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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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2 恋する灯台 2016

恋する灯台 2017

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
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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
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恋 灯台す
る

A S A H I

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。

飯岡灯台

恋す
る灯
台ホ
ーム
ペー
ジ

http
://ro

man
ce-t
oud
ai.um

inoh
i.jp



ASAHI
IIOKA
TOUDAI

灯台が立つ刑部岬は、

西に九十九里浜を望み、

東には、海食された断崖が続く「東洋のドーバー」と

いわれる屏風ヶ浦がある。

小柄な灯台とは対照的に、

目の前に広がる雄大な太平洋の風景は壮観だ。

展望館もあり、美しく立ち昇る朝日、

名勝として選ばれた、房総半島の彼方に沈む夕日、

そして、漁船と街の灯が演出する夜景まで、

恋する時間をいつでも演出してくれる

ロマンティックなスポットだ。

恋する灯台のまち、
旭市へようこそ

温暖な気候と

海と大地の豊かな自然、

そして美味しい食があります、

人も気候もあったか！旭。

高さ60メートルの断崖絶壁
に建つ展望館で、眼下には
漁船が停泊する飯岡漁港が、
その向こうには九十九里浜
が弓なりに続いている。季節
や時間の変化で異なる光の
ドラマを楽しめる。
富士山を見ることができる
隠れた絶景スポット。
展望館から見える町の灯り
がLOVEの文字に見えると、
二人が結ばれるという伝説
がある。

刑部岬展望館
～光と風～

眼下に伸びる九十九里を見よう！

千葉県有数のパワースポットに行こう！

不動明王を本尊とする龍福
寺。788年空海創建とされ、
九十九里の漁師たちの信仰
も厚い。
岩井滝不動と呼ばれる境内、
そして隣接する県指定天然
記念物の龍福寺の森には幾
つもの滝が存在し、癒しを与
えてくれるパワースポット。
森と滝に囲まれて二人の距
離もグッと近づくこと間違い
なし。

龍福寺・龍福寺の森

0479-55-3021
住所

電話番号
営業時間

定休日 なし
なし

旭市岩井120

映画のモデルにもなったあの花火を二人で見よう！

飯岡海岸で7月最終土曜日、
日曜日の2日間に渡り開催さ
れるイベントで、初日のメイン
は約１万発の海浜花火大会。
その他ステージショー、神輿
など盛りだくさん！
2日目は、海岸でビーチバ
レー大会が開催され、その
隣では、3000点を超える景
品を掘り当てる宝さがしが
開催される。

旭市いいおか
ＹＯＵ・遊フェスティバル

教会のチャペルを鳴らすように希望の鐘をならそう

刑部岬に建てられた、高さ約

３メートルのステンレスの柱

に、黄金色の鐘が下がる見晴

らしの良い素敵なスポット。

二人で絶景を見ながら教会

のチャペルで鳴らすように、

鐘を鳴らそう！

希望の鐘

ＡＲであの名画の場面を巡ろう！

旭市飯岡エリアは、1995年
公開の岩井俊二監督映画「打
ち上げ花火、下から見るか？
横から見るか？」のロケ地。
スマートフォンのAR（拡張
現実）アプリを使ったロケ地
案内サービスを提供中！
ロケ地を訪れた方だけが利
用できる３つの特典もある
ので、ぜひアプリを使ってロ
ケ地めぐりを楽しもう！

「打ち上げ花火、下から見るか？
横から見るか？」
ロケ地案内ＡＲアプリ

旭市で人気のオシャレカフェ
のmilky way、Ｆｌａｖｏｒｓ Ｃａｆｅ
では、恋する灯台にちなんだ
特別メニューを提供中。恋する
灯台のまちに来た際にはぜ
ひお立ち寄りください。
かわいいメニューで気持ちも
上がること間違いなし！

■パンケーキカフェ
　ｍｉｌｋｙ ｗａｙ
■Ｆｌａｖｏｒｓ Ｃａｆｅ

「恋する灯台のまち」特製メニューを食べよう！

旭市は、いちごの生産量が
県内第1位。
大粒で甘みが強く、いちごの
女王とも呼ばれる「アイベ
リー」や、香りが良く濃厚な
味わいの「さちのか」などを
中心にさまざまな品種のい
ちごが栽培され、1月から
5月ごろまで、いちご狩りを
楽しめる。
味の良さが評判を呼び、マス
コミでもひっぱりだこ！

イチゴ狩り

あのタレントも御用達！？ビックリするほど大きくて甘いイチゴを食べよう！

全国でもトップクラスの生産
量を誇る農畜水産物を集めた
“食なら何でも揃う道の駅“。
地元の食材をふんだんに使
った自然食バイキングレスト
ランをはじめ、テナントやお
みやげも充実。
情報発信スペースには旭の
観光情報も揃っている。
旭市を知るなら先ずはここ！

道の駅
季楽里あさひ

食の郷“あさひ”を堪能しよう

旭市の冬の祭典「スターライ
トファンタジー」は、イルミネー
ションで装飾された光のオブ
ジェが冬の街を彩る。
期間中のイベント開催日には、
「スターライトフェスタ」として、
ステージショー、抽選会など
が行われ、イルミネーション
を施したミニトレインも運行
される。

スターライトファンタジー

きれいなイルミネーションの夜を二人で過ごそう！

九十九里浜に面したパーク
ゴルフ場で、潮騒の音と海
風を感じながら心地よくプ
レーできる。
コースは総延長800mで、
1ラウンド18ホールを約1
時間で回れるため、初心者
やカップル、親子でも、気軽
に挑戦することができる。

あさひパークゴルフ場

手ぶらで楽しめるから…パークゴルフで遊ぼう！

①0479-74-7977
②0479-57-5175

住所

電話番号

営業時間 ①11：00～18：00
②11：00～20：00

定休日 ①金曜休
②水曜休

①パンケーキカフェmilky way 旭市横根1353-36
②Flavors Cafe　旭市飯岡2221-1

0479-62-5338（実行委員会）
住所

電話番号
営業時間 開催時期　７月最終土曜、日曜(雨天順延)

なし定休日

旭市横根1356（飯岡海岸）

0479-57-1181
住所

電話番号
営業時間 9：00～16：30（２月のみ～18：00）※展望デッキと１階トイレは終日利用可
定休日 月曜休（月曜が祝日の場合は翌日）、年末年始

旭市上永井1309-1 住所

電話番号
営業時間

定休日

0479-62-0888
住所

電話番号
営業時間 9:00～18:00（4～9月は19:00まで）

レストランはモーニング9:00～11:00、
ランチバイキング11:00～15:30（受付14:00まで）

定休日 なし

旭市イの5238

0479-62-1348（旭市商工会）
住所

電話番号
営業時間 開催時期 12月上旬～下旬 イルミネーション点灯時間 17：00～21：00
定休日 なし

旭市高生１（海上公民館）

0479-63-2549（江波戸いちご園）
住所

電話番号
営業時間 営業期間　1月～5月
定休日

市内６ヶ所（内１ヶ所直売のみ）

0479-62-5338（旭市商工観光課）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

旭市上永井1309-1

0479-62-8989
住所

電話番号
営業時間 8：30～17：00（3、4、9、10月）8：00～18：00（5、6、7、8月）

8：30～16：00（11、12、1、2月）
定休日 第2、第4月曜、12月31日、1月1日休

旭市中谷里8340-53

飯 岡 灯 台IIO
KA-TOUDAI

0479-62-5338（旭市商工観光課）
なし
なし

旭市上永井1309-1


	千葉_omote_web
	千葉_ura_web.pdf

