
京泊・三重・黒崎の三つの入り江があることから三江と言われ
のちに「三重」に転じました。平成元年に新漁港が開かれ、
魚市場の新鮮な魚は周辺の加工工場で急速冷凍庫の中で一
気に冷凍処理を行い全国各地に出荷されます。また、三京町・
桜の里には、８，０００本の桜が咲き誇り、駐車場も整備されて
います、市民の憩いの場となっています。

三重地区

国道２０２号線を北上すると、青、白、赤の３色の
橋が架かっています。外海に大きな足跡を残したド・
ロ神父の母国、フランスの国旗にちなんでいます。
フランス・ヴォスロール村との姉妹都市交流を記念
して塗り分けられました。青は自由、白は平等、赤
は博愛の意味が込められています。黒崎、出津、
神浦の３地区には、同名の川が流れていて、これ
らの３つの河畔に集落ができ、栄えていったことを
物語っています。

遠藤周作の小説を映画化した「沈黙ーサイレンス」の舞
台となった、潜伏キリシタンの郷は、手つかずの自然が
いっぱいです。遠藤周作文学館には、小説の清書原稿
の公開等、ここならではの展示物がたくさんあります。時
間の許す限り、自然を眺めながら読書にふけるのも一興
かと。夕暮れには、角力灘 (ｽﾓｳﾅﾀﾞ) に沈む夕日に出会
えます。時間がゆっくり過ぎていくのを、感じにいらしては。

外海地区
ド・ロ神父の母国
フランスとの交流の証

遠藤周作が愛した町

桜の名所が点在し、憩いのスポットになっています。

独自の歴史と文化など
地域固有の資源をいかした
個性豊かなまち

「琴海」の由来は大村湾の別名からき
ています。リアス式海岸が美しい大村
湾を目前に後ろには県民の森を抱い
た琴海エリアに心を癒しに来ません
か。大村湾沿いの国道２０6 号線は、
長崎市より小一時間ドライブにも丁度
よい距離です。フラワースポットも点在
し、四季折々の姿を見せてくれます。
春は桜の、秋は、コスモス、彼岸花
が咲き誇ります。地区内には、自然の
中に食事スポットが点在し、和食・
洋食・創作料理・Cafeなど。

琴海地区
夏場は、三重も琴海もペーロン大会が開催されます。

長崎魚市場では、早朝からセリが行われます。

三重地区みなと祭り、長崎さかな祭り、
三重地区ペーロン大会

イベント

三重地区
みなと祭り

095-823-7650
(長崎の教会群インフォメーションセンター）
1893（明治26）年ド・ロ神父の設計施工によっ
て出津教会の巡回教会として建てられた、玄武
石を外壁にした和瓦葺きの建物。赤土を水に溶
かした濁液で砂と石灰を混ぜ、石材を積み上げ
るド・ロ壁を用い、信徒の奉仕で完成しました。
山中にひっそりと立ち、風土に密着した素朴な雰
囲気と雅趣があります。 山が海に急に落ち込み、
平地もない場所にたたずむ外海の教会。大野教
会は、出津から北上した角力灘を望む山間にあ
ります。 自然石を用いた「ド・ロ壁」と呼ばれるド・
ロ神父独特の工法により建てられ、入口側正面
にある風よけの独立した壁が強風に耐え、素朴
で風土に密着した建物です。

0959-24-0211
日本一の清流の一つに選定された神浦川｡ 
アユやテナガエビが生息するこの清流と周辺の豊かな自
然環境を生かし、人と自然がふれあう水辺の空間として
誕生しました｡園内には川の水を利用した河川プールや芝
生広場、遊歩道、遊具のほか、水生生物や動植物が生
息できるように自然の木や石などを護岸に使用し、護岸
自体も川に親しめるよう階段式に整備されています｡ 

三重町　095-850-1587
漁獲されたヒラメ、カマス、イセエビ、生ウニ等の活鮮魚
や養殖ブランド魚の『黄金ぶり』『黄金ひらす』を全国に
出荷し、中でも、『ごんあじ』は長崎県を代表するブラン
ド魚になっています。長崎市内から距離はありますが、鮮
度と質の良い活鮮魚をご用意しておりますので、是非お越
しください。また、長崎市北部に位置する農水産物直売
所「がんばランド内」にて「ごんあじの郷」を運営しています。

三京町・桜の里2丁目
ソメイヨシノ、八重桜、寒緋桜など8,000
本が咲き誇る「桜の名所」子供が楽しめ
る遊戯広場もあり、家族連れを中心に市
民の憩いの場となっています。駐車場も
400台収容できます。

095-814-3410 
四季折 に々豊かな表情を見せる「琴海赤水公園」は、
大村湾を眼下に望むすばらしいロケーションにありま
す。堤の周りの散策路、広 と々した芝生広場や展望台、
オートキャンプ場、ふれあい農園など、大自然の中
で楽しく過ごせます。

090-9496-7683（浦）
手が届くところに、もう海。自然とひとつになって
遊ぼう。体験料金   2,000円/2Ｈ

琴海赤水公園
京泊・三重・黒崎の三つの入り江

長崎市より小一時間ドライブにも丁度よい距離

1

長浦シ－カヤック体験２

春は桜のスポットが点在します。戸根川沿
道、琴海中央公園など桜一色に彩られま
す。社が丘花園では初春は桜・菜の花、
秋は彼岸花・コスモスが見事に咲き乱れま
す。花の見頃の時期は日没後もライトアップ
され幻想的な雰囲気を演出しています。

花のスポット
（春は琴海花まつり開催）
3

琴海地区直売所の紹介

琴海で作られた野菜・スイカ・メロン・イ
チゴ・ミニトマト・アスバラガス・桃など新
鮮でお手頃な価格で購入できるお店です。

百姓マ－ト ☎095-884-0800
花野果ドリ－ム ☎095-884-3239
フレッシュセイブ ☎095-884-2569
きんかい味彩市 ☎095-885-2253

4

5

6

7

琴海ペーロン大会

新長崎漁港

黒崎教会

そとめ神浦川河川公園15

大野教会堂16

長崎市みなと漁協直売所10

ながさき県民の森14

0959-24-0181
広大な森をステージに豊かな自然を体験できる森林公園です。 森林のさまざまな情報を提供する森
林館をはじめ、ながさき森の交流館、オートキャンプ場や一般キャンプ場などの施設も充実しています。
アスレチックも楽しめ、キャンプ場のなかにある天文台はバリアフリーの施設で、毎週土曜日に開館し、
(夏休み期間は金曜日も開館)天体観測ができます。

0959-24-0315
自然豊かな外海で育った魚介類・農産物・加工品などを販売しております。 漁協の直営店だから、
魚が新鮮 （クール宅急便にて全国発送！） 生産者持ち込みの野菜、農産加工品は安全・安心！

世界遺産関連遺産(2018.7月登録）
鯉・来い祭り、神浦さんぽみち、
大中尾棚田火祭り、外海夜市

イベント

長崎市新三重漁協活魚センター8

長崎市桜の里公園9

大中尾棚田

出津文化村 外海の夕陽

棚田火祭り

道の駅夕陽が丘公園

「青は自由、白は平等、赤は
博愛の意味が込められています」

琴海花まつり、琴海地区ペーロン大会、
琴海ふるさと祭り

イベント

外海地区には他にも見所がいっぱい！

潜伏キリシタンの郷は、手つかずの自然がいっぱい

0959-25-1188
外海地区には、先史時代の遺跡や中世の神浦氏の歴
史、近世の大村・佐賀両藩の支配下における潜伏キリ
シタンの特異な歴史・文化など、祖先が残してくれた
貴重な資源が豊富にみられます。これらの資料を、広く
展示公開して外海の歴史・民俗についての知識と理解
を深めることを目的として開館しました。

外海歴史民俗資料館

0959-37-6011
遠藤文学の原点とされる小説『沈黙』の舞
台となった外海。東シナ海を臨み、素晴らし
いロケーションに建つ瀟洒な文学館。眼前
に雄大な外海の自然が展開しています。館内
には遠藤周作の生前の愛用品、遺品、生原
稿、蔵書などが展示されており、彼の生涯や
足跡を紹介しています。

遠藤周作文学館

11

12

出津教会堂13

095-823-7650
(長崎の教会群インフォメーションセンター)明治15年
(1882)ド・ロ神父の設計施工で建てられた教会で平
成23年(2011)に国の重要文化財に指定されました。
明治24年（1891）に一部改築、同42年には玄関部を
増築し、現在の教会の形になりました。外壁は煉瓦造
り、玄関は石作り、内部は木造で、三廊式の漆喰塗り平
天井となっており、屋根は瓦ぶきでとても低い。これは、
海岸に面した風の強い立地条件に配慮したものと考
えられています。鐘楼の鐘は神父がフランスから取り寄
せたもので、朝夕に美しい鐘の音を谷間一帯に響か
せています。 

長崎市北部商工会女性部
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MAP
アクセスマップ

長崎県
長崎市

大村市

諫早市
雲仙市

島原市

大村湾

西海市
長崎市の北西部に
位置する

外海・三重・琴海

長崎市より公共交通機関

長崎バス（TEL.095-826-1112・乗車バス停：長崎駅前より）

平和タクシーグループ　（095-850-0036）
（平和タクシー　琴海タクシー　セブンタクシー）

タクシー利用が便利です

●三重方面
★ （樫山・石原・桜の里線、大瀬戸・板の浦行）乗車
降車バス停：長崎魚市場、京泊　長崎駅前より５０分

●琴海方面　
★（大串、長浦行、小口港行）乗車　
降車バス停：長浦　長崎駅前より１時間

●外海方面
★ （板の浦行直行・桜の里ターミナル行）乗車
行先：板の浦行き・桜の里ターミナル行き（乗換）板の浦行
降車：道の駅（文学館入口）、神の浦　長崎駅前より１時間10分

●池島行
★（外海・大瀬戸・佐世保市より船）
（外海より）：外海神浦までバス乗車、神浦港 乗船
神浦港発　フェリー・高速船　西海沿岸商船（0959-22-0649）   
　　　　　　　　　　　　  進栄丸（090-4513-4983）
（大瀬戸より）：西海市大瀬戸樫浦までバス乗車、瀬戸港 乗船
瀬戸港発　フェリー・高速船　西海沿岸商船（0959-22-0649）
（佐世保より）：佐世保市（JR・高速バス）新みなとターミナル 乗船
佐世保発　高速船　西海沿岸商船（0956-24-1004）

地区内周遊

平成３１年４月１日設立（三重商工会と琴海商工会が合併）
◎会員数／510（令和２年４月１日現在）
◎地域の人口／35,609（令和２年４月１日現在）

◎特産品／ごんあじ、ぶり、鯛、ヒラメ、カツオ、みずいか、
ゆうこう、ド・ロさまそうめん、長崎スパゲッチー、かんころもち
真珠、すいか、いちご、もも、アスパラガス、ミニトマト

長崎市北部商工会地区のご紹介

長崎市三重町 958　TEL.095-850-0050
http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/nagasakihokubu/index.html

長崎市北部商工会



095-885-2901
心を込めてお作りした手料理とスイーツを提供
しています。読書を楽しめる空間をご用意して
います。ごゆっくり本の世界をご堪能ください。

cafe  Lepus   戸根1

BookBal Chimney　長浦2

パンプキン　村松3

Pizzeria BARBA　西海4

松尾精肉店　西海5

カツキ美容室　西海6

志田酒店 長浦7

095-815-8178
手作りスイーツとコーヒーはおすすめ。ビーガ
ン料理やランチタイムには日替わりのワンプ
レートランチもご用意しています。 

095-884-2969   
珈琲豆は8～ 10種類ほどご用意しています。
自家製焙煎珈琲は厳選した豆からしかでき
ない雑味のない美味しさです。

095-800-8080
ナポリピッツアは8種類ほどご用意していま
す。平日のランチタイムには、日替わりのワ
ンプレートランチもご用意しております。

095-884-2053
チキンカツの他にも串カツやささみチーズな
ど様 な々メニューをご用意しています。その場
で揚げたてを提供することもできます。

095-884-2207　
パーマ・カラーの他、ヘッドスパも好評をい
ただいております。１級着付師・上級着付師・
着付マイスターとして皆様のお役にたてれば
と思っております。

095-885-2530
サラダ館琴海店
095-860-3188 
西彼から琴海に移り60年近く。安くておいし
い人気の黄味っ子・レモンケーキ・大番・ダッ
クワーズ他お勧めがいっぱい!!更に贈答記
念品・仕出し等ご用の際は是非!!

㈲志田製菓店　戸根8

Ｍaaya＋ｎ　西海9

095-885-2611  
いらっしゃいませ。昔ながらの酒屋です。地
域密着の酒屋、そ～珍しいお品はない酒屋、
配達でよ～閉まっている酒屋ですが、心を込
めてお届け致します。ありがとうございます。

090-5474-2155  
元気な土から生まれた、自然素材の服やカ
フェメニューをご用意しています。オーガニッ
クコットンや綿100％の服、手作り小物、ス
ペシャルティコーヒー、薬草茶。数量限定日
替りランチなどでリフレッシュされませんか？

095-807-5739  
アットホームな空間で、こだわりの豚肉や色
鮮やかな野菜を使った料理を、美しい有田
焼のお皿で提供しています。また、長崎市を
中心にケータリング(出張料理サービス)をし
ております。

missi　長浦13

旅館浜荘　長浦14
095-885-2030   
四季折々の海の幸・山の幸で真心こもった
料理を提供しております。慶事・法事・各
種宴会、御座敷椅子席で御利用できます。
予約にて仕出し配達も可能です。

095-884-3770
一粒一粒大切に育てた真珠のジュエリーを
取り扱っています。プレゼントにいかがです
か、お気軽にお出かけください。来店の際
は事前にお電話いただければ幸いです。

095-814-3030   
営業日 ： 木金土日　10～ 17時
（１月2月～冬季休業　7月8月～夏季休業）
古民家の黒い大きな梁の下、ジャズをBGM
におしゃべりしたり、ぼぉーとしたり、本を読
んだりして、ゆったりお過ごしいただけます。
陶磁器・陶器置物・木工・布・籠・柳川
まりなどを展示販売。梁のある畳の部屋で
ゆっくりご覧ください。個展や企画展を年に
7～ 8回開催。 

095-884-2877 
大村湾が一望できる森の中のレストラン。季
節とともに変わりゆく海、山、森をお楽しみ
いただきながら食事ができます。パン工房「ど
んぐりの森」も併設。

095-884-1375
石材加工、墓石販売、戒名彫刻、石碑建
立など石に関すること全般。近年石のブライ
ダルアイテムも作成販売。自社工場があり、
同業、他社からの加工依頼も受注している。

095-884-3489
うどん･そば部門元旦のみ休み
割烹･仕出し部門月・木定休
創業より　45年以上、自慢のうどんやそば、
丼類刺身や天ぷら等の割ぽう料理、色 ご々
用意してお待ちしております。特にごぼう天は
お勧め‼ お持ち帰りもどうぞ。

割烹きむら　畝刈
095-850-0777   
イカやアジなどを使った海鮮料理、鍋料理、
肉料理と多彩なメニューを提供しています。
期間限定で伊勢海老、フグも格安で提供し
ています。

㈲木村蒲鉾　京泊
095-860-1266   
すり身を石臼で丁寧に練り上げます。それを
一晩掛けて低温でじっくり熟成させ「ぷりっぷ
り」の食感が得られ美味しい蒲鉾がうまれます。

ファインアート　三重
095-850-5884  
デザインから制作まで、お客様のニーズに
あった看板を製作させて頂きます。お気軽に
お問い合わせ下さい。

松本屋プロパン　三重
095-850-0007  
日・祝日定休(緊急対応あり)
プロパンガス・水道の事なら何でもご相談
下さい。趣味で押絵をしております。お気軽
にお立ち寄りください。

小里商店　三重
095-850-0102  
日曜定休日　
地域の皆様にＬＰガスを供給し続けて半世
紀。これからも安心・安全をモットーに、お
客様の快適なガスライフをお手伝いさせてい
ただきます。

050-7583-2734
"11時～ 17時　店休日：火・水・木曜
大野教会堂の下にある古民家カフェ、築120年の建物を、オーナー夫婦がこつこつと
時間をかけてリノベーションしたそうで、どこか懐かしい落着いた空間です。こだわりの
自家焙煎コーヒーが自慢。デザート、軽食もあります。大野教会堂とリンクさせたかのよ
うな石壁も魅力的。世界遺産散策に疲れたらちょっと一息できるスポットです。

Cafe OZIMOC(オジﾞモック）6

波矢司　下黒崎 5
0959-25-0036  
外海でとれたウニと先代から受継いだ長崎
ちゃんぽんをあわせた「ウニちゃんぽん」は、
旨味が強く、外海を感じさせる磯の風味が
楽しめます、是非ご賞味ください‼ 

丸金旅館(食堂)　三重
095-850-0033  
当店は素材の持ち味を生かす「当たり前」
を大切にしております。昔ながらのチャンポン、
日替り弁当など各種メニューもとりそろえてお
ります。どうぞお気軽にお立寄り下さい。

鯉山水　多以良
095-850-0637   
火曜日/定休日
川のせせらぎと緑の木立に囲まれた癒しの空間
で、大切な方 と々美味しいひとときはいかがで
しょうか。鯉とうなぎ料理をご堪能ください。

白濱内燃機工作所　三重
095-850-0620  
昭和５１年から44年間、小型漁船用ディーゼル
エンジンの販売、修理をやってまーす！ 

寿司割烹・磯しん　三重
095-850-0034  
毎週木曜日定休日
創業４５年の寿司屋です。創業当時から裏メ
ニューとして出していた皿うどんが今では１番人
気！出来たての和風皿うどんを是非ご賞味くだ
さい。テイクアウトもできます。

ユミ美容院　三重
095-850-0079 
地元の方に愛せれて昭和・平成・令和の時代
を重ねてきました、お気軽にお越しください。

さくらスタジオ　三京
095-850-6439   
10:00～18:00/火曜日定休
お宮参り・七五三・成人式・ブライダル・卒
入学式写真などの記念撮影。証明写真もお気
軽にどうぞ。

将大　畝刈
095-814-1310   
食を通して地域に貢献し、「お客様を笑顔にす
る」をモットーに励んでおります。安心・安全な
品質の高い食品をより良いサービスでお客様に
提供出来るよう全力で昇進して参りたいと思い
ます。食材にもこだわったアヒージョ・食べたら
わかるもっちり感「角食パン」好評販売中 

長崎漁港がんばランド13
095-865-8888  
長崎市の北部に位置する農水産
物直売所です。漁協直送の新鮮
な鮮魚をはじめ、干物やかまぼこ、
つくりたてのお刺身やお寿司、地
元生産者が育てた野菜や果物な
どの農産物、長崎和牛など県内
産の精肉も充実の品ぞろえです。

山下産業㈱　三重14
095-850-1811  
産業廃棄物の処理をおこなっています。

長崎水産食堂　京泊15
095-850-3751   
営業時間　月～土　6：00 ～ 14：00
(不定期ですが、長崎魚市の休みに応じて
臨時休業あり）長崎魚市の中にあり、魚市
で仕入れた新鮮な魚介類を使用したメ
ニューをお安く提供しています。中でも海鮮
丼や刺身定食が人気です。★お車でご来店
の際は魚市入口の守衛さんに「食堂に行き
ます。」とお伝えください。 

◎ファミリーマート滑石打坂　滑石
095-855-9601  
三重地区より少しはなれた滑石で、地元に
ささえられてファミリーマートを営業していま
す。明るく、元気な接客をモットーに1４人の
スタッフで毎日がんばっています。

西日本一の規模を誇る新長崎漁港に揚がる鮮魚を使った、
おいしいお店や加工工場、特産品、海産物の直売所があります。
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ベネシードサロン　ディアシード　西海15

(有)山崎真珠　戸根原16

欧風創作料理　Ｋasumi 17

うつわとカフェ青文字　西海18

うどん割烹いわさき　戸根21

川添石材彫刻店　西海20

090-5742-8653   
私達は株式会社ベネシードの代理店です。
ディアはよいもの、シードは種という意味で、
この町によいもの・よいことの種をまいて育
てようとさまざまな活動をしています。

カフェアンドﾞグランピング
てぃーだ　戸根

12

080-3690-4260   
スローライフ・自然との共生をモットーに、ビー
ガン料理を提供しています。色とりどりの野
菜や、グルテンフリーの優しい味に体も心も
癒されます。季節によって食材を変えており、
1年で4種類の味が楽しめます。

0959-24-0016
7時半～１9時半　定休日火曜
創業明治３８年の和菓子店です。ド・ロ神父
ゆかりの「あんパン」は根強い人気、近年
はメロンパンも好評です。伝統の和菓子「巻
羊羹」は御使い物にもご利用いただけます。
道の駅「夕陽が丘そとめ」にも出品しています。 

一瀬菓子舗　神浦７

長崎市内から小一時間でこんなに、自然豊かな手つかずの景色に出会えます。

特産品もたくさん、隠れ家的お店も点在しています、「あなたの隠れ家」を見つけてみては。
大村湾沿いの景色は最高です。四季折々の風景を見るも良し！
隠れ家スポットで食事を満喫するも良し！

0959-25-0027  
創業72年、品質とファッション性の高い幅
広い年代層の婦人服店です。お洒落なデザ
インの伝統工芸品・久留米絣のチュニック
やバッグも好評です。

0959-25-0830  
当店自慢のからあげ・日替弁当・オードブ
ルは、皆様に大変好評頂いています。誠実
と温かみのあるサービスを心掛けてご来店お
待ちしています。

Yショップ黒崎　下黒崎3

田口衣料品店　下黒崎4

世界遺産関連遺産として登録された地区で、潜伏キリシタンの郷として、今一番交流人口が
増えている地区です。長年続いた店とＩターンで開いた新しい店が混在する地域です。

0959-25-0092  
自然豊かな地を活かし、夏はホタルに癒さ
れながら肌に優しい酵素製品を使い、理学
美容を目指して頑張って居ります。

ともゑ美容室　出津2

道の駅「夕陽が丘そとめ」1
0959-25-1430
長崎市の北部に位置する市内で唯一の道の
駅です｡道の駅には遠藤周作文学館が隣接
しており、車を停めて角力灘（すもうなだ）
に  浮かぶ島々や出津文化村の素晴らしい
風景を満喫できます。

095-884-0014   
森の中に佇む隠れ家カフェレストラン。店内
から見下ろす絶景と、こだわりの美味しい料
理でおもてなし。★数十種類のスパイスを調
合して作る「魔女オリジナルカレー」はフルー
ティーでさわやかなのに濃厚な味わいで癖に
なる逸品です。★お土産に人気の「とろける
プディング」や無添加にこだわった「手作り
ジャム」も絶品。 

森の魔女カフェ　西海19

検索久留米絣・久留米織の小町

そとめ神浦川
河川公園

黒崎教会

出津教会堂

外海歴史民俗資料館

遠藤周作文学館

大中尾棚田

大野教会堂

長崎市新三重
漁協活魚センター

長崎市桜の里公園

琴海赤水公園
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長崎市みなと
漁協直売所

ながさき県民の森

きんかい味彩市

フレッシュセイブ

花野果ドリ－ム

百姓マ－ト

長浦シ－カヤック体験

花のスポット

ホワイト急便琴海中学校前店　戸根11
095-884-1656  
日祝定休日　キレイ！速い!!安い♡会員特典つき
♡EM-Junで、EM商品販売。楽らくプールそうじ
用に発酵液を小・中学校プールへ投入してます。

Poco Toscana 長浦10
090-2748-7475
ハチミツ農園 で、土日のみカフェとハチミツショッ
プをオープンしています。大村湾を見下ろす絶景
で、天気の良い日には戸外の席でピクニック気
分が楽しめます。月替りランチは、予約をお勧め。


