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「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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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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古より栄えた細島港の近く日向岬に立つ灯台。

テラスがあるモダンな灯台の周囲は

展望公園になっており、

南国的な景色が楽しめる。

近くには、浸食された岩礁が「叶」という文字、

あるいは「十字」にも見えることから名づけられた

「クルスの海」があり、

訪れると願いが「叶う」という

不思議な言い伝えを持っている。

クルスとはポルトガル語で「十字」を意味するが、

まるで恋人たちの交差した運命を象徴する

愛の十字路のようだ。

日向市　願いが叶うクルスの海より撮影日向市　願いが叶うクルスの海より撮影

ヒュー！ヒュー！な二人を
応援するまち、日向。

海と山に恵まれた日向市は、交流の拠点としての歴史

も古く、二人の距離を縮めてくれるオープンマインドな

土地柄。

パワースポットも充実していて、恋力を高めたい女子旅

にも持ってこいの場所です。

なかでも細島灯台のある日向岬は、絶景ポイントが密

集するエリア。広い空と海の間に立つと、まるで宇宙に

いるような…今この瞬間に集中できる空間です。

この日向で二人でいられる幸せを心の底の底の底から

感じてください！

駅は発着のための場所？い
えいえ、日向市駅はジュース
片手にのんびりしたい場所。
国際デザイン賞など、数々の
賞を獲得した駅舎周辺は、
芝生広場もあり、グリーンな
雰囲気。“てぃーりりり(ご当
地接近音)”も心地よく…市
街地なのに、いい風吹いてま
す。夜は一味違って、ロマン
ス溢れる空間に♪ちなみに
日向時間とは、のんびりした
県民性を表す言葉。

JR日向市駅舎と
駅前広場

駅でのんびり日向時間を味わおう！

手をつないで、天使の道を渡ろう！

エンゼルロードは、「黒田の
家臣」という名の小島へ渡る
道。普段は海で隔てられてい
て、干潮になるとその道が現
れます。不思議な島の名前に
は悲しい物語がありますが、
地元細島の人たちの優しさ
と祈りによって癒やされ、そ
の美しい景色には天使が宿
っていると思わせられます。
大切な人と手をつないで歩
けば、天使が味方してくれる
かも。

黒田の家臣の
エンゼルロード

0982-55-0235（一般社団法人 日向市観光協会）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

宮崎県日向市細島

51秒のサイレントチャレンジをしよう！

日向岬と日知屋城址、2つの
パワースポットに挟まれた小
さな湾にある伊勢ケ浜。日中
の美しさはもちろん、おスス
メは早朝と月夜。朝日には数
倍の癒やしのパワーがある
とか。大御神社のある伊勢
ケ浜なら更にすごそう。
月夜は、海面に浮かぶ光の
道が何とも神秘的。51(恋)
秒間、二人で静かに海を眺
めてみましょう。きっと内なる
愛が目覚めるはず。

伊勢ケ浜から見る
朝日と満月

甘酸っぱい出会いに乾杯しよう！

日向のご当地グルメと言え
ばこれ！日向市特産へべすピ
ューレ入り「へべすソフトクリ
ーム」。日向固有の酢みかん
「へべす」に地元丸山牛乳を
使用し、開発したこだわりの
味は、まるで二人の出会いの
ように、優しい酸味とクリー
ミーさが見事にマッチしてい
ます。
日向でしか味わえない、幻の
ソフトクリームをぜひ食べて
みて！

へべすソフトクリーム

お揃いTで、恋スタグラムしよう！

日向でカップル気分を高め
たい二人におすすめしたい
のが、もはや日向のご当地着
と言っても過言ではない！？
ひょっとこのイベントTシャツ。
年に1度の日向ひょっとこ夏
祭りにあわせ、毎年異なるデ
ザインが展開して販売され
るので、その年、その時の記
憶をとどめておけますよ。派
手めのカラーで揃えれば、二
人の距離はぐっと縮まること
でしょう！

ひょっとこTシャツ

その名の通り、幸福に通じる
ことから、市民に愛される神
社。歴史も古く、市の中心部
にあって、そこだけ厳かな雰
囲気が漂います。そんな幸
福神社にあるのが、樹齢百
数年とも言われる夫婦楠。
なんと2本の木が1本になっ
ていて、“ずっと一緒にいた
い”と願ったらこうなった！と
いう感じ。木の放つ気を吸っ
て、好き（吸う気）で身体を
満たしてください♪

市民の
パワースポット、
幸福神社の夫婦楠

百数年の好き(吸う気)で満たされよう！

これだけ絡み合えば、きっと
離れることはない…それほ
ど熱い愛を醸し出している
のは、「エノキ」と「タブ」とい
う、まさに“種”を越えて愛し
合う2本の木。小さな浜辺の
そばで密かに愛を育んでき
た、どの観光マップにも載っ
ていない、地元民でも知る人
ぞ知る存在。
御鉾ケ浦の美しい海ととも
に、通称「抱っこちゃん」探し
を楽しんでみよう。

御鉾ケ浦の
絡み合う
2本の木

愛し合う木の前で、愛を“ハグ”くもう！

気さくな草野夫妻が営む、
サーフショップ併設のカフェ。
心地いい店内には、サーファ
ーのみならず様々なジャンル
の人が集います。サーフィン
ドッグや名物カレーなど、デ
ートに乙なランチやカフェメ
ニューあり。「日向の宝物グラ
ンプリ」準グランプリの「ガト
ーへべすジュレフロマージュ
」は、夫婦で試作を重ねた愛
の結晶！その愛の味を噛みし
めるべし。

伊勢ケ浜のカフェ
グリングラス

W“あーん”で、いただきマージュしよう！

人気観光スポットが連なる日
向岬で、目立たないながらも、
地元民が激推しするスポット。
周辺に高い山や建物がなく、
海抜192mから360度の景
色を楽しめます。また、ストー
ンサークルや龍神信仰の残
る場所でもあり、神秘的な雰
囲気。世界にふたりだけにな
ったような気分で、きっと素
直に愛を語れるはず！
※夜間は灯りが必要です。

隠れた絶景スポット、
米ノ山展望台

360度の夜空にロマンスを解き放とう！

“サーフィンの聖地”と称さ
れる日向。なかでも、お倉ヶ
浜は、世界大会も開かれ、日
本でも有数のサーフポイン
ト。1年を通して多くのサー
ファーが集い、アツアツの常
夏な感じです。「日本の渚百
選」にも選ばれ、夏場は多く
の海水浴客でも賑わいま
す。お倉ヶ浜に来たら、二人
でぜひサーフィン体験を。
波と戯れる、互いの素顔に
ドキッとしちゃうかも？

お倉ヶ浜で
サーフィン体験

サーフィンの聖地でアツアツの波に乗ろう！
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0982-53-1360（幸福神社）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

宮崎県日向市本町10-20

0982-55-0236（一般社団法人 日向市観光協会）
住所

電話番号
営業時間 海水浴は可能期間内の9～17時
定休日 なし

宮崎県日向市大字日知屋599-3

0982-55-0235（一般社団法人 日向市観光協会）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

宮崎県日向市上町1-19
〈馬ケ背茶屋〉0982-54-6177〈まちの駅とみたか物産館〉0982-54-4228

住所

電話番号
営業時間 ＜馬ヶ背茶屋＞8：30～17：30（冬）、9：00～18：00（夏）

〈まちの駅とみたか物産館〉8:30～18:30

定休日 〈馬ケ背茶屋〉12月31日〈まちの駅とみたか物産館〉12月31日、1月1日

〈馬ケ背茶屋〉宮崎県日向市細島1-1
〈まちの駅とみたか物産館〉住所：宮崎県日向市上町1-19

0982-95-0194（グリングラス）
住所

電話番号
営業時間 10:00～19:00
定休日 毎週木曜日　時季等により変更有り

宮崎県日向市伊勢ケ浜186-25

0982-55-0235（一般社団法人 日向市観光協会）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

宮崎県日向市日知屋686-159

0982-55-0235（一般社団法人 日向市観光協会）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

宮崎県日向市大字細島92（御鉾ヶ浦海水浴場）

0982-54-4228
住所

電話番号
営業時間 8:30～18:30
定休日 12月31日、1月1日

宮崎県日向市上町1-19(まちの駅とみたか物産館)

0982-52-2111（日向市観光交流課）
住所

電話番号
営業時間 海水浴は可能期間内の9～17時
定休日 なし

宮崎県日向市平岩上舟人
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