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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

I S H I N O M A K 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。

大須埼灯台
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太平洋を見通せる雄勝半島の東端に立つ灯台。

漁師たちの安全を見守るシンボルとして

慕われる灯台の周りには

花々が咲き誇り、憩いの場となっている。

そして、震災という苦難を刻みながらも立ち続ける姿は、

見る者の心を温めてくれる。

入江の雄勝湾は遣欧使節船の建造地と言われており、

灯台から望む大海に、

遥かローマを目指して航海に乗り出した帆船の姿を

思い浮かべれば、

恋の旅路も未来へ導いてくれそうだ。

日和山より撮影日和山より撮影

恋する灯台のまち、
石巻市へようこそ

エメラルドグリーンの

海と山に囲まれ、

古き物語が溢れる

石巻市雄勝町。

約６００年の歴史ある石神社・
葉山神社。御祭神は交通の
安全を守る海の女神。
ご神体は、神社から石峰山を
登った山頂にある巨大な石。
ご神体に続く山道はとても
美しく、神聖な気持ちになる
空気に包まれています。
山頂までは険しい道もあるの
で、二人手をとり協力して
登ってみてください！

石峰山
石神社・葉山神社

伝説が残るパワースポットに触れよう
二人で神社のご神体（巨大な岩）からパワーをもらおう！

おがつ店こ屋街にある、雄勝
の有名店伝八寿司。店内に
は、タレントさんのサインが
たくさん！一番人気は、その
時期の旬の海産物がたっぷ
り乗った、海鮮丼！！
恋人と食べれば、海鮮がト
ロッとますます美味しくなる
こと間違いなし！人気の海鮮
メニューが多いので、二人で
食べ比べもオススメ！！

伝八寿司
（おがつ店こ屋街内）

080－5575－9976
11:00～17:00

住所

電話番号
営業時間

定休日 火曜日

石巻市雄勝町上雄勝２丁目２５ おがつ店こ屋街

雄勝町波板地域の会員制の
交流施設。
ナミイタ・ラボでは、全国から
たくさんの学生達が集まり、
様々な体験をしている場所。
建物の前には、ボランティア
の皆さんと一緒に作った想
いの詰まった防潮堤が。
二人で力を合わせて雄勝石
をハート型に削る体験もでき
ます！土日にはカフェも営業
する予定！

ナミイタ・ラボ
（波板地域交流センター）

震災後に、住民の皆さんとボ
ランティアで立ち上げた場所。
ローズガーデンエリアでは
色々なバラが咲き、絵本の
王子様とお姫様になった
気分！ガーデンで育てている
ハーブティーを飲んだり、
押し花やハーバリウムワーク
ショップも楽しめます！2019
年には、バラのハートアーチが
完成！結婚式もできるように
なるかも？！二人のデート写真
がインスタ映えするスポット！

新雄勝
ローズファクトリーガーデン

鳥の声や木々の揺れる音が

聞こえる山道を、10分ほど

歩くと見えてくる白銀神社と

灯台。

目の前には、手をつなぎ恋人

と寄り添って見たい、美しい

海が広がる最高の景色！

白銀崎

空き家の古民家をリノベー
ションした民宿施設。
2018年9月にOPENしたば
かり。カップルで入れる岩風
呂や、囲炉裏で釣ってきたお
魚も焼ける！
目の前には2019年に荒浜
海水浴場がオープンする、美
しい荒浜が広がり、二人の気
分が最高に盛り上がる要素
がたくさん！

海の家
荒浜荘追波や
（古民家民宿）

雄勝に遊びにきたら、お土産
は雄勝石の商品！
シンプルでデザインが素敵
なお皿達や箸置き、コース
ターなど種類がたくさん！二
人で暮らすことを想像しな
がら食器を一緒にチョイスす
れば、お土産選びはもっと楽
しい！
海の見える帰り道で、もしか
したらプロポーズもありうる
かも？！

雄勝硯生産販売協同組合
（おがつ店こ屋街内）

室町時代から作られていた
雄勝硯は、書道家や料理皿
としてレストランなどから発
注が後を絶ちません！
エンドーすずり館では、硯を
作っているところや原石を見
学できたり、自分たちで硯を
削る体験もできます！
雄勝石商品もお揃いで買え
て、さらに職人に二人の名前
を掘ってもらえるので、デー
トの記念に最高！

エンドーすずり館

1964年に、国の天然記念物
として指定された八景島は、
全島が原生林で覆われてい
る美しい島。島に上陸はでき
ないけど、八景島が素敵に見
える場所の一つ、名振湾から
みる島は最高に美しい！
二人のデートも最高に盛り上
がるスポット！
島を見ながら海岸を手をつ
なぎ、ゆっくり歩いて見てはい
かが？

八景島

大須埼灯台からみた、大須
浜の漁港は大きなハート型！
まさに二人の為のロマン
チックなデートスポット！プロ
ポーズをここでしたら、永遠
に愛が続くかも？！
晴れた日には金華山も見え
る絶景スポットでもあります！

大須埼灯台から見る
ハート形の大須浜漁港

080-1668-1635(阿部久良）090-6629-5447 (阿部徳子）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

石巻市雄勝町船越字荒30-2 

0225-98-5145
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

石巻市雄勝町分浜字波板140-1

 0225-58-3355
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

石巻市雄勝町大浜６－２ 住所

電話番号
営業時間

定休日

080-1823-5433
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

石巻市雄勝町雄勝船戸神明68

なし
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

石巻市雄勝町名振字小浜

0225-57-2632
住所

電話番号
営業時間 9:00～16:30
定休日 火曜日

石巻市雄勝町上雄勝２丁目２５ おがつ店こ屋街

なし
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

石巻市雄勝町桑浜

022-367-3917（宮城海上保安部交通課）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

 宮城県石巻市 雄勝町大須147-2

大 須
埼 灯 台
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連絡先　090-9037-4593　雄勝花物語　徳水
なし
なし

石巻市雄勝町雄勝字味噌作34-2

美しい花のガーデンで愛を語ろう
季節の花とバラが咲くガーデンはまるで異国のよう！ロマンチックに歩いてみよう

雄勝硯職人に会いに行こう！
雄勝といえば雄勝硯！世界中から注目されている硯作りを二人で体験してみよう！

大人気のお寿司を二人で楽しもう
いつも超満員の大人気お寿司屋さんの美味しい海鮮丼を、二人で味わおう！

手料理が映える！雄勝石のお皿が買える！
雄勝石の黒いお皿は料理映え最高！恋人と素敵な家ご飯を楽しむ食器をお土産に買おう！

美しい海の目の前に泊まろう！
古民家をリノベーションした民宿施設。コバルトブルーの海を目の前に宿泊して愛を深めよう！

二人の為の絶景ポイント！
雄勝の絶景ポイントの一つ白銀崎！灯台と神社へ続く自然美しい一本道で、恋人ともっと接近しちゃおう！

地元の拠点場所で地域交流をしよう！
地元の人々から色々な話を聞ける場所。目の前にあるプライベートビーチで二人ゆっくり雄勝のストーリーを感じよう！

地元の拠点場所で地域交流をしよう！
大須埼灯台から見る大須浜にはハート形の漁港が！恋人達にとってスペシャルな撮影スポットで愛を語ろう！

天然記念物の島を背景に写真を撮ろう！
国の天然記念物に指定された八景島が美しく見える名振湾で二人の思い出写真を撮影しよう！
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