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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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春先に見られる青い空、咲き誇る数十本の美しい桜、

その中に映える白い姿から「桜の灯台」とも言われている。

すぐ北には景勝地の雨晴海岸が広がる。

源義経が奥州へ落ちのびる途中、

にわか雨が晴れるのを待ったという伝承から

名づけられた「義経岩」があり、

地名「雨晴」の由来ともなっている。

浜から眺める岩礁、富山湾越しに見る立山連峰の

雄大な眺めは素晴らしい。

恋の雲行きが怪しくなっても、

この地に立てば綺麗に晴れていきそうだ。

雨晴海岸より撮影雨晴海岸より撮影

恋する灯台の町
高岡市へようこそ

高岡市は加賀前田家二代当主・前田利長によって高岡城

の城下町として開かれました。当時から継承発展してきた

高岡銅器や高岡漆器は高岡を代表する伝統産業であり、

歴史的建造物も多く残ります。また、万葉集の編纂者・大伴

家持ゆかりの地である万葉の里としても知られています。

岩崎ノ鼻灯台がある浜からは、富山湾越しに立山連峰の

雄大な景色が望め、その自然美に恋する二人の心も晴れ

渡ることでしょう。自然豊かなものづくりの町、万葉のロマン

溢れる高岡市へ、二人の愛を育みにお越しください。

高岡古城公園は、加賀前田
家二代当主、前田利長が築
いた高岡城の史跡公園。桜
と紅葉の季節にだけ、水濠を
めぐる遊覧船が運航します。
1周30分、隣同士に座り自然
美を眺めれば、二人の関係
も自然体に。
緊張していても船頭さんが
和ませてくれます！桜を鑑賞
したなら「秋の紅葉も観に来
ようねっ」と、半年後の約束
もゲット！

高岡古城公園
遊覧船

春と秋だけの特別な景色を二人で楽しもう

「恋するドーナツ」を食べに行こう

食料品や日用品などが購入
できるほか、喫茶、交流スペ
ースも併設した、地元の方に
愛されている多目的ストア。
灯台のある国分浜から続く
散歩ルートにあり、ちょっと一
休みするのにおすすめのス
ポットです。新しく「恋するド
ーナツ（160円）」が登場し、
二人の恋をサポート！春は十
間道路の桜並木がとてもキ
レイです。

ストアーまるしん

0766-44-5963
住所

電話番号
営業時間

定休日
10時～17時
土•日曜日、祝日

富山県高岡市伏木一宮2-9-13

特設ステージに立ち、大声で愛を詠おう

高岡古城公園内に設けられ
る特設水上舞台で、万葉集
全20巻4,516首の歌のすべ
てを、リレー方式で歌い継ぐ
イベント。毎年秋に開催さ
れ、応募によって全国から集
まった2,000人を超える人々
が、連続三昼夜にわたり朗唱
します。万葉衣装に身を包み
心に秘めた熱い想いととも
に愛を詠えば、きっと想いは
届くはずです。二人の愛も確
実に。

万葉集全20巻
朗唱の会

滝を制して幸せになろう

「甦る水 100選」に選ばれ
ている「平成の滝」に、「古城
の滝」、「朝陽の滝」と、高岡
古城公園内には3本の滝が
あり、すべての滝を制すれば
幸せになれるとか!？
まだ初々しい二人なら、滝探
しをきっかけに散歩も盛り上
がり、もちろん手もつないだ
りして。3本の滝を制する頃
には、二人の距離もグンと縮
まっているでしょう。

高岡古城公園の
3本の滝

朝ごはんから始まるデートをしよう

奈良・鎌倉と並ぶ日本三大仏
のひとつ、高岡大仏のお膝
元にあるお休み処、大仏茶
屋。金･土･日曜限定で朝6時
30分から営業し、地元の素
材にこだわった「卵かけご飯
（500円）」を提供。要の卵
は3種類から選べるので、二
人でシェアしながら味比べを
すれば、朝からラブラブモー
ド間違いなし。楽しい1日の
スタートはここから。

大仏茶屋

金屋町には、格子造りの古い
家並みと石畳の道が見事に
調和した通りがあり、約
500mにわたって続きます。
そして石畳には、なんとハー
ト型の石が隠れています。国
の重要伝統的建造物群保存
地区に選定されている風情
漂う家並みを、ハートの石を
探しながら二人で散策して
みてはどうでしょう。無事見
つけられたら願い事が叶う
かも。

金屋町
（千本格子の家並み）

風情ある町並みを歩きながらハートの石を探そう

地元学生に愛されるお店の
名物ソフトクリーム（150円）
は大迫力。学生へのサービ
ス精神で、これ以上できない
ほどに高くなっていったのだ
そうです。量が多い分、食べ
切るためには時間との勝負
に。
出された瞬間から、頂上から
ガッツリと「かじる」のがおす
すめ。二人で協力しながら食
べて、愛を育むのはいかがで
しょう。

ショップまじま

落とさないように協力しよう

高岡古城公園内には、何と
無料で入れる動物園があ
ります。しかも、ペンギンや
フラミンゴ、ミニチュアホー
スなど約40種の動物たち
に会え、ウサギやモルモット
と実際に触れ合うこともで
きます。
愛らしい動物たちと触れ合
い、童心に帰ってはしゃぐ
姿を見れば、胸キュンする
こと間違いなし！お互います
ます好きになるはずです。

高岡古城公園
動物園

童心に帰って動物とたわむれよう

高岡のものづくりに触れる
ことができるショップギャラリ
ー。日用品を展示販売する
ショップ、図書室、そして高岡
の伝統工芸である鋳造や螺
鈿細工などを体験できる図
工室があります。
恋する二人には伝統工芸の
体験（要予約）がおすすめ。
お互いへのプレゼントを一
緒に愛を込めて作りましょう。
いつまでも残る二人の甘い
思い出になりますよ。

はんぶんこ

お互いへのプレゼントを手作りしよう

越中一宮の社格を有する、
歴史ある由緒正しき神社。
縁結びの神様で有名な、大
国主命が祀られていて、その
効果は全国から良縁祈願に
訪れる人がいるほどです。
二人で一緒に祈願すれば、
愛の深さもグッと深まるはず。
もちろんお揃いのお守りも
ゲット。海辺の高台にある静
寂に包まれた鎮守の森へ、
愛を深めに行きましょう。

越中國一宮
氣多神社

神様のもと、二人の愛を誓い合おう

0766-20-1301（高岡市観光交流課）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

富山県高岡市金屋町

0766-20-1301（高岡万葉まつり実行委員会事務局）
会場

電話番号
開催日 毎年10月第1金曜日から3日間
参加料 無料（衣装協力金200円）

富山県高岡市古城1-9

0766-20-1563(高岡古城公園管理事務所)
住所

電話番号
営業時間 入園自由（遊覧船は桜と紅葉のシーズンのみの営業）
定休日 無休（遊覧船は期間限定営業）

富山県高岡市古城1-9
0766-20-1565

住所

電話番号
営業時間 9時～16時30分
定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）

富山県高岡市古城1-6

0766-50-9070
住所

電話番号
営業時間

定休日
11時～18時
火・水曜日（祝日の場合は翌日）

富山県高岡市小馬出町63

0766-23-3277
住所

電話番号
営業時間 7時～21時、 土・日曜、祝日7時～19時頃 ※ソフトクリームは9時30分～
定休日 不定休

富山県高岡市中川1-3-16

0766-54-6678
住所

電話番号
営業時間 朝営業/金・土・日曜6時30分～9時（LO8時30分）、昼営業/11時～17時
定休日 月曜日

富山県高岡市定塚町1200

0766-44-1836
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

富山県高岡市伏木一宮1-10-1
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0766-20-1563(高岡古城公園管理事務所)
住所

電話番号
営業時間

定休日
入園自由
無休

富山県高岡市古城1-9
245
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