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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
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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。

菅島灯台
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日本最古の煉瓦造灯台。

菅島付近は海の難所であり、

船の道標となる「かがり火」を

江戸時代に始めたのがルーツと言われる灯台は、

愛らしさと重量感を併せ持つフォルムが魅力的だ。

灯台職員の官舎跡地には水仙が植えられ、

真冬には白い可憐な花を咲かせる。

また、大山山頂付近には紅ツゲが群生しており、

咲き始めると鮮やかな冬の紅葉となる。

心地よい島風を感じながらの美しい離島散策は、

穏やかな恋の時間をつくりたいときにオススメだ。

恋する灯台のまち、
鳥羽市へようこそ

変わらないもの。

新しいもの。

もっと知ってほしい鳥羽にしかない魅力。

「恋する鳥羽」

神明神社の境内にある
「石神さん」は、海女達の間
で古くから「女性の願いなら
一つは叶えてくれる」と信仰
されており、今では全国から
多くの女性の参拝客が訪れ
ます。
祈願紙に願い事を1つだけ
書き、石神さんの前にある願
い箱にそっと入れてお祈りを。

神明神社

女 性の願いが 1 つ叶う

知って話して体験しよう

海女や漁、木造船など海に
かかわる60,000点以上もの
民俗資料を所蔵する博物館。
建物は日本建築学会賞や公
共建築百選にも選ばれてい
ます。
貝紫染め、貝殻を使ったマグ
ネット作りやストラップ作りな
ど、様々な体験ができます。
二人の間で話し合える話題
作りやお手製のプレゼント作
りの機会に最適です！

市立海の博物館

0599-32-6006
3月1日~11月30日9:00~17:00、12月1日~2月末日9:00~16:30

住所

電話番号
営業時間

定休日 6/26~6/30、12/26~12/30

三重県鳥羽市浦村町大吉1731-68

忘れられない思い出を作ろう

海でのアクティビティから、
グルメツアーなど鳥羽の海・
町ならではの自然や生活文
化の魅力を感じ体験できる
ツアーを開催しています。
自分たちに合った体験の中
で、ゆったりとした時間につつ
まれ、大好きな人と、素顔の自
分と、楽しくすごしましょう。

海島遊民くらぶ

魔法の時間を二人占め

太陽の光がとても綺麗に映
る時間をマジックアワーと呼
び、日の出の直前と日没直後
のわずかな時間帯の事を言
います。菅島は、どこからでも
日没直後のマジックアワーを
楽しむ事ができます。
「魔法の時間」に二人だけの
写真を残してみてはいかがで
すか。

菅島海岸線

心も体もリフレッシュ

鳥羽には「鳥羽温泉郷」と呼
ばれる海辺に広がる9つの
湯処があります。
52軒のホテル・旅館それぞ
れに自慢の温泉をかかえ、温
泉以外にも新鮮で美味しい
海の幸や、景色などが楽しめ
ます。疲れた体を癒し、二人
だけの特別な時間をすごし
ませんか。

鳥羽温泉郷

鳥羽市から約40分の船旅の
先にある地。ここは「潮騒」
の舞台となった島であり、
数々の景観スポットを二人で
物語の主人公になった気分
で満喫してみてはいかがで
しょうか。
片道約40分の船旅と島巡り
は、二人の距離を縮める良
いきっかけになるでしょう。

神島

二人だけの物語

0599-34-2231(菅島旅館組合)
要問合せ（要予約）

住所

電話番号
営業時間

定休日 要問合せ

三重県鳥羽市菅島町

海老の王様、伊勢えび。菅島
で水揚げされた新鮮な伊勢
えびを、贅沢にも干物にする
体験ができます。
干すことで潮風に晒され、旨
みが凝縮された出来立ての
干物は、お宿で調理もしてく
れます。
他にはない特別な味で、思い
出に残る事間違いなし！

最高級の干物で、最高の思い出を

鳥羽の離島ならではの漁船
クルージングツアーです。
普段、漁業をしている船に乗
り込み、漁師さんの話や素晴
らしい景観を楽しむことが出
来ます。
漁場や奇岩、島にまつわる伝
説などとっておきの話を聞け
ます。季節によっては、夕焼
けのクルージングに。

漁船体感
クルージング

プライベートクルージング

ここには二つのパワースポッ
トがあり、その一つが「ラブラ
ブの石」という愛称で親しま
れている、ハート型の緑石で
す。この石は真珠島の海女さ
んにより発見されました。発
見した海女さんは、夫婦仲が
良く家庭も円満だそうです。
「ラブラブの石」を二人で見
れば、その将来はきっと幸せ
なものに。

ミキモト真珠島

パワースポットの力で縁結び

飼育数が日本一！約1,200
種類もの海や川の生きもの
を飼育しています。
日本で唯一、ここでしか飼
育していないジュゴンから、
見たことのない「へんな生
きもの」まで、世界中から集
まった人気者や個性派がお
待ちかね！
二人だけの素敵な思い出を
作りませんか。

鳥羽水族館

遥かなる感動の世界へ

0599-25-1157(鳥羽市観光課)
住所

電話番号
営業時間

三重県鳥羽市神島町

0599-28-0001
住所

電話番号
営業時間 9:00~17:00（要予約）
定休日 8月13日~15日、12月30日~1月3日

三重県鳥羽市鳥羽1丁目4-53

0599-33-7453(相差海女文化資料館)
住所

電話番号
営業時間 社務所 8:30～16:30
定休日 なし

三重県鳥羽市相差町1237 住所

電話番号
営業時間

定休日

0599-37-3339(島の旅社)
住所

電話番号
受付時間 10：00～17：00（要予約）
定休日 要問合せ

三重県鳥羽市内の離島

0599-25-2028
住所

電話番号
営業時間 要問合せ
定休日 12月の第2火曜日から3日間

三重県鳥羽市鳥羽1丁目7-1

0599-25-3019(鳥羽市温泉振興会 事務局(鳥羽市観光協会内))
住所

電話番号
営業時間 要問合せ
定休日 要問合せ

三重県鳥羽市

0599-25-2555
住所

電話番号
営業時間 9:00～17:00(7月20日～8月31日は8:30～17:30)
定休日 年中無休

三重県鳥羽市鳥羽3丁目3-6

0599-34-2231(菅島旅館組合)
日没直後
なし（天気が悪いと見られません）

三重県鳥羽市菅島町

菅 島 灯 台
SU
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神島行き定期船　始発:7時40分  最終(3月~10月15日)17時40分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10月16日~2月末)17時10分
鳥羽マリンターミナル行定期船　始発:7時00分　最終:15時50分

鳥羽湾上空より撮影鳥羽湾上空より撮影

伊勢えびの
干物作り体験
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