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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。
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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。

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。

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。

湯沸岬灯台 （北海道）1

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

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
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日本海を望む越前岬に立つ白亜の灯台。

越前海岸一帯は、

打ち寄せる日本海の荒波に削り取られた岩礁が

独自の風景を織りなしている。

そして、黄昏時の明かりに際立つ奇岩たちの形状と

橙色に染まる空と海とのコントラストは、他にはない美しさだ。

周囲は越前水仙の一大群生地となっており、

冬には甘く清楚な香りを漂わせる。日本海の冬は厳しい。

その中で咲き誇る雪中花は、

人生の厳しい時でも恋する2人で寄り添えば、

甘美な時間になることを教えてくれる。

「越前海岸」越前町城山より撮影「越前海岸」越前町城山より撮影

恋する灯台のまち
越前町でキュンとしよう！

越前町は、福井県嶺北地方の西端に位置し、

日本海と丹生山地に囲まれた自然豊かなまちです。

町の伝統工芸である「越前焼」は日本六古窯のひとつで

日本遺産に認定されています。

恋する灯台がある越前岬は、高台から日本海を一望できる

絶景スポットで、夕暮れ時のマジックアワーは美しく、

幻想的で、見ている二人をキュンとさせます。

二人の仲をより深めるために、

ぜひ越前町へお越しください。

532メートルの小高い山の
頂にある展望台からは、山か
ら登る朝日と海に沈む夕日を
見ることができます。
また、雨が降った次の日の晴
れた朝には、雲海を見ること
もでき、その景色は、現実の
世界とは思えないほど幻想
的。二人でベンチに座って雲
海を見れば、一生の思い出
になること間違いなし♡

エボシ山展望台

幻想的な雲海を二人の思い出にしよう

地元の食堂で食べよう

地元でも根強いファンが多
いこのお店。
このお店の「噂に聞く定番メ
ニュー」が、昔ながらのトマト
ケチャップがかかったオムラ
イスと、ソースがかかってい
ない白い焼きそば。
昔から変わらず愛されてき
たこのお店で、
地元の方との出会いや交流
を深めに来てみてはいかが？

三幸食堂
（みゆきしょくどう）

0778-37-0222
住所

電話番号
営業時間

定休日
11：00～20：30
水曜日

福井県丹生郡越前町新保13-20

夏のはじまりを見に行こう

福井県内、数ある花火大会
のトップバッターを飾るのが
この「越前みなと大花火」
県内でもトップクラスの約１
３０００発の花火を、アッとい
う間の30分ですべて打ち上
げてしまう勢いのある花火
大会で、海の堤防から一気
に打ち上がる花火は水面を
照らす幻想的な空間に。
この風景と港に反響する音
のドキドキ感が、二人の恋を
きっと加速させるはず♡

越前みなと大花火

早朝の豆腐販売車に出会おう

朝6時から8時頃、越前町の
海岸線を豆腐屋のラッパと
共に豆腐販売車が走ります。
朝の恒例行事で、地元では
その日の朝食に並ぶことも
あり、越前町のソウルフード
とも言えます。
出会うのはなかなか難しい
かもしれませんが、出会えれ
ばおいしい豆腐が食べられ
ちゃいます。早起きした分、更
においしく感じるかも！

清水食品店

日本海でドキドキしよう

荒波サバーン！で、日本海を
イメージされる方も多いは
ず。夏は非常に穏やかで透
明度も高い海が、冬の1月～
2月は一変します。波が防波
堤を越えて道まできたり、近
くでは地響きがしたりと、す
ごい迫力でドキドキします。
ただ、危険なので海の近くに
降りたりしては決していけま
せん！荒れ狂う日本海を、安
全な場所から！2人でドキドキ
しながら見てください。

大時化（しけ）の
日本海

地元のお母さんたちが作る
総菜のお店。その土地で収
穫された旬の食材を使い、
日替わりの総菜を手頃なお
値段で食べることができちゃ
います。持ち帰りはもちろん
、その場で食べることもでき
るし、雰囲気は誰かの家に遊
びに来たような感じ。
「誰かに作ってあげたい！」そ
んな気になる料理があれば、
こっそりワンポイントを聞い
てみては？

手づくりお惣菜
じんべえ

福井のおふくろの味を学ぼう

越前岬灯台からの眺めは素
敵なのですが、その場所より
更に登っていくと越前岬展
望台１があります。でも我慢
してさらに登りましょう。その
山道の階段を登りきると視
界が開けて展望台２が見え
てきます。素敵な日本海を
180度見ることができる展
望は登った分だけ二人でい
ることの幸せを感じることが
できるはず♡

越前岬展望台２

1番じゃなく2番を目指そう

願い事をしながら持ち上げ、
軽く感じたらその願いが叶
うという「おもかる石」。
その有名な石以外にも、境
内には何種かパワーを持っ
た石が点在しています
同じ根本から幹が二つに
分かれている「夫婦杉」も
あり、夫婦和合や縁結びに
繋がりが深いパワースポッ
トにもなっています♡

劔神社

石のパワーを感じに行こう

フランスはブルターニュ地方
の郷土料理「ガレット」を福
井県産のそば粉で作ること
で有名なHAZE。福井との
融合はそれだけでなく、越前
の海でとれた魚介や地元で
収穫された野菜の料理を、カ
ジュアルなフランス料理にア
レンジした創作料理が数多
くメニューに並びます。
二人の記念日に、フランス×
フクイをオシャレな空間と景
色と一緒に！

ガレットカフェ
HAZE（ヘイズ）

フクイとフランスを食べよう

夕暮れと共に丘に咲く光の花。
水仙の花をイメージした白と
ゴールドの2色の光が、時間と
ともに緑と紫に変化。
2つで1つの8000ペア（16000
個）のライトが一面を埋め尽く
す幻想的な風景は、時間の流
れを忘れてしまいそう。3月下
旬から5月下旬までの2か月間
限定のイベントで少し寒いの
と足元が暗いところもあるの
で、必ず手をつないでイルミ
ネーションの中を散歩しよう。

水仙岬のかがやき

２つで１つの光に包まれよう

0778-36-0303
住所

電話番号
営業時間 10：00～18：00
定休日 無休

福井県丹生郡越前町織田98-24

0778-37-1501
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

福井県丹生郡越前町道口　越前漁港広場

0778-37-1234
住所

電話番号
営業時間 特に9月～10月に見ることが出来る
定休日 なし

福井県丹生郡越前町笈松
0778-36-0404

住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

福井県丹生郡越前町織田113-1

0778-37-1112
住所

電話番号
営業時間

定休日
11：00～20：00（季節により変動）
木曜日

福井県丹生郡越前町血ヶ平25-2

0778-37-2501
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

福井県丹生郡越前町血ヶ平27-1-2 越前岬水仙ランド

なし
住所

電話番号
営業時間 1月から2月の荒天時
定休日 なし

越前海岸

0778-37-1043
住所

電話番号
営業時間 6：00～9：00
定休日 不定休

福井県丹生郡越前町厨16-55-2

0778-37-2501
住所

電話番号
営業時間 3月下旬から5月下旬。日没後から約4時間点灯
定休日 なし

福井県丹生郡越前町血ヶ平27-1-2　越前岬水仙ランド
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