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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。

禄剛埼灯台
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建造から130年以上が経つ灯台。

明治の面影をとどめる姿からは歴史の風格が伝わってくる。

灯台がある禄剛崎は能登半島の最北端に位置し、

外浦と内浦との接点にあたる場所だ。

海抜50mほどの断崖絶壁が続き、

さえぎる物のない日本海の景色は澄んだ美しさを見せる。

この岬には、海から昇る朝日と、

海に沈む夕日が見られるという壮大な仕掛けがある。

世界の始まりと終わりが同じ場所で続く、

まさに永遠の恋を願うにふさわしい

ロマンティックなスポットだ。

恋する灯台の町、
珠洲市へようこそ

石川県珠洲市は能登半島最先端にあり、三方を日本海

に囲まれ、人と自然が共存した里山里海の暮らしと文化

が色濃く残ります。珠洲を含めた能登の里山里海は、

2011年に国連の「世界農業遺産」に認定されました。

日本海を一望できる狼煙岬の禄剛埼灯台は、海から

昇る朝日と海に沈む夕日の両方が見られるロマンチック

なスポットです。

二人の最高の想い出を作りにぜひ珠洲へお越しください。

珠洲市折戸町木ノ浦・椿展望台より撮影珠洲市折戸町木ノ浦・椿展望台より撮影

海岸の浅瀬にそびえ立つ標
高28メートルの見附島。
岸から島へのびる踏石を滑
らないように渡るのはハラハ
ラ・ドキドキ。そんな時は二人
手を取り合いながら歩けば、
きっとお互いの距離が縮む
はず。見附島から恋路海岸
まで続く全長3キロの浜は
「えんむずびーち」と言われ
ており、見附島の浜には幸せ
の鐘が設置してあります。

見附島

島へ続く踏石を渡り見附島を間近で見よう

絶景の海辺の貸切コテージに泊まろう

美しい入江の木ノ浦海岸に
面した貸切コテージ。コテー
ジは海岸の高台に海向きに
建てられているので、全客室
のテラス・浴室から美しい海
が一望できます。一棟まるま
る貸切なので、プライベート
感が抜群です。ピザ焼き体
験やシーカヤック体験がで
き、BBQスペースも完備して
いるので、１箇所でたくさん
の想い出が作れます。

木ノ浦ビレッジ

0768-86-2014
住所

電話番号
営業時間

定休日 お問い合わせください。

石川県珠洲市折戸町ホ部25番1

潮風を感じながらカフェでのんびりしよう

木ノ浦海岸の真正面のCafé 
Coveは、潮風を直に感じな
がら飲食ができる「海の家」
風カフェです。映画「さいは
てにて」の舞台になったロ
ケーションでのんびり。
夏は自家製ソーダとケーキ
のセットが人気、おしゃれで
美味しいワンプレートランチ
も美味。有名な二三味珈琲
の直営店なので、珈琲で一
息つくのもおすすめ。

Cafe Cove

海へ降り注ぐ滝を見て癒されよう

30メートルの断崖から日本
海へと降り注ぐ滝が迫力満
点。滝の真下まで歩いて行け
るので、下からも垂水の滝を
眺められます。太陽に照らさ
れ海へと注ぐ滝のしずくを一
緒に浴びれば、テンションが
上がります。12月から2月頃、
風が強い日に運が良ければ
「波の花」を見ることができ、
海から大量の泡が風に舞う
光景は、とても幻想的です。

垂水の滝

ご当地ソフトクリームを二人で食べよう

珠洲市内の中心地にある道
の駅すずなり。店内には市
内から集めた約800種類に
及ぶ幅広いラインナップの
お土産を取り揃えています。
中でも地元食材を使った季
節替わりのご当地ソフトは
観光客に大人気。
珠洲ではすずなり以外でも、
道の駅狼煙の「大浜大豆の
豆乳ソフト」、道の駅すず塩
田村では「塩ソフト」が食べ
られます。

道の駅
能登すずなり

2005年に廃線となった「の
と鉄道能登線」。残った全長
300メートルの線路を「奥の
とトロッコ鉄道（愛称のトロ）
」を漕いで走ります。眼下に
広がる恋路海岸など能登の
風景を眺めながら、二人で協
力してゆっくり進む「のトロ」
を楽しみましょう。また、帰り
に宗玄酒造に立ち寄れば、
能登の地酒を試飲・購入も
出来ます。

のと線遺産
活用倶楽部

トロッコに乗って二人の距離を縮めよう

二人の旅の想い出に「形」に
なるものを残したい――
そんな時は珠洲市陶芸セン
ターがおすすめです。“幻の
焼き物”と言われる珠洲焼
が作れます。1キロの粘土を
使った、二人のオリジナルの
珠洲焼はいかが？
旅の想い出に二人の名前を
入れた湯呑みやお猪口、
コーヒーカップなど、世界に
一つだけの思い出の品を作
りましょう。

珠洲市
陶芸センター

陶芸をして二人の旅の想い出を作ろう

能登半島の先端に近い高台
の「つばき茶屋」はランチに
最適。“石に書かれたメニュ
ー”は、変わっていて面白い
と評判。オーナーが漁師な
ので、毎日獲れたての魚料
理が食べられます。窓から見
える日本海の絶景を眺めな
がらの食事は、二人の会話
も弾むはず。
店舗前の椿展望台は海に沈
む夕日が見られる最高の感
動スポットです。

つばき茶屋

日本海を一望できる絶景でランチをしよう

奥能登のきれいな海水を使
い、伝統の揚げ浜式製塩法で
作られた純度の高い塩を
使った、「しおサイダー」ベー
スのノンアルコールカクテル
が人気。カクテルを飲んだ
ら、グラスの下に敷いてある
コースターに二人の願いを
書きましょう。そのコースター
を、カフェの裏にある神社の
賽銭箱に入れると、二人の願
いが叶うそうですよ。

しお・CAFÉ

コースターに願いを書いて永遠の愛を誓おう

能登半島先端の日本海側
に続く全長10.7キロの自
然歩道。岩礁地帯、砂浜、
自然林と変化に飛んだ遊歩
道を、二人でのんびり歩き
ましょう。長距離ハイキング
は自信がないという方は、
絶景ポイントの一部だけを
歩くことも可能です。二人
で手を取りあって遊歩道を
歩けば、きっと二人の心の
距離は以前よりもぐっと近
づくはず。

岬自然歩道

自然遊歩道を歩いて二人の絆を深めよう

080-8698-2559
住所

電話番号
営業時間 9時～17時
定休日 要問合せ（雨天時、冬期運行なし）

石川県珠洲市宝立町宗玄２４－２２

0768-86-2663
住所

電話番号
営業時間 10時～16時
定休日 月曜日・火曜日(Café Coveは冬季休業)

石川県珠洲市折戸町ハ-99

0768-82-4688（能登すずなり）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

石川県珠洲市宝立町鵜飼 住所

電話番号
営業時間

定休日

0768-86-2059
住所

電話番号
営業時間 ランチ営業 10時～16時
定休日 不定休(冬季休業)

石川県珠洲市折戸町１-３-１

0768-87-2111
住所

電話番号
営業時間 10時30分～19時（冬季17時半まで）
定休日 水曜日（但し祝日の場合営業）

石川県珠洲市片岩町ノ部12

0768-82-3221
住所

電話番号
営業時間 8時30分～17時15分
定休日 月曜日・祝日の翌日・年末年始

石川県珠洲市蛸島町ミ部1番地1

0768-82-4688
住所

電話番号
営業時間 8時30分～18時（冬季9時～17時）
定休日 なし

石川県珠洲市野々江町シ部15番地

0768-82-4688（能登すずなり）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

石川県珠洲市

禄 剛
埼 灯 台
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0768-82-4688（能登すずなり）
なし
なし

石川県 輪島市 町野町曽々木
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