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の すゝめ

富山湾沿いのまち、射水市新湊放生津地区。鎌倉時代には越中の

政治・経済・文化の中心として、江戸時代には北前船の中継地と

して、栄えたところです。

この放生津地区を東西に流れるのが、内川です。

新湊大橋のかかる富山新港から、奈呉の浦あたりまでの約2.6 km

の水路を内川と呼びます。名前はいたって普通ですが、千数百年

前から現在に至るまで、人々の生活と驚くほど近いところにある

川なのです。
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富山湾

内川

内川周辺で体感できる、水辺を中心に営まれている独特な生活感
に、初めての人なら興奮してしまうかもしれません。ちょっと注
意して歩いてみると、湊町で脈々と培われてきた一筋縄では行か
ない歴史や文化の断片を発見できます。まるで、内川全体が美術
館か博物館かのような、すごい密度と濃度で迫ってきます。

「内川さんぽ」に、知識や経験は必要ありません。川沿いや路地を
歩くだけで、プチ探検気分になれちゃいます。ディープで個性的
なお店に挑戦してみるもよし、ちょっと勇気を出して地元の方に
声をかけてみるもよし！あなたのペースで、ブラブラしてみてく
ださい！…さぁ、さっそく出発しましょう！

「景観」とか「歴史」とか「文化」という言葉で、半ば強引に見た目だ
けを残したものとは違い、内川にはリアルな景色があります。ここ
に暮らす人々それぞれの生き方が、結果的にこの独特の風景をつ
くっています。「どうしたの？」「なんだそれ？」とツッコミたくな
るところがあるのも魅力のひとつ。自由奔放なところ、放置され
ているところ…そういう場所もあるから、歩いて楽しいのです。

近くて、密で、自由奔放。1000年以上前からある生活空間

左：（財）高樹会所蔵・射水市新湊博物館保管「射水郡分間絵図（文政六年九月）」より一部抜粋
右：上記絵図を簡素化したものに、「内川」「富山湾」「富山新港」の位置を追加

今の

富山
新港

今の

ス ス メ

歴史と生活が濃密にからみあう現在

ツッコミどころ満載のリアルな生活感

自分のペースで、ブラブラできる

係留しておく船に傷がつかないよう、何本ものロープを合わせて作られた縄。よく
見ると太さや編み方もいろいろで芸術的。昔ながらの板壁が特徴的な「番屋カフェ」
（旧・渡辺邸）の前で発見。ここは、10年以上前からカフェやギャラリーが開かれるな
ど、地元の人々に愛され続けてきた場所。2016年、川沿いに「番屋カフェ」（21ページ）、
2019年には街道沿いに「内川の家 奈呉」（22ページ）がオープンし、内川のシンボル
的存在となっています。

縄アートと「番屋カフェ」
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路地、角切り、
ギザギザスカイライン。

まち全体に、
喜びと幸せが溢れる。

「内川さんぽ」におすすめなのが、NPO法人水辺のまち新湊が発行する
手描きマップ。内川沿いのお店や施設で販売されています（1組200円・
税込）。くまなく歩いて調査されており、家々の特徴や停泊する船まで忠
　実に描かれています。お店はもちろん民家や空き家も省略されていな
　　 いので、これを持っていれば内川で迷うことはありません！
　　　 見るだけで散策気分になれるので、お土産にもぴったり♪

新湊内川まち歩き絵図

川の両岸にはたくさんの船が停泊し、そ
の外側に歩道、さらに外側に家屋があり
ます。水辺空間と生活空間とが密接かつ
フラットにつながる情緒満点の風景です。

川沿いから路地に入ると、独特の形をし
た建物や雰囲気のある場所が。お隣と接
しながら、限られた土地で快適に暮らす
智恵や工夫が、ぎゅっと詰まっています。

古くから海で生計をたてる人が多く住む
内川周辺。海や自然に対する畏敬の念や
感謝の気持ちを常に持ちながら暮らして
いる様子を、垣間みることができます。

水と暮らしの距離が
ものすごく近い。

初めてなのに懐かしい、
内川グルメ。

地蔵堂、神社、お寺が
やたらと多い。

猫を探して、
内川さんぽ。

たくさんのお祭りの中でも、春の獅子舞、
秋の曳山祭りは特別なもの。祭りが近づ
き、お囃子の練習で笛や太鼓が響き始め
ると、人々の心も浮き立ちます。

漁師町だから、お魚やお寿司はもちろん
おいしいけれど、地元の人々に長く愛さ
れてきたメニューもおすすめ。初めてな
のに、どこか懐かしい味がします。

5～6
ページ

7～8
ページ

9～10
ページ

11～12
ページ

13～14
ページ

15～16
ページ

26
ページ

内川周辺マップ／内川へのアクセス

まるで、水に浮かぶまち 限られた土地に密集する見ごたえ

屋根の重なりは情緒の重なり

自然を畏れ、敬う、信心深い人々
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地元民が愛するディープなお店

「内川ねこ」は物おじしない
魅力的なお店やとっておきの場所、
有りマス。

17～25
ページ

17～18
ページ

19～25
ページ

内川のおすすめ
Shop & Spot 

MAP Shop&spot

そして、あとがき



まるで、水に浮かぶまち。

ミズトクラシ

水と暮らしの距離が、
ものすごく近い。

川の両岸にはたくさんの船が停泊し、その外側に歩道、
さらに外側に家屋があります。水辺空間と生活空間と
が密接かつフラットにつながる情緒満点の風景です。
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　内川は、旧・新湊市の放生津地区を流れる川。

千数百年前から現在に至るまで、地元の人々の

生活とともにある「生きた川」です。

　「川と人が、これだけ近く生活している場所が

あったなんて！」…初めて内川を見た人なら、こ

の風景に、きっと衝撃を受けるはず。

　川のゆるいカーブに沿って並ぶ定置網の漁船、

増改築によってランダムに壁を共有して連なる

家々、個性豊かな橋たち。まるで、水に浮かぶ

まちのような内川周辺の風景は、いろんなもの

が絶妙なバランスで存在しているのです。

　川と歩道の間には特に手すりやガードはあり

ません。天気のよい日には、川沿いのベンチに

腰かけ水辺を眺めてくつろぐ人や、川と歩道の

間の限られた土地を使って植えられた花木（たま

に野菜も！）などの世話をする人など、思い思い

に過ごす人を見かけます。そこには、内川とと

もにゆるやかに流れる時間があります。

　漁船の上に見事にまとめられたロープに見とれ

たり、軒先に干された防水スーツを見つけたり。

日中の散策では、早朝に活動する漁師さんとは

なかなか会えないけれど、彼らの営みは至るとこ

ろで発見できます。魚の入っていた発泡スチロー

ルのトロ箱が、草花を育てるプランターの代わ

りになっている光景も湊町ならではです。

　歩けば体感できる、湊町の独特の生活感。こ

こで暮らして来た人々の歴史や智恵、考え方が、

風景に凝縮されているのです。

ゆるやかにカーブする川沿いと、
ギザギザと重なる家々の屋根と壁。
どこから撮っても絵になってしまう。

内川沿いの船と家

木製デッキが、リゾート気分を盛り上げてくれる。
川に面した休憩所

　 きれいにまとめられているロープ。何気ない風景にも漁師さんたちのワザが光る。　　30年ほど前は
もっと水面が低かったらしい。溢れそうで溢れない水面には、広い広い空が映る。　　水辺と歩道の間、
限られた公共空間に植えられている花や木は、手入れが行き届いている。　　「山王橋（通称＝手の橋）」
のたもとの細い階段。子どもたちがよく鬼ごっこをしている。　　川沿いのちょっとおしゃれな街灯。お
祭りの日に大漁旗でおめかし。　　手すりがないから、水位の高くない時は岸に腰かけられる。　　川沿
いには多くのベンチがあるけれど、お気に入りの椅子やパラソル持参でくつろぐ人々も少なくない。
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水と暮らし



屋根の重なりは情緒の重なり。
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　海岸線と川沿いをなぞるように広がってきた

放生津地区の家々の多くは、間口が狭く、奥行き

のあるつくりです。昔は、家屋からそのまま船に

荷物を積んだり、人が乗ったりしていたそうで、

川に面している方が実は裏玄関で、細い路地に

面している方が表玄関という家が多いのも特徴。

　雨つゆから建物を守るため、木の板やトタン、

鋼板で建物を覆っている家がほとんど。外から

はなかなか見えませんが、中庭や内蔵を持つ家

は少なくありません。家の中にお邪魔してみる

と、その奥行きと意外な広さに驚きます。限ら

れた土地で、お隣とくっついて建てられていて

も、快適に暮らせる智恵が隠れているのです。

　また、内川周辺の小さな路地にも、湊町なら

ではの工夫や魅力がにじみ出ています。表庭の

ない家では、プランターや植木鉢で緑や彩りを

演出するのが基本。お隣の家が取り壊されたこ

とで、倒れないようにつっかえ棒のしてある家

屋もよく見かけます。

　そして、特筆すべきは、「角切り」の家の多い

こと。狭い道でも、車や曳山が通りやすいよう

に角を切るので、四角形ではなく五角や六角の

家になっています。切られた面にガラス窓や扉

が付けられていると、より一層レトロでモダン

な雰囲気が醸し出されます。

　他にも、格子（「さまむすこ」、「さまのこ」）の

ある家、緑青の吹いた銅板葺きの家など、古く

からある建築様式も多く残っています。

　 内川沿いの見事な板壁といえば「番屋カフェ」。中には土蔵が 3つあり、この板壁はそれらを囲う外側
のカバーのようなもの。　　「背戸」と呼ばれる家の裏路地。かつては漁師の奥さんたちの作業場であり
情報交換の場だった。　　連なる町家の緑は、ほとんどが大小のプランター。表情豊かな景観を作ってい
る。　　くねくねした狭い路地に沿って、しっかりと融雪装置が。　　海に近い路地で出会ったワンちゃ
んからは潮の香りが。　　海へ向かう道。家々の壁の色がレゴブロックのようにカラフル。黒い瓦屋根の
おかげで連続性が保たれている。　　緑のツタが生い茂る廃墟。ここまで茂ると見ごたえがある。
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隣どうしの屋根が、微妙に違う高さで重なり、
ゆるやかなギザギザで連なっている。敷地の
真ん中に庭やベランダのある家が多い。

ギザギザ屋根 1軒分
これで

昔の畳屋の外観を生かし、改装されたカフェ。
内川周辺の、角に立つ家はたいてい「角切り」
され、曳山や車が通りやすくなっている。

角切りのカフェ
すみ き

ふつう 角切り

路地、角切り、
ギザギザスカイライン。

川沿いから路地に入ると、独特の形をした建物や雰囲
気のある場所が。お隣と接しながら、限られた土地で
快適に住らす智恵や工夫が、ぎゅっと詰まっています。

路地と家

板壁とチョコレート色のトタン板の絶妙な組
み合わせ。内川周辺は間口が狭く奥行きのある
家が多い。手前～内川までが一軒分の敷地。

この写真の家屋・路地は解体・
整備され、現在はありません。

支え合う家と路地

すみき
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自然を畏れ、敬う、信心深い人々。
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　内川界隈を歩いて驚くのは、「おんぞはん」と

呼ばれるお地蔵さまのお堂の多さと立派さ。こ

の界隈に150カ所もあると言われているだけあっ

て、辻々で出会えます。「人通りの少ない道ばた

にお地蔵さま」という光景は、全国各地で目にし

ますが、内川の「おんぞはん」たちは、しっかりと

人々の暮らしにとけ込んでいます。どの「おんぞ

はん」も、ちゃんと“毎日営業している”というか、

何人もがお世話やお参りにやって来て、大切にさ

れていることが伝わってきます。

　海で生計を立てていた人が多い内川界隈。「板

子一枚下は地獄」ということわざがあるように、

海での仕事は死と背中合わせでした。人々は海

上での無事と大漁を祈願して、様々な神仏をま

つり、恵みをもたらしてくれる海や自然に、感

謝と畏敬の念を表し続けてきました。また、海

岸に沿って発達してきた町は、浜風によって大

火になりやすかったため、火伏せに対する信仰

のあつい地域でもあります。

　そして、内川の周辺には歴史ある寺社が密集

しています。古くは平安や鎌倉の時代に創始さ

れたものもありますが、多くは江戸～明治にか

けての創立・創建。今でも、内川にかかる橋の先

がそのままお寺の参道につながっていたり、主

要な道の辿り着く先に神社があったりします。

内川周辺は、神社や寺院を中心にまちが形づく

られている門前町のような雰囲気を持っている

のです。

　 光明寺前の「おんぞはん」。この界隈の地蔵堂は、暗くなるとちゃんと電気がつき、賑やか。　　毎朝の
お世話や掃除は、ご近所どうしで担当を決め、交代で行う。　　「お参りがおわったら、木の扉を閉めてお
いて下さい。寒い時期なので…。」と張り紙が。おんぞはんは、温かそうな手編みのケープを羽織っていた。
　 漁師の信仰を集める「魚取社」。この界隈は漁の神様＝恵比須様を祀る神社が多い。 　　 区画整理のため、
一時的に駐車場に置かれていた地蔵堂。　　鮮やかな色のおりん台。お経のビーズ刺繍が。　　少子高齢
化によるお世話の負担を減らすため、おんぞはん26体を合祀し2017年に新設された「奈呉町地蔵尊」。

漁業繁栄と海上安全の守護神として地元漁師さ
んの崇敬を集める神社。漁に出かける際、舟の
上からお参りできるよう、海側を向いている。

西宮神社
1 2

3

4

6

内川界隈に約150カ所あるといわれる
地蔵堂。お地蔵さまのことを「おんぞ
はん」と呼び、毎日お供え物やお参り
を欠かさない。

おんぞはん

地蔵堂、神社、お寺が
やたらと多い。

古くから海で生計をたてる人が多く住む内川。海や自
然に対する畏敬の念や感謝の気持ちを常に持ちながら
暮らしている様子を、垣間見ることができます。

おんぞはん

5

7
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限られた土地に密集する見ごたえ。
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　内川が流れる新湊地区のお祭りとして、人々が

まず口にするのが、毎年10月1日に行われる「曳

山まつり」です。ぎゅっと密集した家々の建ち並ぶ

狭い道を、豪華な曳山が連なって進む華やかさと

角切りの家の角をギリギリで曲がる勇壮さ、それ

を曳く男衆の威勢の良さは住民たちの誇り。心躍

るお囃子の音が、まち全体を興奮で包む日です。

「この1日があるから、後の364日なんとか生きら

れる」と豪語する祭り好きも多数。大切なまっつ

ん（＝祭り）の日、もちろん仕事は休み。この日に

合わせて帰省する転出者も多く、観覧客はもちろ

ん、住民や元住民が急増する日でもあります。

　曳山祭りは、もともと放生津八幡宮の秋季大

祭の一部。海から来られた神様を境内の老松の

もとに招き入れて行われる10月2日の「築山祭」

が本祭です。神様の姿を人形で表現し、氏子たち

のために町内を巡れるよう曳きまわす形になっ

たそう。人形や装飾は時代を反映したアレンジ

を加えながら、今に引き継がれています。

　そして、春は獅子舞。五穀豊穣や大漁満足など

を、各地区の氏神様にお祈りした後、地域の獅子

方が家々を巡ります。

　愛嬌たっぷりの顔でゆさゆさと舞う獅子と、色

鮮やかな衣装で舞う子どもや若衆たち、心地よく

響くお囃子の音…。獅子舞の日は、まち全体が浮き

足立ち、喜びに包まれる日。獅子舞のある地区

が密集しており、祭礼の日も重なっているため、

いくつもの幸せな光景に出会えます。

　　 放生津八幡宮の秋季大祭は9月30日の宵祭りから10月3日までの4日間行われる。13 本の曳山は、
10月1日の「神輿渡御」のお供として曳かれる。「花山」も「提灯山」も、狭い街角を民家スレスレで曲が
るのが見どころのひとつでもある。　　　 各町内の獅子方による獅子舞。東西2kmの内川界隈に、20あ
まりの獅子舞が密集しており、遭遇率が高い。　　お祭りの日、多くの漁船には大漁旗がなびく。　　50年
ほど前から、夜になると松明を持って舞うのが一帯に定着し、夜はさらに見ごたえが増す。　  お祭りの約1
か月前から踊りやお囃子の練習が始まる。夜、まちに響く笛や太鼓の音は情緒満点。

放生津八幡宮祭礼は地域を代表する名
物のひとつ。毎年10月1日、13本の曳
山が、昼は「花山」、夜は「提灯山」にし
つらえられ、町中を練りまわる。

曳山まつり
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5月中旬（15日か第2土曜日のところ
が多い）は氏神様のお祭り。内川周辺は
獅子舞が盛んで、少し歩けばいくつも
の獅子舞に遭遇できるのが楽しい。

獅子舞

まち全体に、
喜びと幸せが溢れる。

たくさんのお祭りの中でも春の獅子舞、秋の曳山祭り
は特別なもの。祭りが近づき、お囃子の練習で笛や太
鼓が響き始めると、人々の心も浮き立ちます。

祭りの日



ウチカワグルメ

地元民が愛するディープなお店
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　内川周辺には、「お店のような顔をしていないお

店」が、意外とたくさんあります。入口にひっそり

とのれんがかかっているだけだったり、普通の家っ

ぽいのに中で明らかに魚をさばいている人がいた

り…。「売る気がないのか？」と思われるかもし

れませんが、大きな看板を出さずとも、季節ごと

にメニューを変えずとも、「この味がいい！」と通

う人がたくさんいる証拠でもあります。

　地元の人々の生活に根ざしているから、宣伝は

特に必要なし！漁師の多い湊町なので、魚の鮮度

や味にうるさい人ばかり。そんな中で元気に営業

しているお店は、当たり前すぎていちいち「地産

地消」だの「産地直送」だのと言いません。…そん

な潔いお店が多いのも、内川の特徴なのです。

　和風のだし汁に中華麺を入れた「かけ中」（か

け中華、汁中華など、お店によって呼び名はいろ

いろ）は、うどんとラーメンを置いているお店や

居酒屋さんなどで、気軽に頼むことができる、新

湊のソウルフード。

　他にも、獲れたての魚で作ったお惣菜やすり身、

干物などは、ぜひ一度味わって欲しいおいしさ

です。また、新鮮な海の幸と相性が良いことから

地元で好まれる甘みの強い醤油は、お刺身やお

寿司にはもちろん、定食の味付けやスイーツにも

使われていたりするので、遭遇率は高いはず。

　シンプルな材料で作られ、長く地元の人々に

親しまれてきた味は、「B級」という言葉もかすむ

ほど、どっしりと力強く浸透しているのです。

　 「かけ中」のカレー版、スパローの「カレー中華」。とろとろあつあつのカレーあんは、あっさり味ながら
スパイスしっかり。やみつきになる人続出。　　スーパー「カモンショッピングセンター」内のチューリッ
プ水産には、地物の鮮魚や一夜干し、お寿司が並ぶ。昔、「干物」は、生魚を買うとついてくるおまけのよう
なものだったそうだ。　　地魚だけでなくお惣菜も充実のかたぐち。　　  約100 年前創業の中六醸造元
のこいくち醤油（甘口）は、これじゃないとダメ！という人も多い湊町の味。　　　室谷食堂では、食べ終
わった食器はセルフでカウンターへ。　　 宮本鮮魚では小魚を骨ごとすりつぶしたすり身の量り売りが。

一見普通の民家だが、中は地元民で賑
わうお店。「汁中華」は、新湊地区のソ
ウルフードとも言える「かけ中」（うど
んのだし汁に中華麺の入ったもの）の
こと。うどん、そば、お好み焼き、それ
ぞれ大・中・小ある。麺類の小を食べつ
つ持ち帰りのお好み焼きを待つ人も。

室谷食堂の汁中華（小）

1
2
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7
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13

内川周辺に3軒ある餅屋では、毎朝つ
きたて、もちもちの餅が売られている。
普段のお茶うけから、お祭りやお祝い
のお供えまで、幅広く親しまれている
餅文化。特に大福（どのお店も大概1個
100円程度）は食べ歩きにぴったり！

つきたての餅

14

3 4

初めてなのに懐かしい、
内川グルメ

湊町のお魚やお寿司の美味しさは、もちろん太鼓判！
そして、地元の人々に長く愛されてきた食べ物もおす
すめです。初めてなのに、どこか懐かしい味がします。

内川グルメ



ウチカワネコ
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　内川周辺を歩くと、やたらと猫に遭遇します。

　角切りの家の前に集合して会議をする者、駐

車された車のボンネットの上やタイヤのそばで

くつろぐ者、お店や家の前でたたずむ者…猫天

国さながらの光景です。向こうからぴょんぴょ

んと楽しそうに跳ねながら近づいてきた仔猫が、

魚を丸々一匹くわえているのを目撃したことも。

どこかから泥棒してきたのかもしれないけれど、

猫にしてみればそんなことはお構いなし。「やっ

たー！美味しい魚をゲットしたぞー！」とこちら

も猫になった気分で嬉しくなってしまいました。

　内川で見かける猫たちのほとんどが、物おじ

しません。「アンタが避けてね」と言わんばかり

に道の真ん中に寝そべって、薄目を開けてこち

らを見る猫。ちょっとだけ高いところから、すっ

と背を伸ばして見据える猫。小さい犬には猫の

方から喧嘩をしかけることも。「内川ねこ」たち

は、悪く言えば「ずうずうしい」けれど、良く言

うとどこか「気高い」のです。

　都会などでは迷惑な存在と捉えられることも

ある猫ですが、内川の猫たちの多くは飼い猫。

それなりにしつけがされていて、帰る家もあっ

て、人にも慣れています。のびのびと過ごす彼

らを見ていると、「ここはもしや、猫たちが人間

につくらせた町なのでは？」と思えるほど。

　湊町の至るところで、思い思いに過ごす彼らに

は、癒されるだけでなく、そのたくましくしなや

かな生き方から、元気ももらえてしまうのです。

　 観光駐車場脇のデッキで、うとうとと気持ち良さそうなきょうだい猫。　　「角切り」（7ページ参照）
を使って、程よい距離感を保って行われている猫会議。　　寺の山門から堂々としたキャットウォーク。
仏教伝来の際、ネズミにお経をかじられないようにと、一緒に船に乗って日本にやってきた猫の話を思
い出す。　　ご近所さんの行き来を玄関先で見守る、箱入り猫のエレ君。　　飼い主さんと一緒に雨上が
りのご近所をお散歩。　　細い路地、建物と建物の間でうずくまる猫。きっとこの子も飼い猫。　　顔見
知りのご近所さんにすれ違った後、振り向きざまに「ニャァ」とご挨拶。
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15 1615

「内川ねこ」は物おじしない。
猫を探して、
内川さんぽ。

湊町には、猫がいっぱい。飼い猫もノラ猫もいますが、
どの子もこのまちの暮らしを楽しんでいるようです。
人懐っこくて、物おじしない猫が多いです。

内川ねこ
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中の橋

新西橋

湊  橋
（おたすけ橋）

放生津小学校口

立町
かぐら通り前

中央町
大石橋

本町三丁目

本町

曳山御蔵・格納庫公共トイレ

食品、スイーツ
鮮魚、魚加工品
お土産、その他
お酒
お花

本
写真館
内川グルメ（かけ中など）
寿司・定食（ランチあり）
カフェ、バー

神社、寺
立ち寄りスポット
休憩所、公園
銭湯
交流体験・宿泊施設

駐車場アイコンの説明

     ディープな
居酒屋さんが
いっぱいの通り

200年前、大
火で1500戸
が焼け、多く
の犠牲者を
出したこと
から、かけら
れた橋。

湊橋
おたすけ橋

室町幕府10代将軍
足利義材（あしかが
よしき）のブロンズ
像のある橋。たも
とに放生津幕府の
説明もあり、歴史
探訪スポットのひ
とつ。

放生津橋

建築家・セザー
ルポルテラ氏
の設計による、
切妻屋根の歩
行者専用の橋。
夜ライトアッ
プされる。

東橋

通称は、手の橋。
射水市出身の竹
田光幸氏による 
4種の手の彫刻
がインパクト大
で、待ち合わせ
場所にも最適。

山王橋

射水市出身の工
芸作家・大伴二
三弥氏の手によ
るステンドグラ
スの橋。内川に
かかる橋の代表
格でランドマー
ク的存在。

神楽橋

300年の歴史あ
る橋。射水市出
身の画僧・牧宥
恵氏の絵のパネ
ル装飾がある。

中の橋

北前船をイメー
ジした、アーチ
が印象的な橋。
歩行者専用。

中新橋

金属造型作家・
蓮田修吾郎氏デ
ザインの橋。モ
ダンな欄干ごし
に見る内川の風
景は、現代アー
トのよう。

新西橋

内川周辺

お寿司&定
食系

ランチ処

たけ志
0766-82-2070
中央町 14-8
不定休

割烹かわぐち
0766-84-1331
中央町19-31
月曜（祝日は翌日）

内川などを巡るクルーズが
楽しめる観光船。通常運航
の「内川遊覧＆12橋巡り」は、
所用時間約 50分。少人数な
ら予約なしでも乗船可能。 寿司竹

0766-82-3329
立町 8-8
火曜

小舟すし
0766-82-5555
立町17-1
月曜、第3日曜

石松寿司
0766-84-7555
中新湊12-17
不定休

秀鮨
0766-84-2769
中央町10-23
水曜

笹寿司
0766-84-1100
中央町16-5
水曜

0m 100m 200m 300m

1817

宮林家
（非公開）

     内川周辺には
、

新鮮な魚を使
ったおいしい

寿司屋さん、定食
屋さんが

数多くあります。

ランチ営業してい
るお店にも

気軽に入ってみ
てね♪

     昼から
カラオケの陽気な
歌声が響く通り

       角切りの家、
「さまむすこ」の家の
たくさんあるエリア。

     　江戸時代、全国を測量
していた「伊能忠敬」と、

越中の伊能忠敬ともいわれる
和算・測量家「石黒信由」が
出会った宿（柴屋）の跡。

いのう ただたか

いしくろのぶよし

魅力的なお店や

とっておきの場所、
有りマス。

内川のおすすめ
Shop & Spot 

mAP

N

発着：海王丸パーク
水曜、年末年始

割烹松山
0766-82-4100
立町 2-37
水曜

西新湊

新町口

中新湊

水辺から内川を楽しむ

新湊観光船

副船長
みーちゃん

寿し処 浪花鮨
0766-82-6800
西新湊13-15
月曜



オミセ・スポット

20

生鮮食料品や和菓子屋、診療所などが入る、地元の頼
れるスーパー。「チューリップ水産」の刺身や干物、お
惣菜は漁師町の奥様方の舌もうならせる、安さとおい
しさ。カニの身がふんだんに入った寿司や新鮮な魚の
煮付けなど、観光の方にもおすすめです。老舗菓子舗
「竹泉堂」には、漁師の祭りにちなんだ「ぼんぼこ舞」
など地元愛満載のスイーツも。地方発送も可能。

住民が愛してやまない湊町スーパー

チューリップ水産の鮮魚・惣菜コ
ーナーは、マストでチェック。

竹泉堂のぼんぼこ舞は、洋風の
ブッセ。飽きのこないスイーツ。

内川を臨む、元・漁師の町家をリノベーションした一
棟貸しの宿泊施設。「ウミネコ」と「カモメ」の2棟が
あり、それぞれ1軒まるごと貸し切れます。キッチン
や調理器具も充実したプライベート空間で、地元の
食材を調達して料理するもよし、散策しながら食事
をするもよし。内川と湊町の風情を堪能しながら、
思い思いの時間が過ごせる、心地よいホテルです。

元・漁師の町家を、一棟まるごと貸切

19

ウミネコ棟（4名用）には、川に面し
た土間のダイニング・キッチンが。

カモメ棟（2名用）は、“おこもり”向
き。内川ビューのミニ和室あり。

創業から50年以上の湊町のパン屋さん。現在2代
目の健四郎さんが継いでいます。毎朝3：30ごろか
らパン作りを始め、菓子パンだけでも毎日200個ほ
ど焼き上げるそう。おすすめはレトロなショーケー
スに並ぶ揚げパンいろいろ。午前中にさとうときな
こ、午後にはツイスト、リング、あんドーナツができ
あがります。シンプルな食パンも大人気です。

懐かしくて温かい、焼きたてのパン

揚げパン（さとう／きなこ）は、
1個70円という安さ。

食パン（1斤540円）。焼きたてを
毎日買いにくる方も。

4

5

水辺の民家ホテル

8

射水市中央町 2-31
0766-82-2572　　6:00～18:30
日曜・祝日

パンのみなとや

射水市本町 3-12-28
0766-84-9800　　10:00～20:00
元旦のみ

カモン新湊
ショッピングセンター

1965年創業のお餅屋さん。季節の和洋折衷菓子を取
り揃えています。射水のキャラクター、ムズムズのど
ら焼きを始め、新商品開発に意欲的なお店。おすすめ
は、その名も「内川さんぽ」というスノーボールクッ
キー。果物がまるごと入った季節限定大福や変わり
どら焼きなど、楽しく美味しいスイーツが並びます。

旬のオリジナルスイーツがいっぱい

富山ブラックや季節の味など、どら
焼きのバリエーション豊富。

ほろっとした歯ざわりとやさしい甘
みがやみつき必至の「内川さんぽ」。

この道40年。広島出身の店主が焼く
2019年秋にオープンした広島風お好み焼き店。漁師
の番屋をリノベーションしたカウンター6席のこぢ
んまりした店内、この道40年以上の慣れた手つきで
お好み焼きを作るのは、明石富男さん。長男の移住を
きっかけに内川が気に入り、移住・開店しました。富山
県産の小麦や卵を使った、広島の味が楽しめます。

大量のキャベツ、豚肉、卵、焼きそ
ばを重ねて作る、本格広島風。

鯛焼きもあります。1度に 5匹し
か焼けないので、気長にお待ちを。

野村屋餅店 広島風お好み焼富乃家

射水市放生津町19-18（内川沿い）
090-2379-7575（受付 9:00~21:00）
https://minkahotels.jp/
※ご予約は 5日前まで承ります。

7

6

射水市放生津町 20-6
0766-75-4064
11:00～14:00、16:00～20:00
水曜、第3木曜

射水市本町 3-6-4
0766-82-3637　　7:00～17:00
火曜
https://nomura-ya.com/

2018年、漁師の東海勝久さんがオープンした、鮮魚・
干物製造販売と観光船のお店。漁業20年以上の知識
と技術をもとに、そのままでもアレンジしても食べ
られる干物や、お魚をもっと楽しむ商品の開発・販売
をしています。漁師自らが、内川＆富山湾を案内する
漁船でのプライベートクルーズもおすすめです！

珍しい干物や観光船が楽しめる漁師の店

漁船で巡るプライベートクルーズ。
潮の香りや水辺の近さを体感！

運がよければ、加工前の新鮮なカ
ニを店頭で試食できるかも。

3

射水市本町 3-1-6
0766-82-2226　　12:00～18:00
土・日曜
https://imato.jp/

FISH & BOAT IMATO

射水市本町2-9-15
0766-50-8528　　10:00～17:00
月曜
http://cafe-shun.com/

2

2015年オープン発見のカフェ。開放感のある和やか
な雰囲気で、老若男女が気軽にくつろげるお店です。
旬の食材を使ったお食事・お弁当から、素材にこだ
わったドリンク・軽食まで、メニュー豊富。家庭的で
優しい味にお腹も心もほっこり。栄養満点の野菜集
めた朝市（不定期）も人気です。店内には手作り雑貨
コーナーもあり、訪れる度に「旬」が発見できるはず。

旬の野菜と季節の味が楽しめるカフェ

大人気の日替わりランチ。品数が
多く、ほっこり嬉しくなります。

人気の角煮丼は、食べ応え満点。
甘い旨味が口の中に広がります。

カフェ 旬

射水市本町1-7-8
0766-84-1962
9:30～20:00（金・土9:30～19:00）
水曜

1

1987年オープン。本格的なサイフォン式の珈琲が楽
しめる、内川のカフェカルチャーの先駆的存在。カツ
サンドやオムライスなど、喫茶店の王道メニューから
自家製スイーツまで、メニュー豊富で良心価格。常連
から観光客まで懐深く受け入れてくれるアットホー
ムな雰囲気に、思わず長居してしまうお店。

サイフォン式珈琲が楽しめる老舗喫茶店

サイフォンで淹れる珈琲。砂時計で
抽出時間を測るため、この店名に。

珈琲を主にして生まれた一番人気
のパフェ、カフェシンフォニー。

Cafe west87′砂時計

※当面の間、営業時間は
　～18:00までとなります。

※季節により
　変動あり

魅力的なお店やとって
おきの場所、有りマス

。

内川のおすすめ Shop&spot
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「餅屋の餅」は明らかに違って、うまい

11

創業から60年以上の中川大福堂。今も、石臼と杵
で毎朝お餅をついているそう。店主の清さんがつく
お餅は、やわらかさの中にコシがあって、噛めば噛
むほど旨味が出てきます。おすすめは、並べるとす
ぐ売り切れてしまう草餅（1個100 円・税抜）。他に
も、豆大福、おはぎ、こんぶ餅など1個から買える
ので、「内川さんぽ」のおともにぴったりです。

豆餅や桜餅など、1個から買える
ので、食べ歩きにもおすすめ。

「餅屋の餅は、食べたら違いが明
らか！」と、清さん。

100年以上の歴史ある昆布店。専用ディスプレイ棚の
昆布は鮮度と風味にこだわり、3日で売り切るそう。
昆布は必ず試食してから買っていただくのがこだわ
りだそう。母娘の元気パワーで明るく営業中。昆布
消費量、全国トップの富山県では日常的に食べられ
ている昆布。意外なこんぶスイーツもありますよ♪

新鮮さと味が命の昆布、試食OK !

おすすめの黒とろろ。量り売りで
好きな量を買うことができます。

こんぶスイーツ＝こんぶ飴は、甘
みと旨味が絶妙です。

勢いある文字で書かれた張り紙が印象的なお店。地
元の「きときと（新鮮）な」魚にこだわって干物や昆布
巻きを製造・販売しています。現在の邦哲さんで3
代目。おすすめは、かす漬けや昆布巻きなどの自家
製の魚加工品。その時々でとれた魚を使うので、いろ
んな味が楽しめます。

自家製の魚加工品が、所狭しと並ぶ

干物や昆布巻きなど、ほとんどが
手づくり。地元の味の宝庫です。

魚谷さん夫妻。ちょっとしたお土産
～贈答セットまでご相談ください。

内川の景観を守り、賑わいのあるまちに
「内川周辺の歴史・文化、景観を守り、その魅力を広
く発信しながら賑わいのあるまちづくりをしよう」
と生まれたNPO法人。空き家・古民家の保存、移住
者の受入れ促進、夏の一大イベント「内川十楽の市」
や音楽イベント「内川Jazz Live」の企画・開催など
の活動をしています！まちあるき絵図の販売も。

事務所ですが立ち寄りOK。近所の
方がお茶を飲んでいたりします。

歴史からご近所情報まで内川のこ
とに詳しいスタッフのみなさん。

地魚もお肉も楽しめる定食屋＆居酒屋
昼は、パスタや丼物、定食中心の食堂「トラトネコ」、
夜は居酒屋「虎と猫」と、ふたつの顔を持つ飲食店。
地元出身の麻紗子さんと料理人の宏樹さん夫妻が10
年以上前に居酒屋だった場所を自ら改装し、2019年に
オープンしました。新湊産の海鮮や県内産の肉など、
材料にもこだわり、魚好きも肉好きにもうれしいお
店。お祭り大好きな奥様の地元愛にもふれられます。

居酒屋の人気メニュー「ひな鶏の半
身揚げ」が昼の定食にも登場！

魚丼（ネコ丼）。アレンジが日々変わ
るので、毎日通う常連さんも。

有数の名家の邸宅で、ゆったり過ごせる
築100年以上の趣ある邸宅を改装したゲストハウス。
北前船・廻船問屋として栄えた立派なお屋敷と日本
庭園が楽しめます。宿泊3室。和モダンな和室・洋室
から選べます。個人・家族の少人数旅行から10人まで
のグループ利用も可能。時間貸しの和室もあり、地域
の人々のコミュニティの場にもなっています。

ツインベッドルーム「梅の間」。寝具
にもこだわっています。

お庭の見える広い和室は、少人数の
集まりイベントまで使い方無限大。

内川の賑わいづくりに貢献したいと、地元の貸衣装
店が、民家をリノベーション。内川側は、まち歩き
を楽しむための着物レンタル～着付けができ、希望
者はお抹茶＆お作法体験も。商店街側はドレスコー
ナーで、大人から子供までドレスアップ体験ができ
ます。お祭りやイベント、記念日などに、観光客も
地元民も、気軽に変身が楽しめるスポットです。

着物＆ドレスで、フォトジェニックに！

アンティーク着物に着替えて、
内川さんぽが楽しみましょう。

毎月10日は「内川着物の日」。地
元の人々も和装を楽しんでいます。

14

射水市放生津町 17-1
0766-82-2668　　9:00～16:00
土曜・日曜・祝日
https://www.mizubenomachi.org

16

射水市中央町 3-12
0766-84-7996　　10:00～16:00
火曜
http://bridal-kawaguchi.com
　　　　　　/about/kippo.html

15

射水市中央町 3-14
0766-92-3229
11:00～14:00、17:30～22:00
木曜

射水市放生津町17-5（街道沿い）
0766-75-3137（受付 9:00~18:00）
https://uchikawanoie-nago.com/
※事前申し込み・予約が必要

気まぐれ食堂トラトネコ おきがえ処 KIPPO

射水市中央町 3-14
0766-82-2188　　8:30～17:30
定休なし

はまや昆布店
射水市中央町 6-1
0766-82-3278　　8:00～18:30
元旦のみ定休

魚源食品工業（株） 内川の家 奈呉

13

射水市放生津町17-5（内川沿い）
0766-75-7477　　9:00～17:00
水曜

12

新湊が舞台となった映画『人生の約束』の主要ロケ地
=番屋（漁師の作業小屋）として使われた建物や蔵を
リノベーションし、2016年にオープンしたカフェ＆
ギャラリー。地元の醤油店や菓子店とのコラボによ
るランチ定食セットや、スイーツ＆ドリンクの選べ
る「内川まったりセット」がおすすめ。内川を眺め
ながら、ゆったりとした時間を過ごせます。

内川を眺めながら、まったりカフェ

軽食からボリューミーな定食セット
まで。気軽にお食事できます。

気分の上がるスイーツ＆ドリンク。
写真に撮りたくなっちゃいます。

射水市中央町 2-24
0766-82-2957　　8:00～18:00
木曜

番屋カフェ中川大福堂

※売り切れ次第閉店

10

くにあき

9

NPO法人水辺のまち新湊
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原材料は、小麦粉と砂糖と卵というシンプルなお菓
子。ワッフルのような見た目、カステラのような香
り、サクッとした食感の新湊名物スイーツ。90年以
上前から作られているという素朴で奥深い味。3代
目主人・魚 順一さんが、1枚1枚手焼きしています。
お店のロゴも、懐かしくておしゃれな雰囲気です。

100年続く、ハイカラ名物スイーツ

21

24

駄菓子や昆布巻き、大判焼き、餅など、なんでも屋
からスタートしたという中川餅店。現在は、4代目・
哲男さんが継ぐ老舗です。毎朝作る、つきたて餅を
使った商品は、早く行かないと売り切れてしまうも
のも。おすすめは、きな粉たっぷり、柔らかくて素朴
な味の串だんご。おさんぽ途中に内川沿いのベンチ
でほおばれば、あなたも内川通！

つきたての餅は、売切れ必至

搗きたて餅に黒蜜ときな粉がたっ
ぷりのお団子は1本60円（税別）。

店内。草餅や豆大福をはじめ、い
ろんなお餅が並びます。

中川餅店
射水市立町 2-22
0766-82-3070　　8:00～19:00
水曜
https://nakagawa-mochi.com/

射水市八幡町 1-12-5
090-8098-4690　　16:00～23:00
月曜
https://www.bridge-bar.jp/

射水市立町 1-16
0766-82-2687　　10:00～19:00
不定休

19

知る人ぞ知る、穴場食堂
看板が出ていないので、初めてだと入るのに少し勇
気のいるお店。「室谷」は「むろたん」と読み、地元産
の煮干や食材を使っています。漁師さんから小中学
生まで幅広い人々に愛されています。これぞ内川グ
ルメと呼びたい「汁中華」、うどん、焼きそば、お好
み焼きなど、全メニュー小サイズあり。ランチだけ
でなく小腹が空いたときにもどうぞ。

汁中華（小）：290円（税込）。小メニ
ューを2つ注文するのが通だそう。

空の丼は、セルフサービスでカウ
ンターに戻すのがルール。

室谷食堂
射水市八幡町 1-11-16
0766-84-2208　　10:45～17:00
木曜

創業はなんと、明治末期。「宝温泉」という名前だっ
た当初から変わらないのは、鉄分と塩分多めの赤い
湯。入りがけはちょっと熱めですが、すぐに体がぽ
かぽかしてきます。湯冷めしないお湯と評判で、毎
日通う方で溢れています。もちろん初めての方でも
大丈夫。さんぽの途中にいかが？

さんぽの途中でひとっ風呂

22

近所の方々が足しげく通う人気
銭湯。6歳以下は60円で入れる。

湯気がすごいですが、地元の方
とのふれあいも楽しめます。

射水市立町 13-22
0766-82-4339　　11:00～22:00
金曜

さんがの湯魚間菓子舗
射水市立町 1-26
0766-30-2552　　9:00～21:00
第4水曜※ 
http://www.kawanoeki.jp

昭和28年創業。現在2代目の京谷實さんが店主。
ラーメン、うどん、そば、丼物など多彩なメニュー
展開です。おすすめは、カレー中華。ソウルフード
「かけ中」（うどんのだし汁に中華麺の入ったもの）
のカレー版で、とろとろスパイシーな和風カレー
あんと麺の絶妙なハーモニーを楽しめます。内川
のグルメとして、はずせない一品です。

新湊・内川のグルメといえば、ここ

カレー中華：1杯750円。意外にもあっさり味ながら、しっかりスパイ
スが、一度食べるとやみつきに♪

23

射水市立町4-15
0766-82-2592　　11:00～21:30
月曜

スパロー

海とまちをつなぐ、内川さんぽの拠点
内川に面した複合施設。館内には市内の特産品を
販売する 「うまいもんショップ」や、毎年10月 1日
開催の曳山まつりの「曳山」常設展示、カフェ、ギャ
ラリー、ビューテラスなどがあり、見どころいっぱい。
新湊観光船の乗船口もあり、観光案内コーナーも常
設。レンタサイクルの貸し出しも行っています。

1階のうまいもんショップ。地元
の産品が買えます。

2階のカフェ。おいしい日替わりラ
ンチが、なんと500円（税抜）で！

内川×異文化の「架け橋」的、本格バー
2018年、ハワイ出身で日本語ペラペラ、おしゃべり＆おしゃ
れ大好きなオーナー、スティーブンさんが、内川のゆったり
した雰囲気に魅せられオープンした本格バー。築70年以
上の古民家をリノベーションした店内は、長居したくなる
心地よい空間。オリジナルカクテルやライウイスキー、地
酒も楽しめます。ノンアルコールカクテルも豊富で、お酒
をあまり飲まれない方でもバーを楽しく体験できます。

オリジナルカクテル豊富。おすすめ
は色鮮やかな「内川ブルー」（左奥）。

オーナーのスティーブンさん（奥）
とマネージャーの藤井さん。

BRIDGE BAR

新鮮なすり身、量り売りしてます
昭和25年、魚の小売りから始まった宮本鮮魚店。
新湊漁港で水揚げされた新鮮な魚を使って作られる
すり身は栄養バツグン！この味を求めて県内各地か
らお客さんがやってきます。最近は「にぎす」や「あ
じ」のすり身が人気だそう。ご主人・忠則さんの包丁
さばきは、80代とは思えないスゴ技！

店主の忠則さん。長年培われた手
さばきに惚れ惚れ。

奥さんの睦美さん。すり身は100g
120円（税込）の良心価格。

18

射水市放生津町 15-11
0766-82-4079　　9:00～18:00
日曜

宮本鮮魚

おらんだ焼：1枚（4切分）210円 ハイカラなロゴの包装紙

20

17

川の駅新湊

※祝祭日は翌日、カフェは水曜定休

カフェ10:00~16:00
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射水市八幡町1-20-13
0766-30-2924　　10:30～20:30
月曜、毎月第1火曜
https://inacafe.net
※13歳未満は入店できません。

みなと町の暮らしを体験できる家

交流体験・宿泊施設

26

27

内川に惚れ込んだ広島出身のオーナーが2013年に
オープンしたオーガニックカフェ。築80年の外観を
残したおしゃれな空間が楽しめます。厳選した豆で
一杯ずつ丁寧にいれるコーヒー、12種類の本格サン
ドイッチ、自家製スイーツも人気。県内の農家を中心
に無農薬や有機にこだわった食材を使っています。
お向かいには姉妹店の雑貨店「Lupe」もあります。

元・畳屋のオーガニックカフェ

思わず見入る、立派な店構えの酒屋鮮魚からお惣菜まで「内川の台所」

築70年以上の古民家を利用した1泊1,000円（1人に
つき）という格安の宿泊施設。射水市内への移住を考
えている市外の方なら、どなたでも宿泊可能です。
泊まってこそわかるみなと町の暮らしや、住民たち
との交流を体験できます。惣菜や飲み物などを買え
るお店、飲食店、銭湯も近くにあります。

※事前の申込み・予約が必要です。

創業100年あまり、老舗の魚屋さん。漁港直送の「き
ときと（＝新鮮）」な魚を使ったお刺身やお惣菜が大
人気で、開店直後からお昼のおかずを買いに来る常
連さんが途絶えません。まさに「内川の台所」と言う
にふさわしい地元密着の頼れるお店。お向かいの交
流体験・宿泊施設に滞在される方にもおすすめ♪

もとは笠屋として200年以上前に創業されたとい
う老舗。その歴史は立派な店構えからも伝わって
きます。地酒だけでなく奥様が仕入れた骨董品も
扱っており、店内のディスプレイを見るだけでも
楽しいお店。ソファーもあって、ちょっと休憩＆
地元の方の憩いの場にもなっています。

新湊漁港直送。きときと（新鮮）な
お魚を仕入れています。

店主の栄市さん。お刺身からお惣
菜まで気軽に買える嬉しいお店。

季節感のあるディスプレイが、わく
わく気分を上げてくれます。

富山の地酒も豊富。地元民の晩酌
用のお酒といえば「立山」。

荒屋カレーネパール風（飲み物、サ
ラダ、デザート付き） ※1日20食限定

県外から内川に魅力を感じて移住
したスタッフが多いのも特徴です。

ベランダからは、隣接する家々の
中庭が続いているのがわかります。

「さんのう」外観。道を挟んでお隣
りに「ほうじょうづ」があります。

ほうじょうづ外観

射水市八幡町1-14-1
0766-82-3297　  10:00～18:00
日・祝定休、水曜（祝日のない週）
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28

新湊大橋

富山新港

富山湾 海王丸パーク

クロスベイ
新湊

高周波文化ホール

海王丸
バードパーク

帆船
海王丸

新湊
きっときと
市場新湊漁協内 川

至富山市

至 国道8号

至高岡市

新湊大橋（西）

八幡町

立町

越ノ潟海王丸東新湊

中新湊

新町口

西新湊

26

そして、あとがき。
内川を初めて訪れたときの衝撃は忘れられません。川と人がこんな

に近いなんて！ふと目にしたものにも、湊町の独特の歴史や願い、

生活の智恵がつまっている。行き交う人が声をかけてきてくれる。

面白いお店がちょこちょこある。…いわゆる観光地ではないからこ

その楽しさがある。通うほど、歩くほどに味の出てくる、内川周辺

のまち歩きに魅せられて早10年。野村屋さんのスイーツ「内川さんぽ」

の名前がとてもかわいいというところから、「内川さんぽ！内川さん

ぽ！」と言い続け、このような小冊子をつくって改訂・増刷4回め！

大好きな内川の魅力を少しだけ切り取って、またこのようにみなさ

んの手にお届けできることを、心から嬉しく思います。  　
東橋のたもとでたたずむ、ご近所のみなさん

A・A

万
葉
線 

西
新
湊
駅

万
葉
線 

新
町
口
駅

内 

川

東
京
方
面
か
ら

普通18分

徒歩

7分

徒歩13分

39分

2分

快速15分

JR 3分

バス3分

普通38分

快速30分

ぜひ、足をのばして
みてね。

内川へのアクセス

川
の
駅
新
湊 

周
辺

新湊大橋からすぐ！

内川周辺マップ
　  掲載エリア
P17～18

高岡市と内川エリア
を結ぶLRT・万葉線。

高岡市＆小杉エリアから
周遊バス も実証運行中！

けっこう近い！

新湊大橋＆海王丸パークから、車で数分！

新高岡新高岡

大宮大宮

金沢金沢

北
陸
新
幹
線

高崎高崎
黒部宇奈月温泉黒部宇奈月温泉

富山富山

東京東京

長野長野

2時間8分東京駅▶富山駅
2時間21分東京駅▶新高岡駅

最短乗車時間

内 川あいの風
とやま鉄道

富山駅

IRいしかわ
鉄道

金沢駅

JR城端線
シャトルバス

新高岡駅

JR城端線
シャトルバス

新高岡駅

大
阪
方
面
か
ら

高
岡
駅

あ
い
の
風
と
や
ま
鉄
道
／
万
葉
線

ガタゴト楽し♫

こっちも便利！

射水市八幡町 1-14-3
0766-82-2031　　9:00～18:00
日曜定休

内川周辺に2カ所あります
0766-82-2668（水辺のまち新湊）
https://www.mizubenomachi.org
※事前申し込み・予約が必要

cafe uchikawa六角堂

かたぐち 酒のまつばら

さんのう／ほうじょうづ

北陸新幹線で
より近く！

あいの風
とやま鉄道

小杉駅
クロスベイ新湊

海王丸パーク

30分

35分

小杉駅から
海王丸パークを経由して
クロスベイ新湊まで

35分！

※2021年以降は変更の可能性があります。
※


