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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

陸中黒埼灯台 （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
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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。

江埼灯台
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明治初期に建設された石造りの洋式灯台で、

背の低いフォルムが愛らしい。

周辺は瀬戸内海国立公園に指定され、

灯台からは明石海峡大橋を望むことができる。

「古事記」「日本書紀」で、

日本で最初に生まれた島とされる淡路島。

その神話を引き立たせるのが、

島の西側の海岸線に沿って走る「淡路サンセットライン」だ。

その名の通り、夕日が空と海全体を紅く染めあげ

黄金色の道を輝かせる。

恋する二人で眺めてほしい、神々しい美しさだ。 

愛のはじまりの地、
淡路島

美しい自然・文化や海の幸・山の幸に恵まれ、 

“関西のリゾート地”とも呼ばれる淡路島。

「古事記」「日本書紀」の冒頭の国生み神話では、

イザナギノミコトとイザナミノミコトが

初めてご夫婦の契りを結び、

日本で最初に生まれた島が「淡路島」と記されています。

 そんな“はじまりの地”で、2人の愛を確かめ合い、

 新しい夢を見つけましょう。

本州側からの玄関口に位置
し、旅の始まりを告げるスポッ
トです。ゆっくり寛げるレストラ
ンやフ一ドコ一ト、売店、明石
海峡大橋を眺められる展望テ
ラスなどがあります。上下線を
行き来できるサービスエリア
です。ハート型の光が可愛い
モニュメント「ハートライトゲー
ト」（上り線）や、1周15分の絶
景ビューポイント「大観覧車」
（下り線）で、2人の距離を
グッと近づけましょう。

遊べるSA
「淡路サービスエリア」

ハートライトや絶景で心の距離を縮めよう

ハーブの香りに包まれて愛を深めよう

香りをテーマにした体験型
テーマパークです。香りに関
する展示やハーブ料理を味
わえるレストランがあり、天
然温泉では瀬戸内海に沈む
夕日を眺めながらの入浴も。
アロマやリース、香水などの
手作り体験を楽しめるのも、
仲を深めるポイントです。
ずっと一緒にいたい2人のた
めに、眺望のよい宿泊施設も
完備しています。

体験いっぱい！
「パルシェ香りの館
・香りの湯」

0799-85-1162
9:00～17:00（各施設により異なるためお問い合わせください）

住所

電話番号
営業時間

定休日 不定休

淡路市尾崎3025-1

ロマンチックな時間を2人で過ごそう

季節の花々や緑と、建築家・
安藤忠雄氏設計の建築物が
コラボした複合施設です。階
段状に並ぶ100個の花壇
「百段苑」やプロムナード
ガーデン、貝の浜、噴水、世
界の珍しい植物を展示する
日本最大級の温室｢奇跡の
星の植物館」など、美しい景
色がいっぱいです。2人で好
きなだけ回遊し、ロマンチッ
クな時間を過ごしてくださ
い。

自然と安藤建築
「淡路夢舞台」

愛する人を守る知恵を学ぼう

阪神・淡路大震災を起こした
野島断層や激震に耐えた民
家をありのままに保存。地震
の揺れを体験できる震災体
験館もある。地震発生時に、
愛する人を守れるように日頃
の備えを考えてみよう。
敷地内にあるハートのモニュ
メントの前で、夕日を背に愛を
誓いあってみよう。物産館に
はレストランや売店もありま
す。

野島断層を展示
「北淡震災記念公園
　  野島断層保存館」

恋も愛も2人で一緒にお祈りしよう

日本の「国生み伝承」に登場
する最初の夫婦神「イザナ
ギノミコト・イザナミノミコト」
の二神を祀る最古の神社
で、古事記や日本書紀にそ
の起源が記され、日本遺産
にも認定されています。境内
には樹齢約９００年の御神木
「夫婦の大楠」があり、縁結
び、夫婦円満、安産などの信
仰が生きています。二人の
「絆」がさらに深まるように、
お祈りしてみませんか。

日本最古の神社
「伊弉諾神宮」
 IZANAGI-JINGU

明石海峡の絶景を眺望でき
る日帰り天然温泉と、海の
幸・山の幸を味わえるレスト
ラン、お土産コーナーが揃う
温泉リゾートです。場所は、
明石海峡大橋を渡ってすぐ
の高台。夜はライトアップさ
れた幻想的な大橋を眺めな
がら、露天風呂で心と体を癒
しましょう。淡路島を満喫し
た後に立ち寄れば、2人の旅
の最高のシメになるはず！

岩屋温泉 美湯ビュー
「松帆の郷」

露天風呂で身も心もホットになろう

里山の美しい棚田にある「そ
ばカフェ生田村」。地域で育
てるそばの風味が良いと食
通の方たちが多く訪れます。
広がる棚田で2人で冒険気
分に浸ったり、“絶品そば”を
食べるのも良し、人気のそば
打ち体験（要予約）を楽しむ
のも良し。緑に囲まれ、時間
がゆったりと流れます。

ちょっと冒険
「そばカフェ生田村」

2人で作ろう“絶品そば”

なだらかな高原に広がる、約
15ヘクタールの花畑。季節
ごとに咲き誇る一面の花々
や趣向を凝らした花壇が、夢
のような世界を見せてくれま
す。明石海峡・大阪湾を背景
にした花の大パノラマは、ま
さに極上の見物席。ゆっくり
散策して、2人だけの美しい
風景に出会ってください。
※2020年3月中旬リニュー
アルオープン予定

丘陵に広がる
「あわじ花さじき」

美しい花々に2人で心を奪われよう

ランチ、カフェ、ディナーを味
わいながら、ハローキティと
パフォーマーによるショーを
楽しめる、日本でも珍しいシ
アターレストラン。
さらに、地上からでは見えな
いハローキティが畑の中心
に出現する外観や、幻想的
なメディアートなど、驚きと感
動がいっぱいです。恋する2
人でハローキティの世界に
夢中になりましょう。

シアターレストラン
「HELLO KITTY
     SHOW BOX」

ハローキティの世界で２人の距離を縮めよう！

生食専用「もみじたまご」、
純国産鶏さくらのむね・もも
肉など、北坂養鶏場の生産
物を直売しています。人気
商品は、北坂養鶏場産さく
らたまごを使って、割らずに
中身だけを攪拌した「たま
ごまるごとプリン」。見た目
はたまご、中身はプリンの
不思議な感動を、2人で味
わってください。SNS映え
も間違いなし！

新鮮たまご
「北坂養鶏場直売所」

不思議スイーツの感動をシェアしよう

0799-73-2333
住所

電話番号
営業時間 温泉 11:00～22:00 （21:00までに入館） レストラン 11:00～21:00 

※ゴールデンウイーク、正月、夏休み期間は1時間延長
定休日 第1木曜（1・4・5・8月は無休）

淡路市岩屋3570-77

0799-74-1000
住所

電話番号
営業時間 7：00～23：00
定休日 施設により異なる（お問合せください）

淡路市夢舞台2

（上り）0799-72-4608（下り）0799-72-4715
住所

電話番号
営業時間 各施設により異なるためお問い合わせください
定休日 年中無休

（上り）淡路市岩屋3118-1 （下り）淡路市岩屋仮田2568 住所

電話番号
営業時間

定休日

0799-74-6426
住所

電話番号
営業時間 9:00～17:00 (最終入園 16:30)
定休日 年末年始

淡路市楠本2865-4

0799-70-9022
住所

電話番号
営業時間

定休日 水曜日 ※2020年1月・2月の木曜日は機材メンテナンスの為、休館となります。

11：00～20：00/１日最大３公演
各公演情報は、HPをご確認ください。
https://awajiresort.com/hellokittyshowbox/

淡路市野島平林177-5

0799-70-1478
住所

電話番号
営業時間 11:00～15:00
定休日 土・日・祝日営業　※平日は予約営業

淡路市生田畑152

0799-80-5001(代)
住所

電話番号
営業時間 9：00～17：00
定休日 年中無休

兵庫県淡路市多賀740番地

0799-70-7267
住所

電話番号
営業時間 9:00 - 17:00
定休日 年中無休

淡路市育波1115-1

0799-82-3020
9:00～17:00
年中無休（12月に臨時休館あり）

淡路市小倉177
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恋する灯台へ行こう
！

Ⓒあわじ花さじき
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