie@yahoo.co.jp 

※FAX 059-347-5860（横山宅） 
    

「要約筆記」をご存知ですか？「聞こえない・聞こえにくい」方に「文字で伝える

通訳」です。また「ヒアリングループ」は、補聴器を「Ｔスイッチ」にすると、マイ

クの音声が耳元まで直接はっきり届けられる補聴援助装置の一種です。 

「聞こえない」＝「手話」ではありません。人生の途中で聞こえなくなり、「しゃべ

れるけれど、聞こえない」、「文字情報が頼り」という方も、たくさんいます。 

そんな方にも一緒に楽しんでもらえるよう、このリーフレットでは、要約筆記や字

幕、補聴援助がついた公開行事の情報を集めて発信しています。 

私たちは、要約筆記に関わる全国組織「全国要約筆記問題研究会

（全要研）」の三重県支部です。インターネットでも情報発信してい

ますので、ぜひご覧下さい。 （「しぶろぐ 三重県」で検索できます） 

「しぶろぐ」 http://zenyoukenmie.blog58.fc2.com/ 

【行事主催者の方へ】一般公開で要約筆記がつくものがあれば、お知らせください。 

【お知らせ】「要約筆記のつく⾏事 in 三重県」Web 版 
この「要約筆記のつく行事」は、三重県下各地で毎月合計500部あまりを配布たし

ております。主な配布場所は、各市町の福祉課および社会福祉協議会、そしてそれぞ

れの支所などです。 

ただ、紙媒体のため、どうしても情報が遅れがちです。（特に字幕つき邦画情報など）

そこで、Web 版も作成、運用しています。パソコン、スマートフォン、タブレットか

ら閲覧可能です。ぜひご利用ください。 

右のQRコードのほか、「要約筆記のつく行事 三重県」でも

検索できます。 

◆◆◆◆blocblocblocbloc：「要約筆記のつく行事：「要約筆記のつく行事：「要約筆記のつく行事：「要約筆記のつく行事inininin三重県」三重県」三重県」三重県」WebWebWebWeb版◆版◆版◆版◆    

 http://www.bloc.jp/yheventmie/ 

 月号 



平成 3１年３月号 

 - 2 - 

◆要約筆記・字幕が付く公開⾏事 
※最新情報は各問合せ先までご確認を。※最新情報は各問合せ先までご確認を。※最新情報は各問合せ先までご確認を。※最新情報は各問合せ先までご確認を。    

※◆は２月末～３月、◇は４月以降開催※◆は２月末～３月、◇は４月以降開催※◆は２月末～３月、◇は４月以降開催※◆は２月末～３月、◇は４月以降開催    

 

◆連続（シリーズ）行事◆◆連続（シリーズ）行事◆◆連続（シリーズ）行事◆◆連続（シリーズ）行事◆ 

◆津市「転倒予防教室」◆津市「転倒予防教室」◆津市「転倒予防教室」◆津市「転倒予防教室」     

◆◆◆◆「認知症予防について（３）」「認知症予防について（３）」「認知症予防について（３）」「認知症予防について（３）」 

日日日日    時：２月２８日（木）時：２月２８日（木）時：２月２８日（木）時：２月２８日（木）10:00～～～～11:00 

◆「生きがいづくりについて」◆「生きがいづくりについて」◆「生きがいづくりについて」◆「生きがいづくりについて」 

日日日日    時：３月２８日（木）時：３月２８日（木）時：３月２８日（木）時：３月２８日（木）10:00～～～～11:00 

全日程の共通事項全日程の共通事項全日程の共通事項全日程の共通事項 

場場場場    所：津センターパレス地下所：津センターパレス地下所：津センターパレス地下所：津センターパレス地下1階階階階 

                市民オープンステージ市民オープンステージ市民オープンステージ市民オープンステージ 

内内内内    容：前半容：前半容：前半容：前半15分講義、後半分講義、後半分講義、後半分講義、後半 転倒予防体操転倒予防体操転倒予防体操転倒予防体操 

情報保障：要約筆記（※講義部分のみ）情報保障：要約筆記（※講義部分のみ）情報保障：要約筆記（※講義部分のみ）情報保障：要約筆記（※講義部分のみ） 

備備備備    考：参加無料、要申込（定員考：参加無料、要申込（定員考：参加無料、要申込（定員考：参加無料、要申込（定員80名）名）名）名） 

申込み：名前と連絡先を添え、下記まで申込み：名前と連絡先を添え、下記まで申込み：名前と連絡先を添え、下記まで申込み：名前と連絡先を添え、下記まで 

問合せ：津市社会福祉協議会問合せ：津市社会福祉協議会問合せ：津市社会福祉協議会問合せ：津市社会福祉協議会    津支部津支部津支部津支部 

TEL：：：：059-213-7111     FAX：：：：059-224-6067 

 

 

◆一般◆一般◆一般◆一般    単発行事◆単発行事◆単発行事◆単発行事◆    

◆こころの健康・福祉のフェスティバル◆こころの健康・福祉のフェスティバル◆こころの健康・福祉のフェスティバル◆こころの健康・福祉のフェスティバル     

日日日日    時：時：時：時：2月月月月23日（土）日（土）日（土）日（土）13:00～～～～ 

場場場場    所：四日市市所：四日市市所：四日市市所：四日市市 あさけプラザあさけプラザあさけプラザあさけプラザ 大ホール大ホール大ホール大ホール 

内内内内    容：①わかば容：①わかば容：①わかば容：①わかば 作業所による演劇作業所による演劇作業所による演劇作業所による演劇 

                ②勝手に感謝大会②勝手に感謝大会②勝手に感謝大会②勝手に感謝大会                ほかほかほかほか 

                ※飲食物販売などは※飲食物販売などは※飲食物販売などは※飲食物販売などは11:00からからからから 

備備備備    考：入場無料、申し込み不要考：入場無料、申し込み不要考：入場無料、申し込み不要考：入場無料、申し込み不要 

情報保障：要約筆記、手話通訳情報保障：要約筆記、手話通訳情報保障：要約筆記、手話通訳情報保障：要約筆記、手話通訳 

問合せ：四日市市障害者相談支援センター問合せ：四日市市障害者相談支援センター問合せ：四日市市障害者相談支援センター問合せ：四日市市障害者相談支援センター 

       「ソシオ」「ソシオ」「ソシオ」「ソシオ」 

TEL：：：：059-345-9016     FAX：：：：059-346-4643 

E-mail：：：：hinaga@cty-net.ne.jp 

◆みみの日◆みみの日◆みみの日◆みみの日    第５回手話フェスティバル第５回手話フェスティバル第５回手話フェスティバル第５回手話フェスティバル    

日日日日    時：３月３日（日）時：３月３日（日）時：３月３日（日）時：３月３日（日）10:00～～～～16:00 

場場場場    所：名張市所：名張市所：名張市所：名張市    ADSホールホールホールホール 

内内内内    容：容：容：容： 

10:00～～～～10:45    式典式典式典式典 

11:00～～～～12:00    アアアアトトトトララララククククシシシショョョョンンンン「名張と能楽」「名張と能楽」「名張と能楽」「名張と能楽」 

（講師（講師（講師（講師    尾本尾本尾本尾本 頼彦頼彦頼彦頼彦 氏）氏）氏）氏） 

12:00～～～～13:00    昼食・休憩昼食・休憩昼食・休憩昼食・休憩 

13:30～～～～15:00    記念講演「夢と絆」記念講演「夢と絆」記念講演「夢と絆」記念講演「夢と絆」 

（講師（講師（講師（講師    蓮池蓮池蓮池蓮池 薫薫薫薫 氏）氏）氏）氏） 

15:15～～～～15:30    福引き福引き福引き福引き 

15:30～～～～15:45    閉会式・引継式閉会式・引継式閉会式・引継式閉会式・引継式 

 

情報保障：要約筆記・情報保障：要約筆記・情報保障：要約筆記・情報保障：要約筆記・手話通訳手話通訳手話通訳手話通訳 

整理券：１日券整理券：１日券整理券：１日券整理券：１日券    2000円円円円（資料・記念品付き）（資料・記念品付き）（資料・記念品付き）（資料・記念品付き） 

※三聴障協会員・賛助会員は弁当付 

記念講演券記念講演券記念講演券記念講演券    1000 円円円円（記念品等な（記念品等な（記念品等な（記念品等な

し）し）し）し） 

問合せ：三重県聴覚障害者協会・実行委員会問合せ：三重県聴覚障害者協会・実行委員会問合せ：三重県聴覚障害者協会・実行委員会問合せ：三重県聴覚障害者協会・実行委員会 

TEL：：：：059-229-8540     FAX：：：：059-223-4330 

Mail：：：：deaf.mie@viola.ocn.ne.jp 
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◆自殺対策強化月間◆自殺対策強化月間◆自殺対策強化月間◆自殺対策強化月間    水谷水谷水谷水谷 修修修修 講演会講演会講演会講演会     

日日日日    時：３月３日（日）時：３月３日（日）時：３月３日（日）時：３月３日（日）14:00～～～～ 

場場場場    所：農業屋コミュニティ文化センター所：農業屋コミュニティ文化センター所：農業屋コミュニティ文化センター所：農業屋コミュニティ文化センター 

演演演演    題：「題：「題：「題：「夜回り先生いのちの授業」夜回り先生いのちの授業」夜回り先生いのちの授業」夜回り先生いのちの授業」 

講講講講    師：水谷師：水谷師：水谷師：水谷 修修修修（花岡大学（花岡大学（花岡大学（花岡大学 客員教授）客員教授）客員教授）客員教授） 

備備備備    考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要 

託託託託    児：あり（児：あり（児：あり（児：あり（2才～未就学児）先着才～未就学児）先着才～未就学児）先着才～未就学児）先着10名名名名 

   ※2 月22 日までに下記問合せ先まで 

情報保障：要約筆記・手話通訳情報保障：要約筆記・手話通訳情報保障：要約筆記・手話通訳情報保障：要約筆記・手話通訳 

問合せ：問合せ：問合せ：問合せ：松阪市松阪市松阪市松阪市    人権・男女共同参画課人権・男女共同参画課人権・男女共同参画課人権・男女共同参画課 

TEL：：：：0598-53-4017     FAX：：：：0598-22-3533 

 

◆第◆第◆第◆第23回男女共同参画回男女共同参画回男女共同参画回男女共同参画 松阪フォーラム松阪フォーラム松阪フォーラム松阪フォーラム     

日日日日    時：３月９日（土）時：３月９日（土）時：３月９日（土）時：３月９日（土）13:15～～～～15:00 

場場場場    所：農業屋コミュニティ文化センター所：農業屋コミュニティ文化センター所：農業屋コミュニティ文化センター所：農業屋コミュニティ文化センター 

演演演演    題：「セクハラ・パワハラ題：「セクハラ・パワハラ題：「セクハラ・パワハラ題：「セクハラ・パワハラ 

わかっていますか？」わかっていますか？」わかっていますか？」わかっていますか？」 

講講講講    師：住田師：住田師：住田師：住田 裕子裕子裕子裕子 氏氏氏氏    （弁護士）（弁護士）（弁護士）（弁護士） 

備備備備    考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要 

託託託託    児：あり（児：あり（児：あり（児：あり（2才～未就学児）先着才～未就学児）先着才～未就学児）先着才～未就学児）先着10名名名名 

   ※2 月15 日までに下記問合せ先まで 

情報保障：要約筆記・手話通訳・ループ情報保障：要約筆記・手話通訳・ループ情報保障：要約筆記・手話通訳・ループ情報保障：要約筆記・手話通訳・ループ 

問合せ：問合せ：問合せ：問合せ：男女共同参画松阪フォーラム男女共同参画松阪フォーラム男女共同参画松阪フォーラム男女共同参画松阪フォーラム 

                実行委員会事務局実行委員会事務局実行委員会事務局実行委員会事務局 

                （松阪市（松阪市（松阪市（松阪市 人権・男女共同参画課内）人権・男女共同参画課内）人権・男女共同参画課内）人権・男女共同参画課内） 

TEL：：：：0598-53-4017     FAX：：：：0598-22-3533 

 

 

◆鈴鹿市◆鈴鹿市◆鈴鹿市◆鈴鹿市    要約筆記体験講座要約筆記体験講座要約筆記体験講座要約筆記体験講座     

日日日日    時：３月時：３月時：３月時：３月16日（土）日（土）日（土）日（土） 

場場場場    所：鈴鹿市労働福祉会館所：鈴鹿市労働福祉会館所：鈴鹿市労働福祉会館所：鈴鹿市労働福祉会館1F    大会議室大会議室大会議室大会議室  

内内内内    容：難聴者のお話・要約筆記体験容：難聴者のお話・要約筆記体験容：難聴者のお話・要約筆記体験容：難聴者のお話・要約筆記体験 

参加資格：鈴鹿市在住・在勤の方参加資格：鈴鹿市在住・在勤の方参加資格：鈴鹿市在住・在勤の方参加資格：鈴鹿市在住・在勤の方 

情報保障：要約筆記・ループ情報保障：要約筆記・ループ情報保障：要約筆記・ループ情報保障：要約筆記・ループ 

備備備備    考：要申込考：要申込考：要申込考：要申込 

問合せ：鈴鹿市社会福祉協議会問合せ：鈴鹿市社会福祉協議会問合せ：鈴鹿市社会福祉協議会問合せ：鈴鹿市社会福祉協議会 

TEL：：：：059-382-5971      FAX：：：：059-382-7830 

 

◆第◆第◆第◆第 11回回回回    桑名「みみ祭」桑名「みみ祭」桑名「みみ祭」桑名「みみ祭」     

日日日日    時：時：時：時：3月月月月24日（日）日（日）日（日）日（日）12:00～～～～16:00 

場場場場    所：桑名市総合福祉会館所：桑名市総合福祉会館所：桑名市総合福祉会館所：桑名市総合福祉会館 

内内内内    容：屋外：グルメコーナー（屋台ほか）容：屋外：グルメコーナー（屋台ほか）容：屋外：グルメコーナー（屋台ほか）容：屋外：グルメコーナー（屋台ほか） 

                ※飲食物販売などは※飲食物販売などは※飲食物販売などは※飲食物販売などは11:00からからからから 

                大会議室：ステージ出演（下記）大会議室：ステージ出演（下記）大会議室：ステージ出演（下記）大会議室：ステージ出演（下記） 

                ①みえデフ・ドラゴンによるダンス①みえデフ・ドラゴンによるダンス①みえデフ・ドラゴンによるダンス①みえデフ・ドラゴンによるダンス 

                ②ガールスカウトによる「手旗信②ガールスカウトによる「手旗信②ガールスカウトによる「手旗信②ガールスカウトによる「手旗信

号」号」号」号」 

                ③「難聴あるあるコント」③「難聴あるあるコント」③「難聴あるあるコント」③「難聴あるあるコント」 

                ④じゃんけん、お楽しみ抽選会④じゃんけん、お楽しみ抽選会④じゃんけん、お楽しみ抽選会④じゃんけん、お楽しみ抽選会 

                その他：補聴器相談・耳マーク展示、その他：補聴器相談・耳マーク展示、その他：補聴器相談・耳マーク展示、その他：補聴器相談・耳マーク展示、 

                                バルーンアート、バルーンアート、バルーンアート、バルーンアート、 

                    ホワイトボード作りコーナー等ホワイトボード作りコーナー等ホワイトボード作りコーナー等ホワイトボード作りコーナー等 

備備備備    考：入場無料、申し込み不要考：入場無料、申し込み不要考：入場無料、申し込み不要考：入場無料、申し込み不要 

情報保障：要約筆記、手話通訳、筆談対応情報保障：要約筆記、手話通訳、筆談対応情報保障：要約筆記、手話通訳、筆談対応情報保障：要約筆記、手話通訳、筆談対応 

備備備備    考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要考：入場無料、申込不要 

※車の方は市民会館立体駐車場へ※車の方は市民会館立体駐車場へ※車の方は市民会館立体駐車場へ※車の方は市民会館立体駐車場へ 

問合せ：みみ祭実行委員会（大幸補聴器内）問合せ：みみ祭実行委員会（大幸補聴器内）問合せ：みみ祭実行委員会（大幸補聴器内）問合せ：みみ祭実行委員会（大幸補聴器内） 

TEL：：：：0594-31-7088 

FAX：：：：0594-31-7107 

Mail：：：：mimimaturi@gmail.com 
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◆邦画日本語字幕上映◆◆邦画日本語字幕上映◆◆邦画日本語字幕上映◆◆邦画日本語字幕上映◆    

 

※直近に公開される情報は、※直近に公開される情報は、※直近に公開される情報は、※直近に公開される情報は、Web ページページページページ

「「「「bloc：要約筆記のつく行事：要約筆記のつく行事：要約筆記のつく行事：要約筆記のつく行事 in 三重県」を三重県」を三重県」を三重県」を

ご覧ください。（表ご覧ください。（表ご覧ください。（表ご覧ください。（表紙の説明参照）紙の説明参照）紙の説明参照）紙の説明参照） 

 
●『七つの会議』●『七つの会議』●『七つの会議』●『七つの会議』    

◆２月２４日（日）～◆２月２４日（日）～◆２月２４日（日）～◆２月２４日（日）～2222月２７日（水）月２７日（水）月２７日（水）月２７日（水）    

イオンシネマ鈴鹿（※）イオンシネマ鈴鹿（※）イオンシネマ鈴鹿（※）イオンシネマ鈴鹿（※） 

                TELTELTELTEL：：：：059059059059----370370370370----8787878787878787        FAXFAXFAXFAX：：：：059059059059----370370370370----8711871187118711    

 

●『フォルトゥナの瞳』●『フォルトゥナの瞳』●『フォルトゥナの瞳』●『フォルトゥナの瞳』    

◆３月◆３月◆３月◆３月3333日（日）～３月６日（水）日（日）～３月６日（水）日（日）～３月６日（水）日（日）～３月６日（水）    

イオンシネマ鈴鹿（※）イオンシネマ鈴鹿（※）イオンシネマ鈴鹿（※）イオンシネマ鈴鹿（※） 

 

●『九月の恋と出会うまで』●『九月の恋と出会うまで』●『九月の恋と出会うまで』●『九月の恋と出会うまで』    

◆３月１０日（日）～３月１１日（火）◆３月１０日（日）～３月１１日（火）◆３月１０日（日）～３月１１日（火）◆３月１０日（日）～３月１１日（火）    

イオンシネマ津南（※）イオンシネマ津南（※）イオンシネマ津南（※）イオンシネマ津南（※） 

            TELTELTELTEL：：：：059059059059----370370370370----8787878787878787    

 

※イオンシネマ系の映画館は公式サイトにあ※イオンシネマ系の映画館は公式サイトにあ※イオンシネマ系の映画館は公式サイトにあ※イオンシネマ系の映画館は公式サイトにあ

るるるる「よくある質問」＞「お問い合わせフォーム」「よくある質問」＞「お問い合わせフォーム」「よくある質問」＞「お問い合わせフォーム」「よくある質問」＞「お問い合わせフォーム」

をお使い下さい。（全国共通）をお使い下さい。（全国共通）をお使い下さい。（全国共通）をお使い下さい。（全国共通） 

 

 

 

【バリアフリー映画上映会】（桑名市）【バリアフリー映画上映会】（桑名市）【バリアフリー映画上映会】（桑名市）【バリアフリー映画上映会】（桑名市）     

日日日日    時：３月２４日（日）時：３月２４日（日）時：３月２４日（日）時：３月２４日（日）13:30～～～～16:00 

場場場場    所：桑名メディアライヴ所：桑名メディアライヴ所：桑名メディアライヴ所：桑名メディアライヴ2F 第第第第1会議室会議室会議室会議室 

内内内内    容：映画『武士の家計簿』容：映画『武士の家計簿』容：映画『武士の家計簿』容：映画『武士の家計簿』 

                        字幕＆音声ガイド付き上映字幕＆音声ガイド付き上映字幕＆音声ガイド付き上映字幕＆音声ガイド付き上映 

備備備備    考：入場無料、ただし要申込考：入場無料、ただし要申込考：入場無料、ただし要申込考：入場無料、ただし要申込 

申込み：申込み：申込み：申込み：3月月月月5日（火）日（火）日（火）日（火）9:00～～～～ 窓口来場、窓口来場、窓口来場、窓口来場、 

                電話、電話、電話、電話、FAXのいずれかで下記までのいずれかで下記までのいずれかで下記までのいずれかで下記まで 

問合せ：桑名市立中央図書館問合せ：桑名市立中央図書館問合せ：桑名市立中央図書館問合せ：桑名市立中央図書館 

TEL：：：：0594-22-0562     FAX：：：：0594-22-0795 

 

    

【【【【PRPRPRPR】ヒアリングループマーク】ヒアリングループマーク】ヒアリングループマーク】ヒアリングループマーク 

ヒアリングループ（旧称：磁気誘導ループ）ヒアリングループ（旧称：磁気誘導ループ）ヒアリングループ（旧称：磁気誘導ループ）ヒアリングループ（旧称：磁気誘導ループ）

は、Ｔコイル（Ｔモード）が内蔵された補聴は、Ｔコイル（Ｔモード）が内蔵された補聴は、Ｔコイル（Ｔモード）が内蔵された補聴は、Ｔコイル（Ｔモード）が内蔵された補聴

器や人工内耳で利用できる、集団補聴援助設器や人工内耳で利用できる、集団補聴援助設器や人工内耳で利用できる、集団補聴援助設器や人工内耳で利用できる、集団補聴援助設

備です。三重県内では、四日市市立博物館の備です。三重県内では、四日市市立博物館の備です。三重県内では、四日市市立博物館の備です。三重県内では、四日市市立博物館の

プラネタリウムなどに常設されています。プラネタリウムなどに常設されています。プラネタリウムなどに常設されています。プラネタリウムなどに常設されています。    

    

    新しく補聴器を作る時には、ぜひ「Ｔ付き新しく補聴器を作る時には、ぜひ「Ｔ付き新しく補聴器を作る時には、ぜひ「Ｔ付き新しく補聴器を作る時には、ぜひ「Ｔ付き

にできるかどうか」を補聴器屋さんに聞いてにできるかどうか」を補聴器屋さんに聞いてにできるかどうか」を補聴器屋さんに聞いてにできるかどうか」を補聴器屋さんに聞いて

みてください。みてください。みてください。みてください。    

    

    

◆字幕付きプラネタリウム◆字幕付きプラネタリウム◆字幕付きプラネタリウム◆字幕付きプラネタリウム（四日（四日（四日（四日

市）市）市）市） 
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★３月２日（土）★３月２日（土）★３月２日（土）★３月２日（土）14:30～～～～ 一般番組一般番組一般番組一般番組 

「「「「THETHETHETHE    EARTHEARTHEARTHEARTH    

            ～宇宙から見た地球～」～宇宙から見た地球～」～宇宙から見た地球～」～宇宙から見た地球～」    

★３月３日（日）★３月３日（日）★３月３日（日）★３月３日（日）13:15～～～～ ファミリーファミリーファミリーファミリー番組番組番組番組 

「「「「Space DreamersSpace DreamersSpace DreamersSpace Dreamers    

        宇宙兄弟宇宙兄弟宇宙兄弟宇宙兄弟    南波六太がやってき南波六太がやってき南波六太がやってき南波六太がやってき

た！」た！」た！」た！」    

★３月９日（土）★３月９日（土）★３月９日（土）★３月９日（土）18:30～～～～ 夜間特別番組夜間特別番組夜間特別番組夜間特別番組 

「南極ヒーリング「南極ヒーリング「南極ヒーリング「南極ヒーリング    

            この地球（ほし）の果てで」この地球（ほし）の果てで」この地球（ほし）の果てで」この地球（ほし）の果てで」    

★３月１０日（日）★３月１０日（日）★３月１０日（日）★３月１０日（日）14:45～～～～ 星空番組星空番組星空番組星空番組 

「「「「12121212 の星ものがたり・冬の星ものがたり・冬の星ものがたり・冬の星ものがたり・冬    

        ～あなたの誕生日の星空は？～」～あなたの誕生日の星空は？～」～あなたの誕生日の星空は？～」～あなたの誕生日の星空は？～」    

    

※補聴援助※補聴援助※補聴援助※補聴援助（ループ）（ループ）（ループ）（ループ）は全席、毎日使えますは全席、毎日使えますは全席、毎日使えますは全席、毎日使えます    

入場料：一般入場料：一般入場料：一般入場料：一般 ¥540    高・大学生高・大学生高・大学生高・大学生¥380 

小・中学生小・中学生小・中学生小・中学生 ¥210    幼児無料幼児無料幼児無料幼児無料 

※団体※団体※団体※団体(20名以上名以上名以上名以上)・障害者割引有・障害者割引有・障害者割引有・障害者割引有 

問合せ：四日市市立博物館問合せ：四日市市立博物館問合せ：四日市市立博物館問合せ：四日市市立博物館 

TELTELTELTEL：：：：059059059059----355355355355----2700270027002700（代）（代）（代）（代）    FAXFAXFAXFAX：：：：059059059059----355355355355----2704270427042704    

Mail：：：：hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp 
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