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番号
関係施設 郵便番号 住所 電話番号

*1 （株）青山高原ウインドファーム 〒514-0053 津市博多町５－６３ 059-228-7773

*2 阿漕塚 〒514-0812 津市柳山津興６２２ 059-229-3170

*3 朝日町歴史博物館 〒510-8103 三重郡朝日町柿２２７８ 059-371-6111

*4 伊賀流忍者博物館 〒518-0873 伊賀市上野丸之内１２２－４ 
社団法人伊賀上野観光協会 0595-26-7788

*5 伊賀くみひもセンター 〒518-0823 伊賀市四十九町１９２９－１０ 0595-23-8038

*6 伊賀焼振興協同組合 〒518-1325 伊賀市丸柱１６９－２ 0595-44-1701

*7 伊賀焼伝統産業会館 〒518-1325 伊賀市丸柱１６９－２ 0595-44-1701

*8 石取会館 〒511-0039 桑名市京町１６ 0594-24-6085

*9 伊勢型紙資料館 〒510-0242 鈴鹿市白子本町２１－３０ 059-368-0240

*10 いつきみや歴史体験館 〒515-0321 多気郡明和町斎宮３０４６番地２５ 0596-52-3890

*11 いなべ市教育委員会　生涯学
習課 〒511-0274 いなべ市大安町大井田２７０４　　　　　 0594-78-3521

*12 上野城跡（本城山青少年公園） 〒510-0304 津市河芸町上野 059-229-3248

*13 大台町観光協会 〒515-2404 多気郡大台町佐原６６３－１ 0598-84-1050

*14 尾鷲市役所　市長部局 
市長公室秘書広報係 〒519-3696 尾鷲市中央町１０番４３号 0597-23-8132

*15

尾鷲市役所　市長部局 
新産業創造課 
まちづくりプロデュースセン
ター・観光交流係

〒519-3696 尾鷲市中央町１０番４３号 0597-23-8221

*16 尾鷲市役所　水産農林課 
水産振興係 〒519-3696 尾鷲市中央町１０番４３号 0597-23-8231

*17 尾鷲農林水産環境事務所総務
企画室 〒519-3695 尾鷲市坂場西町１－１ 0597-23-3495

*18 亀山市観光協会 〒519-1111 亀山市関町新所６６４－２ 0595-97-8877

*19 亀山市歴史博物館 〒519-0151 亀山市若山町７－３０ 0595-83-3000

*20 香良洲歴史資料館 〒514-0313 津市香良洲町６３２０ 059-292-2118

*21 寒松院 〒514-0015 津市寿町５－４ 059-224-4077

*22 木曽川文庫 〒496-0946 愛知県愛西市立田町福原 0567-24-6233

*23 北畠神社 〒515-3312 津市美杉町上多気１１４８ 059-275-0615

*24 紀北町紀伊長島総合支所産業
建設室 〒519-3205 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島２１４１

番地 0597-47-1111

*25 紀北町教育委員会生涯学習課 〒519-3492 北牟婁郡紀北町海山区相賀４９５番地８ 0597-32-3915

*26 熊野市紀和鉱山資料館 〒519-5413 熊野市紀和町板屋１１０－１ 0597-97-1000

*27 国立木曽三川公園センター 〒503-0625 岐阜県海津市海津町油島２５５－３ 0584-54-5531

*28 菰野町役場観光産業課 〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田１２５０ 059-391-1144

*29 菰野町役場社会教育課 〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田１２５０ 059-391-1160

*30 斎王まつり実行委員会 〒515-0321 多気郡明和町斎宮２８１１ 0596-52-0054

*31 斎宮歴史博物館 〒515-0325 多気郡明和町竹川５０３ 0596-52-3800
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*32 坂本棚田保存会 〒519-0223 亀山市安坂山町２５５７ 0595-85-0538

*33 茶業振興センター 〒512-1105 四日市市水沢町字西野２６８－３ 059-329-3367

*34 佐佐木信綱記念館 〒513-0012 鈴鹿市石薬師町１７０７－３ 059-374-3140

*35 JAいがほくぶ 〒518-0823 伊賀市四十九町１２９４ 0595-24-5111

*36 志摩マリンランド 〒517-0502 志摩市阿児町神明賢島７２３－１ 0599-43-1225

*37 正法寺 〒516-2119 度会町注連指１２３９ 0596-64-0705

*38 真宗高田派本山専修寺 〒514-0114 津市津市一身田町２８１９ 059-232-4171

*39 鈴鹿市伝統産業会館 〒510-0254 鈴鹿市寺家３丁目１０－１ 059-386-7511

*40 関宿旅籠玉屋歴史資料館 〒519-1112 亀山市関町中町４４４－１　　　　 0595-96-0468

*41 (財）石水会館石水博物館 〒514-0033 津市丸之内９－１８ 059-227-5677

*42 崇廣堂 〒518-8501 伊賀市上野丸之内１１６ 0595-22-9611

*43 大黒屋光太夫記念館 〒510-0224 鈴鹿市若松中１丁目１－８ 0593-85-3797

*44 谷川士清旧宅 〒514-0041 津市八町３－９－１８　 059-229-3251

*45 玉城町郷土資料館 〒519-0415 度会郡玉城町田丸１１４－１ 0596-58-8212

*46
津城跡 
①津市教育委員会生涯学習課 
②津市観光協会

〒514-0033 津市丸之内 ①059-229-3251 
②059-246-9020

*47 松の会　 〒511-0251 員弁郡東員町山田１７００ 0594-76-8899

*48 中山薬草薬樹公園「元丈の里」 〒519-2204 多気郡多気町大字波多瀬４１２－２ 0598-49-3933

*49 俳聖殿 〒518-8501 伊賀市上野丸之内１１７－１３ 
上野公園芭蕉記念館内 0595-21-2219

*50 芭蕉翁記念館 〒518-8501 伊賀市上野丸之内１１７－１３ 
上野公園芭蕉記念館内 0595-21-2219

*51 萬古陶磁器工業協同組合 〒510-0032 四日市市京町２番１３号 059-331-7146

*52 ばんこの里会館 〒510-0035 四日市市陶栄町４番８号 059-330-2020

*53 松浦武四郎記念館 〒515-2109 松阪市小野江町３８３ 0598-56-6847

*54 松阪市文化財センター 〒515-0821 松阪市外五曲町１番地 0598-26-7330

*55 松阪商人の館 〒515-0081 松阪市本町２１９５番地 0598-21-4331

*56 三重県立博物館 〒514-0006 津市広明町１４７－２ 059-229-2283

*57 美杉ふるさと資料館 〒515-3312 津市美杉町上多気１０１０ 059-275-0240

*58 明和町役場 〒515-0332 多気郡明和町大字馬之上９４５ 0596-52-7111

*59 明和町役場斎宮跡課 〒515-0332 多気郡明和町大字馬之上９４５ 0596-52-7126

*60 本居宣長記念館 〒515-0073 松阪市殿町１５３６－７ 0598-21-0312

*61 四日市港管理組合 〒510-0011 四日市市霞二丁目１－１ 059-366-7022

*62 四日市市立博物館 〒510-0075 四日市市安島一丁目３番１６号 059-355-2700

*63 六華苑 〒511-0009 桑名市桑名鷹場６６３－５ 0594-24-4466

*64 輪中の郷 〒511-1102 桑名市長島町西川１０９３番地 0594-42-0001

*65 度会町教育委員会（森添遺跡） 〒516-2195 度会町棚橋１２１５－１ 0596-62-2422
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