
キミも石
川まいぶん博士にチャレンジ！

公益財団法人 石川県埋蔵文化財センター
〒920-1336　石川県金沢市中戸町18番地1
TEL 076-229-4477　 FAX 076-229-3731
http://www.ishikawa-maibun.jp

まいぶんの施設でポイントゲット
石川まいぶん博士 をゲット！景品と認定証
20ポイント、30ポイントでレベルアップ

●小学3年生～中学生がチャレンジできます
●学びポイント　　　と体験ポイント　　  があります
●体験や見学などで、ポイントカードにスタンプ
●複数のポイントカードをひとつのカードにまとめることはできません
●「博士」を申請するときは、石川県埋蔵文化財センターに
　ポイントカードを持参あるいは郵送してください

ルール 詳しい内容や最新の内容は、石川県埋蔵文化財センターホームページで見ることができます

は　か せ

10ポイント（学び2ポイント以上）で

の2倍ポイントで

の3倍ポイントで

2020.4.1～2021.3.31

いつでもできる古代体験
まが玉づくりなど

❶ミニ縄文土器づくり
7/12（日）　9:30、13:30　各15人
小学校3年生～一般（小学校3・4年生は保護者と一緒）
❷藍の生葉染め
8/2（日）　9:30、13:30　各15人
小学校3年生～一般（小学校3・4年生は保護者と一緒）
❸鹿角製アクセサリーづくり
8/23（日）　9:30、13:30　各15人
小学校3年生～一般（小学校3・4年生は保護者と一緒）

❹剣づくり
1/24（日）　9:30、13:30　各15人
小学校3年生～一般（小学校3・4年生は保護者と一緒）
❺鏡づくり
2/7（日）　9:30、13:30　各15人
小学校3年生～一般（小学校3・4年生は保護者と一緒）
❻弥生の布づくり
2/21（日）　9:30、13:30　各15人
小学校3年生～一般（小学校3・4年生は保護者と一緒）
❼鉄器づくり
3/14（日）　9:30、13:30　各10人
小学校5年生～一般

❶縄文土器づくり
5/17（日）9:30～15:00
小学5年生～一般、20人

❷弥生土器づくり
6/21（日）9:30～15:00
小学5年生～一般、20人

❸須恵器づくり
10/25（日）9:30～15:00
小学5年生～一般、20人
❹弥生の玉づくり
12/20（日）9:30～15:00
小学校3年生～一般
（小学校3・4年生は保護者と一緒）、20人

古代体験学習講座

古代体験まつり
10/11（日）10:00～16:00

    石川県埋蔵文化財センター
     金沢市中戸町18-1
●電 話：076-229-4477　●P：有　●料 金：
無料　●時間：9:00～17:00（入館16:30まで）
●休館日：年末年始

石川まいぶん博士チャレンジ講座
9/22（火・祝）の午前
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ミニ講座

親と子の発掘体験教室
（電話あるいは葉書で事前申し込み）
1回目：8/8（土）、2回目：9/5（土）  10:00～15:00
いしかわの発掘展
7/11（土）～9/6（日）

まいぶん・バックヤード・ツアー
8/17（月）～28（金）の平日午前
加賀郡牓示札・
野々江本江寺遺跡出土品公開
春季4/25（土）～5/24（日）
秋季10/2（金）～11/3（火・祝）
講座　考古学最前線
11/28（土）14:00～16:30
会場：地場産業振興センター本館第1研修室
発掘報告会　いしかわを掘る
3/7（日）13:00～16:30
会場：石川県立美術館ホール
発掘調査現地説明会
適宜HPなどでお知らせします

ホール展示や常設展示見学

ポイントがたまったら
石川県埋蔵文化財センターに申請
ポイントカードを持参または郵送

STEP 1 STEP 2 STEP 3

    真脇遺跡縄文館
     能登町真脇48-100
●電話：0768-62-4800　●P：有　●料金：大人
330円、小中高校生160円　●時間：9:00～17:00
（入館16:30まで）　●休館日：月・火・年末年始
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常設展示見学
通常体験

    珠洲焼資料館
     珠洲市蛸島町1-2-563
●電 話：0768-82-6200　●P：有　●料 金：
大人330円、小中高校生160円　●時間：9:00
～17:00（入館16:30まで）　●休館日：月（祝日
を除く）・年末年始
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常設展示見学

チラシ・HPを見てください

施設の体験等

    輪島市門前交流センター
     輪島市門前町走出6-69
●電話：0768-42-1111　●P：有　●料金：無
料●時間：9:00～16:00（入館15:30まで）　●休
館日：月（祝日の場合は翌日）・年末年始
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常設展示見学

    能登中居鋳物館
     穴水町字中居ロ-110
●電 話：0768-56-1231　●P：有　●料 金：大
人300円、小中高校生150円　●時間：9:30～
17:00（入館16:30まで）　●休館日：月・年末年始
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常設展示見学



    小松市埋蔵文化財センター
     小松市原町ト77-8
●電話：0761-47-5713　●P：有　●料金：展示
のみ100円、高校生以下無料　●時間：9:00～
17:00（入館16:30まで）　●休館日：水・年末年始

24

    白山市立鳥越一向一揆歴史館
     白山市出合町甲26
●電 話：076-254-8020　●P：有　●料 金：大
人310円、中学生以下無料　●時間：9:00～
17:00（入館16:30まで）　●休館日：月（祝日の場
合は翌日）・年末年始、展示替え整理期間

19

または

    野々市市ふるさと歴史館
     野々市市御経塚1丁目182
●電話：076-246-0133　●P：有　●料金：無料
●時間：10:00～16:00　●休館日：月（祝日の場合
は翌日）、祝日の翌日（土日はのぞく）、年末年始
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夏休み古代体験
7月下旬～8月下旬予定

    金沢市埋蔵文化財収蔵庫
     金沢市新保本5丁目48
●電話：076-240-2371　●P：有　●料金：無料
●時間：9:30～16:30　●休館日：月・年末年始
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    石川県立歴史博物館
     金沢市出羽町3-1
●電 話：076-262-3236　●P：有　●料 金：
大人300円、大学生・65歳以上240円、高校生
以下無料  ※特別展は別料金　●時間：9:00～
17:00（展示室への入室は16:30まで）　●休館
日：展示替期間・年末年始
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    津幡ふるさと歴史館
     津幡町清水リ1-1
●電 話：076-288-2101　●P：有　●料 金：
100円（町内の65歳以上及び中学生以下は無料）
●時間：10:00～17:00（入館16:30まで）●休館
月（祝日の場合は翌日）・年末年始

和同開珎をつくろう
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常設展示見学
歴史新発見（れきしる探検）

常設展示見学

特別個別講座

常設展示見学

常設展示見学

常設展示見学

常設展示見学

常設展示見学

常設展示見学

5/23（土）
6/20（土）

縄文土器づくりと火おこし体験
10/24（土）、11/21（土）

まが玉づくり 7月

木簡年賀状づくり 12/19（土）

くみひもづくり 8月
各１

企画展｢探検！七尾の古墳｣
3/20/（金・祝）～5/25（月）
楽しく学ぼう！～古墳ゲームに挑戦～
5/2（土）14:00～16:00
第2回Sato歩き講座｢七尾の古墳めぐり｣
5/9（土）

    内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」
     内灘町字宮坂に455
●電話：076-286-1189　●P：有　●料金：大
人200円、団体150円、高校生以下無料　●時間：
10:00～17:00　●休館日：火（祝日の場合は翌
日）・年末年始
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常設展示見学

いつでもできる古代体験
まが玉づくりなど

常設展示・古墳群見学

古代体験教室

いつでもできる縄文体験
体験受付は16:00まで

    金沢縄文ワールド
     金沢市上安原南60
●電 話：076-269-2451　●P：有　●料 金：
無料　●時間：9:30～17:00（入館16:30まで）
●休館日：月・年末年始
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年度内に閉館予定

    白山市立博物館
     白山市西新町168-1
●電 話：076-275-8922　●P：有　●料 金：大
人200円、高校生100円、中学生以下無料　●時
間：9:00～17:00（入館16:30まで）　●休館：月（祝
日の場合は翌日）、年末年始、館内特別整理期間
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    白山市文化財保護課
●電話：076-274-9579
21

    能美市立歴史民俗資料館
     能美市寺井町を20
●電話：0761-58-6103　●P：有　●料金：無料
●時間：9:00～17:00　●休館日：月・年末年始
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常設展示見学 今秋に開館予定

    能美市博物館（仮称）
●P：有
23

    法皇山横穴古墳収蔵庫
     加賀市勅使町イ53番地
●電話：0761-72-7888（文化振興課）　●P：
有　●料金：無料　●時間：9:00～16:00　●休
館日：12月～3月

26

常設展示見学

    小松市立博物館
     小松市丸の内公園町19
●電 話：0761-22-0714　●P：有　●料 金：
一般300円、高校生以下無料、特別展に伴う料
金変更の場合あり　●時間：9:00～17:00（入館
16:30まで）　●休館日：水・祝日の翌日、年末年始、
展示替え等に伴う臨時休館
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    九谷焼窯跡展示館
     加賀市山代温泉19-101-9
●電 話：0761-77-0020　●P：有　●料 金：
大人350円、75歳以上170円、団体（20名以上）
290円、高校生以下、障がい者無料　●時間：
9:30～17:00（入館16:30まで）　●休館日：火・
祝日の場合は開館

27

常設展示見学

    宝達志水町埋蔵文化財センター
     宝達志水町小川ハ249-1
●電話：0767-28-5180　●P：有　●料金：
無料　●時間：9:00～17:00　●休館日：土・
日・祝・年末年始
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常設展示見学

常設展示見学

土器づくり体験
7/25（土）9:00～11:30

弥生まつり
8/22（土）9:00～11:30（会場は吉崎・次場弥生公園）

    羽咋市歴史民俗資料館
     羽咋市鶴多町鶴多田38-1
●電 話：0767-22-5998　●P：有　●料 金：
無料　●時間：9:30～17:00（入館16:30まで）
●休館日：月・年末年始
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まが玉づくり チラシ・HPを見てください

チラシ・HPを見てください

チラシ・HPを見てください

お問合わせしてください

かほくふるさと展示室見学 常設

    海と渚の博物館
     かほく市白尾ム-1-3
●電話：076-283-8880　●P：有　●料金：（地
階展示）大人200円、小中高校生100円・（かほく
ふるさと展示室、1階展示）無料　●時間：9:00～
17:00（入館は16:30まで）　●休館日：月（祝日の
場合は翌日）・年末年始
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石川中央都市圏考古資料展
令和3年1/7～26予定

春季特別展
｢加賀藩江戸屋敷ー本郷邸の儀礼とくらしー｣
4/25（土）～6/7（日）

常設展示見学

常設展示見学
20人以上から団体割引

    のと里山里海ミュージアム
     七尾市国分町イ部1
●電 話：0767-57-5100　●P：有　●料 金：
無料　●時間：9:00～17:00　●休館日：火（祝
日の場合は開館）・年末年始
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常設展示見学
20人以上から団体割引
雨の宮古墳まつり

    石動山資料館
     中能登町石動山ラ部1-2
●電 話：0767-76-0408　●P：有　●料 金：
大人200円、大人団体160円、小中高校生100
円、小中高校生団体無料　●時間：9:00～
17:00（入館16:30まで）　●休館日：火・冬季
（12/1～3/20）
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    雨の宮能登王墓の館
     中能登町西馬場7部12
●電 話：0767-72-2202　●P：有　●料 金：大
人200円、大人団体160円、小中高校生100円、
小中高校生団体無料　●時間：9:00～17:00（入
館16:30まで）　●休館日：火・冬季（12/1～3/20）
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チラシ・HPを見てください

詳細はチラシ・HPを見てください

詳細はチラシ・HPを見てください

第2回里山里海フェスティバル
10月中旬 詳細はチラシ・HPを見てください

施設の体験等
    志賀町文化ホール
     志賀町高浜町カの1番地1
●電 話：0767-32-2970　●P：有　●料 金：無
料　●時間：9:00～17:00　●休館日：年末年始、
展示替え等に伴う臨時休館
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企画展示見学
町HPから広報ページを見てください


