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恋する灯台
http://romance-toudai.uminohi.jp
恋する灯台プロジェクト

恋する灯台ホームページ
http://romance-toudai.uminohi.jp

【このフライヤーに関するお問い合わせはこちら】
一般社団法人日本ロマンチスト協会　mail：toudai@japan-romance.com　URL ：http://romance-toudai.uminohi.jp/　URL ：http://japan-romance.com/

「地球環境や世界平和も大事ですが、 ロマ
ンチストという“大切な人を世界で一番幸
せにできる人”が増えると、夫婦環境や恋人
環境ばかりか、社会全体が豊かになるかも
しれない」、ということに気がついたトキメク
大人たちがはじめた秘密結社。
長崎県雲仙市愛野町を「ロマンチストの聖
地」として本部を設置し、2008年5月より活
動を開始。

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、
ときに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与
えてくれる海。そんな海で進行している環
境の悪化などの現状を、子供たちをはじめ
全国の人たちが「自分ごと」としてとらえ、
海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げ
ていくため、日本財団、総合海洋政策本部、
国土交通省の旗振りのもと、オールジャパ
ンで推進するプロジェクト。

未来を照らす灯台が、
ふたりの道標になる。

埋もれていた「灯台」の文化や歴史的価値を可視化し、各地域の強力な観光資源とするために、灯台を
『恋する灯台』というロマンスの聖地として認定し再価値化する。『恋する灯台』というキーワードを軸に、
地域が主体になって盛り上げていく機運を高め、灯台への集客アップを図ります。
灯台を訪れることで、海へ関心をもつ人が増加することを最終目的として活動します。

どこまでも広がる青い空と海に、

気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、

大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

“人生の道標”のようであり、

“未来に進む勇気”を

与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、

灯台に行こう。

愛し合うふたりが、

未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、

恋するチカラを与えてくれる灯台を、

“恋する灯台”と呼んでみる。
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海と日本PROJECTは日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、

オールジャパンで推進するプロジェクトです。私たちを支えてくれる海の現状を

伝え海を未来へつないでいくためのアクションの輪を日本全国に広げていきます。
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神威岬灯台 （北海道）1

岩崎ノ鼻灯台 （富山県）2

禄剛埼灯台 （石川県）3

越前岬灯台 （福井県）4

爪木埼灯台 （静岡県）5

出雲日御碕灯台 （島根県）6

佐木島灯台 （広島県）7

足摺岬灯台 （高知県）8

釣島灯台 （愛媛県）9

細島灯台 （宮崎県）10

湯沸岬灯台 （北海道）1

尻屋埼灯台 （青森県）2

碁石埼灯台 （岩手県）3

入道埼灯台 （秋田県）4

鼠ケ関灯台 （山形県）5

安房埼灯台 （神奈川県）
城ヶ島灯台 （神奈川県）

6

能生港灯台 （新潟県）7

立石岬灯台 （福井県）8

余部埼灯台 （兵庫県）9

友ヶ島灯台 （和歌山県）10

六島灯台 （岡山県）11

大久野島灯台 （広島県）12

角島灯台 （山口県）13

蒲生田岬灯台 （徳島県）14

高松港玉藻防波堤灯台 （香川県）15

佐田岬灯台 （愛媛県）16

伊王島灯台 （長崎県）17

湯島灯台 （熊本県）18

鶴御埼灯台 （大分県）19

平久保崎灯台 （沖縄県）20

恋する灯台 2016

恋する灯台 2017
能取岬灯台 （北海道）1

鴛泊灯台 （北海道）2

艫作埼灯台 （青森県）3

陸中黒崎灯台 （岩手県）4

太東埼灯台 （千葉県）5

能登観音埼灯台 （石川県）6

大王埼灯台 （三重県）7

江埼灯台 （兵庫県）8

残波岬灯台 （沖縄県）9

恋する灯台 2019

鴎島灯台 （北海道）1

大須埼灯台 （宮城県）2

飯岡灯台 （千葉県）3

角田岬灯台 （新潟県）4

野間埼灯台 （愛知県）5

菅島灯台 （三重県）6

経ヶ岬灯台 （京都府）7

樫野埼灯台 （和歌山県）8

恋する灯台 2018

潮岬灯台 （和歌山県）

美保関灯台 （島根県）9

薩摩長崎鼻灯台 （鹿児島県）10

恋 灯台す
る

S H I M A

未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

どこまでも広がる青い空と海に、気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

人生の道標のようであり、未来に進む勇気を与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、灯台に行こう。

愛し合うふたりが、未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、恋するチカラを与えてくれる灯台を、

恋する灯台と呼んでみる。

未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

大王埼灯台
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古くから海の難所として知られる

大王崎に立つ白亜の灯台。

その姿は凛として強く、美しい。

荒波が寄せる岸壁とは対象に、

町には迷路を思わせる小路や石垣があり、

おだやかな懐かしい風情を漂わせる。

絵になる風景が多いことから「絵かきの町」と言われ、

青い空と海、西洋的な灯台、

「志摩のあじさい寺」と呼ばれる大慈寺で

咲き乱れる紫陽花など、

ロマンススポットにあふれている。

リアス海岸が織りなす絶景。

青い海、沈む夕日、きらめく豊かな食材の数々。

それは自然が織りなす芸術作品たち。

大切なふたりで、志摩市の芸術作品たちを

感じてください。

時を忘れてのんびりと。

ふたりのココロに潤いと感動を。

恋する灯台のまち「志摩市」へ旅してみよう。

大王埼灯台周辺では、漁船
がならぶ漁港の風景や灯台
の直前まで続く趣のある商
店街など、風情ゆたかなまち
なみを楽しむことができます。
また、伝統的なわらじ曳き神
事が行われる波切神社や灯
台の絵描きさんモニュメント
がかわいい八幡さん公園、
太平洋を一望できる崎山公
園など、お立ち寄りスポット
もあります。

灯台を囲むまちなみ

風情ゆたかな灯台を囲むまちなみ

夕陽に染まるあご湾の絶景

さまざまな形の島や半島が
美しい海岸線をつくるあご
湾。夕陽に染まっていくあご
湾の光景が訪れる人々を魅
了する伊勢志摩を代表する
ビュースポット。
雄大なあご湾をつつむ夕景
は、言葉では言い表せない
美しさがあります。

桐垣展望台

0599-72-4636（ともやま公園事務所）
住所

電話番号
営業時間

定休日

三重県志摩市大王町波切2199

星を散りばめたような神秘的な光景

真珠養殖等、漁具として使わ
れていたビン玉をオブジェと
して海岸沿いの約1kmに設
置してあり、夜は灯りが灯る
幻想的で情緒あふれる夜の
イチ押し散策道です。
旅館で借りる提灯を片手に、
特別なふたりでビン玉ロー
ドを歩けば、ロマンチックな
思い出になります。

ビン玉ロード

ふたりで歩く石坂のラビリンス

大王埼灯台があり、“絵かき
の町”として知られる志摩市
大王町波切。平地がほとんど
ない波切では、斜面に石垣を
築いて家を建て、坂道には石
段が巡らされており、迷路の
ような石坂のまちなみが特徴
です。情緒ある石坂のラビリ
ンスをふたりで歩いてみては
いかがですか。

石坂のラビリンス

海女さんと一緒に新鮮な魚介類を堪能

海女小屋は、海女さんが漁
で疲れた体を休め、火を焚い
て体を温める小屋です。
さとうみ庵の海女小屋体験
は本来の海女小屋を模した
小屋で、海女さんから海女漁
や海の話を聞きながらお食
事ができます。 
海女の貴重な話を聞きなが
ら伊勢志摩の海で獲れた新
鮮な魚介類を堪能してくだ
さい。

海女小屋体験施設
さとうみ庵

市内には全国にも珍しい
「登れる」灯台が２基ありま
す。恋する灯台「大王埼灯
台」と「安乗埼灯台」です。
安乗埼灯台からは、天気の
良い日に富士山を望めるこ
ともあります。
安乗岬園地内にあるカフェ
では、隼人芋（サツマイモ）
を煮て干し乾燥させた郷土
食「きんこ」を使ったスイー
ツ等も楽しめます。

安乗埼灯台

集まれ 灯台ボーイ＆ガール

あご湾に浮かぶぽこぽこと
した約60の島々が一望でき
る標高140mの絶景スポット。
カフェ・ミラドール志摩では、
志摩市を中心とする三重県
産の食材を使用したご当地
メニューが楽しめます。
天空でのティータイムを特
別なふたりで過ごしてみて
はいかがですか。

横山天空
カフェテラス

天空で味わう非日常なティータイム

６月初夏ともなると、その静
かな境内に１，５００株のあじ
さいが咲き乱れ、 誰言うとな
く「志摩のあじさい寺」と呼
ばれています。 また、２月中
旬には、先代典嶺和尚が丹
精して育てた「てんれい桜（
河津桜）」がいち早く春の訪
れをつげ、 早春から初夏に
かけては、あたかも花極楽に
なります。

大慈寺

「あじさい」と「さくら」の花極楽

両手を伸ばしても届かないくら
い大きな透明ボールの中に入
り、ぷかぷかゆらゆら不思議な
浮遊体験が楽しめます。
英虞湾のきれいな入江で海中
を覗いたり、不安定なボールの
中でふたり協力して立ち上がり
ポーズを決めてみてはいかが
でしょうか。
ここではシーカヤックやサイク
リングガイドツアーなど様々な
アクティビティも楽しめます。

志摩自然学校

ウォーターボール® de 体験

異国情緒あふれるスペイン
の街並みを再現し、子ども
から大人まで楽しめる魅力
あふれるテーマパークです。
情熱的なパレード・ショー、
バラエティ豊富なアトラク
ションの他、園内にはいた
るところにフォトジェニック
スポットがあります。
ふたりの気持ちも情熱的に
なること間違いなし。

志摩スペイン村

ふたりで感じるスペインの情熱

0599-47-5622（公益社団法人燈光会安乗埼支所）
住所

電話番号
営業時間 9：00～16：00
定休日 年中無休（天候等の都合により参観中止の場合あり）

三重県志摩市阿児町安乗794-1

住所

電話番号
営業時間

定休日

三重県志摩市浜島町浜島

住所

電話番号
営業時間

定休日

三重県志摩市大王町波切 住所

電話番号
営業時間

定休日

0599-72-0089
住所

電話番号
営業時間

定休日

三重県志摩市大王町波切409

0599-72-1733
9：00～17：00
不定休

住所

電話番号
営業時間

定休日

三重県志摩市大王町波切2199　ともやま公園内

住所

電話番号
営業時間 9：00～16：30
定休日 年中無休

三重県志摩市阿児町鵜方875-20
0599-52-1226（運営元代表電話）

0599-85-1212
住所

電話番号
営業時間 11：00～20：00（要予約）
定休日 年末年始（12/30～1/3）

三重県志摩市志摩町越賀2279

0599-57-3333
住所

電話番号
営業時間 ホームページをご確認ください
定休日 ホームページをご確認ください

三重県志摩市磯部町坂崎

三重県志摩市大王町波切

住　　所　三重県志摩市大王町波切54
電話番号　0599-72-1899（公益社団法人燈光会大王埼支所）
営業時間　9：00　～　16：00
定 休 日　年中無休（天候等の都合により参観中止の場合あり）

住　　所　三重県志摩市大王町波切54
電話番号　0599-72-1899（公益社団法人燈光会大王埼支所）
営業時間　9：00　～　16：00
定 休 日　年中無休（天候等の都合により参観中止の場合あり）
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