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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。

神威岬灯台
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積丹半島北西にある岬の先端に、
黒い帯を灯塔にまといながら立つ白い灯台。

灯台までは尾根道「チャレンカの小道」を辿っていく。
起伏に富んだ竜の背のような遊歩道からは、

眼下に「積丹ブルー」と呼ばれる
神秘的な青い輝きをたたえる海が広がり、
その透明な美しさに吸いこまれそうになる。

そして、岬の先端から見渡せる
丸みを帯びて見える水平線も絶景だ。

源義経を想うあまり身を投げた悲劇の乙女チャレンカ。
その悲しい伝説も、

コバルトブルーの海に向かって立つ恋人たちの姿に
癒されていくだろう。

積丹町　神威岬より撮影積丹町　神威岬より撮影

恋する灯台のまち
積丹町

「鰊とソーラン節」を生み、「北前船」を育んだ日本海。

海の無事を願い、今も灯し続ける神威岬灯台の宿舎跡の

古びた礎石からは、新婚間もない灯台守が唄う「喜びも

悲しみも幾歳月」が聞こえるような気がします。　

そして今、積丹ブルーに浮かぶ小道を行き交う大勢の若

い恋人たちの姿があり、奇岩奇石が連なる海岸線に沈む

夕陽が二人の誓いを祝ってくれます。

平成16年には「積丹半島と神威岬」が北海道遺産52件

の内の１件に認定された、このかけがえのない美しい積

丹の海を、みんなで次の世代に引き継いでいきましょう。

美国港横の海に突き出た黄
金岬の展望台からは、積丹名
物の青く澄んだ日本海とそ
れに対峙する断崖の絶景を
見ることができます。400mほ
どの遊歩道を抜けると左右
両側に広がる美国の町。ま
た、上空から見るとハート形
をしている宝島を撮影すると
観光協会でハート形の恋の
お守りをがもらえます。
２人いっしょにハイチーズ！

宝島の写真で
恋のお守りをゲット

目の前の宝島を背景に写真を撮ろう

小さなトンネルを、ドキドキ！抜けてみよう

入舸にたどり着いた義経が
恋におちたのがシララという
首長の娘。しかし義経は満月
の夜に船出をする。という、
愛しき人を追い求めるシララ
伝説の地、日本の渚100選
「島武意海岸」。抜けたトンネ
ルから眼下に広がるこの海
岸の透明度は日本有数で、さ
らに日本海と奇岩がつくる白
い波と積丹ブルーが2人きり
の時を演出します。

絶景！積丹ブルーの
島武意海岸

0135-44-3715（積丹観光協会）電話番号

営業時間 無

住所 積丹郡積丹町大字入舸町

2人の変わらぬ愛を観音像にお願いしよう

海が見える小高い丘に立ち
夜遅く舟場へ帰ってくる漁
師達を迎えた魚籃（ぎょらん）
観音像には、恋の願い事が
叶うという言い伝えもありま
す。今はお寺の正面に移動
しました。お寺事務所玄関で
大切な人への願い事を書き、
魚籃観音に願ってから像前
のオンコの木に結びます。
後日願い事がかなえば大覚
寺に再びお参りするのです。

大覚寺の
魚籃（ぎょらん）観音像

隠れた絶景ポイントから夕陽を見よう

左に神威岬、右に積丹岬。
両方の岬が見える海岸線沿
の駐車帯は、地元の人にも
あまり知られていない超絶ス
ポット。海に沈む夕陽とその
夕陽で真っ赤に染まる積丹
の断崖や奇岩など、刻々と
変化する日本海の二度とな
い夕景色を楽しめます。その
一瞬しか味わえない眼前に
広がるムード満点のこの眺
めに2人は声を失うのでしょ
う。

２人の頬が赤くなる
日司の駐車帯

素朴な積丹の味覚も人柄も味わおう

町民にも大人気の焼肉・焼鳥
の店ですが、メニューの幅の
広さと家族でつくる味覚とぬ
くもりを是非味わって頂きた
い。なかでも、透明であっさり
したスープが特徴の塩ラーメ
ンが絶品で、特に飲んだ後に
は欠かせません。その他、カ
レーライスや各種海鮮丼の
ほか本来の焼肉・焼鳥・串焼
きなどが勢揃いする玉手箱
のようなお店です。

焼肉焼鳥もラーメンも！
やまとみ

マミの人気メニューは自家
製味噌ダレが温かくてうれ
しい「味噌おでん」。カップル
で来店され味噌おでんをご
注文の場合、こんにゃくなど
何かをハート型にしてご提
供してもらえます。自慢の味
噌ダレをかけて2人で仲良く
フーフーしながら優しい味を
かみしめましょう。串で繋が
る2人の愛が更に熱々にな
ること間違いなしです！

お食事の店｢マミ｣の
味噌おでん

ハート形のおでんを２人でフーフーしよう

マリンショップ・オーシャンデ
イズでは、ダイビングやカヤ
ッキングなど北海道遺産・積
丹ブルーの神秘的な自然体
験を満喫できるアクティビテ
ィー等を揃えてますが、その
中でも注目なのが、船底が
透明なクリアカヤック。
2人の足下に積丹ブルーの
海底が広がり、海の中を浮遊
している感覚も楽しめて素
晴らしい体験となります。

カヤックツアー、
オーシャンデイズ

舟底から透き通る海を２人で探険しよう

美国から神威岬方面に向か
う台地。婦美の国道から積丹
岳方面に農道を入ると現れ
るのが、路の両側にかぶさる
カラマツ林。初秋には黄金に
光り、真赤に萌えるほかの広
葉樹ととも美しい景色を奏で
ます。車を降りて聞こえてくる
のは木々を揺らす風の音だ
け。まさに告白成功率が確実
に高まる！
2人きりのとっておきスポット
です。

静粛な秋を２人で
ロマンチック街道

美しく真っ赤に萌える秋の道で寄り添おう

積丹町美国といえば有名な
のがここ純の店。国道から入
った静かな住宅地にも係らず
いつでも多くのお客様で賑
わっています。実はここが「積
丹ザンギ」発祥の地。ザンギ
は北海道独特の鶏の唐揚げ
料理のことで、中国語の炸鶏
（zha ji)が語源という説が有
力です。その他、ウニ丼や各
種海鮮丼などでも超人気の
有名店です。

積丹ザンギや
海鮮丼など「純の店」

積丹のザンギをハグハグ食べよう！

定置網などの浮きに使用さ
れていたガラス玉が「沈まな
いもの・昇運」のイメージか
ら縁起物としても人気が急
増しています。鰊伝習館ヤ
マシメ番屋では、その浮き玉
に2人で愛や願いのメッセー
ジを書き込み、縄で編み込
む体験ができるのです（電
話予約）。
2人のお守りや恋人へのオ
リジナルなお土産としてい
かがですか？

ガラスの浮き玉の
愛の縄編み体験

浮き玉にひと結いひと結い沈まない願いを編もう

090-3110-1153
住所

電話番号
営業時間 ランチタイム12：00～14:00、 夕方18:00～21:00
定休日 不定休

積丹郡積丹町大字美国町字船澗154

0135-44-2102
住所

電話番号
営業時間 特になし　（寺玄関・境内は日中自由。※寺内は不可）
定休日 特になし

積丹郡積丹町美国町字小泊72

0135-44-3715（積丹観光協会）電話番号

営業時間 無

住所 積丹郡積丹町大字美国町

0135-44-3715（積丹観光協会）電話番号

営業時間 無

住所 積丹郡積丹町大字婦美町

0135-44-3229
住所

電話番号
営業時間 ［平日］ 10:30～20:00［土曜日］ 10:30～20:00［日曜日・祝日］ 10:30～20:00
定休日 月曜日

積丹郡積丹町大字美国字船澗42-20

0123-25-4133電話番号

営業時間 8:00～20:00[営業日：4月～10月31日]

住所 積丹郡積丹町大字美国町字船澗50

0135-44-2149
住所

電話番号
営業時間 11:00～翌2:00 夜10時以降入店可、日曜日営業
定休日 第１・３木曜日

積丹郡積丹町美国町字船澗75

0135-44-2610（お宿かさい：別所まで）
住所

電話番号
営業時間 開館期間 5/1～9/30、開館時間10:00～16:00
定休日 休館日 火・水曜日

積丹郡積丹町大字美国町字船澗39
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0135-44-3715（積丹観光協会）電話番号

営業時間 無

住所 積丹郡積丹町大字日司町
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