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恋する灯台プロジェクト
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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。

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。
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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。
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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

湯沸岬灯台 （北海道）1

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

恋する灯台 2016

恋する灯台 2017
能取岬灯台 （北海道）1

鴛泊灯台 （北海道）2

艫作埼灯台 （青森県）3

陸中黒崎灯台 （岩手県）4

太東埼灯台 （千葉県）5

能登観音埼灯台 （石川県）6

大王埼灯台 （三重県）7

江埼灯台 （兵庫県）8

残波岬灯台 （沖縄県）9

恋する灯台 2019

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

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

恋 灯台す
る

I S U M 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。

太東埼灯台

恋す
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太平洋の大海原と九十九里浜を

見渡すことができる岬に立つ灯台。

360度見渡せるパノラマからは遠くに田園風景が広がり、

心安らぐ緑も望める素晴らしいロケーションだ。

岬には「恋のヴィーナス岬」の愛称があり、

愛と美の女神の名にふさわしく

灯台周辺は緑の木々に囲まれ、植えられたスカシユリや

水仙などの花々が来た人を和ませる。

サーフスポットして有名な太東ビーチパークもあり、

恋する二人でゆったりとした時間を過ごせる場所だ。

恋する灯台のまち、
いすみ市へようこそ

青々とした海、

緑輝く山々、

手つかずの自然、

四季折々に変化する、風光明媚な表情

豊かな自然は食材の宝庫

「美食の街」いすみ市

のどかな田園風景を黄色い
列車がトコトコ可愛く走る、
いすみ鉄道。土・日・祝日には
国鉄型急行列車の運行、春
には菜の花と桜が咲き誇り、
毎年たくさんの方に人気を
博しています。
ひとたびカメラを構えれば、
お気に入りの写真が撮れる
こと間違いなしです！！

いすみ鉄道

乗って、撮って、楽しもう！！

ムーンロードを見つめよう

津々ヶ浦には夫婦岩と言わ
れる大小二つの岩があり、朝
日や夕日を眺める絶景スポッ
ト。波音に包まれる空間はロ
マンチックな気分に。
そして満月の聖夜には夫婦
岩の間に神秘的なムーン
ロードが。ふたりのヴァージ
ンロードに見えるかも！

津々ヶ浦（夫婦岩）

住所

電話番号
営業時間

定休日

いすみ市岬町和泉2363-1

太平洋のパノラマで愛を叫ぼう

緑と海に囲まれた園地は、時
間を忘れてゆっくりとくつろ
ぐデートスポット。休日オー
プンの売店では、ソフトク
リーム巻き体験を。どちらが
上手に巻けるかな？元旦は、
ふたりで寄り添いながら初日
の出を。5月のイベント「絶叫
大会」では、恥ずかしがらず
に愛の告白をしよう。

太東岬園地

穏やかな波打ち際を散歩しよう

九十九里浜の最南端。ヤシ
の木が並ぶ広場は南国ムー
ドが漂い、年間通して人気の
サーフスポット。裸足なって
波打ち際を歩き、きれいな貝
殻を見つけられたら彼女に
プレゼントしよう。時間を忘
れ楽しんでいると、夕日がふ
たりを照らし出す。浜辺に座
り、ゆっくりと夕日と彼女（彼
氏）を見つめよう。

太東ビーチパーク

潮風を浴びながら絶景散策

太平洋の大海原を一望でき
る景観は雄大で、眼下には
大原漁港が見下ろせます。
岬の裏側には景勝地「丹ヶ
浦」があり、素晴らしい景色
が望めます。頂上には小浜
八幡神社があり、参拝をした
後は神社周りをクルッと散
策デート。木漏れ日を浴びな
がら、ベンチからの絶景をふ
たり占めしましょう。

小浜八幡岬

高秀牧場では「命に触れる
牧場ツアー」を開催中（要予
約）。乳しぼりやブラッシン
グなど牛に触れ合い、ふたり
の楽しい思い出に。ツアー後
にはミルク工房でジェラート
を堪能しよう。濃厚ミルクや
季節のジェラートは10種類
以上もあって迷っちゃう。ふ
たり寄り添い牧場で食べる
ジェラートはMoo～最高。

高秀牧場

モ～ッ　牧場を満喫しよう

木々に囲まれ、静寂で厳かな
雰囲気のなかにたたずむ国
吉神社。優しい宮司がお出
迎えし、御朱印をいただけま
す。その隣には、島根の出雲
大社から分祀された由緒正
しき出雲大社。御神徳は「縁
結び」。お互いを想いながら
お参りをすると、きっとふたり
は結ばれるでしょう。

国吉神社・出雲大社

パワースポットで愛を誓おう

毎週日曜日に開催している
朝市。地元の店舗が軒を連
ね、活気溢れる会場には新
鮮な食材が並びます。オスス
メは買ったものをその場で
焼けるＢＢＱ！ふたりの思いも
燃え上がります。
ここでしか食べられない「じ
あじあ」もふたりで食べてみ
てね！

大原漁港
港の朝市

漁港でアツ×２ＢＢＱ！

高い山も建物もない、この地
だから見ることが出来る広
い夜空。そこには無数に散り
ばめられた輝く星がロマン
チックな気分を誘い、ふたり
に特別な時間と空間を与え
てくれます。
今にも落ちてきそうな、まさ
に満点の星空をふたり寄り
添い観賞してみよう。

星空

満点の星空を眺めよう

モダンな店舗の老舗洋菓
子店。ショーケースの中に
は約３０種類もの美しい
ケーキが。そして、ここでし
か味わえない優しい味の
「いすみんロール」。かわい
いゆるキャラパッケージに
包まれたロールケーキをふ
たりであ～んして食べてね。
オリジナルバースデーケー
キを彼女（彼氏）にサプライ
ズプレゼントすれば、ふたり
の仲は急接近。

昭和堂洋菓子店

ゆるキャラスイーツを食べよう

0470-62-6669
住所

電話番号
営業時間 10：00～17：00
定休日 木曜定休

なし
なし
なし

いすみ市須賀谷1339-1

住所

電話番号
営業時間

定休日

いすみ市岬町和泉3508

0470-82-2161
住所

電話番号
営業時間 時刻表をご確認ください。

なし

0470-62-1243　いすみ市オリンピック・観光課
なし
なし 天候等により中止の場合あり定休日

いすみ市内沿線 住所

電話番号
営業時間

定休日

0470-62-1191 港の朝市運営委員会
住所

電話番号
営業時間 毎週日曜日 8：00～12：00
定休日

いすみ市大原11574

0470-62-1243　いすみ市オリンピック・観光課
住所

電話番号
営業時間

定休日

0470-86-3774
住所

電話番号
営業時間 9：00～16：00

なし

なし
なし
なし 定休日

いすみ市苅谷630

住所

電話番号
営業時間

定休日

いすみ市大原10439

0470-62-0223
住所

電話番号
営業時間 9：00～19：00

元旦のみ定休日

いすみ市大原8749-2

太
東 埼 灯 台
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恋する灯台へ行こう
！

いすみ市岬町中原74

0470-62-1243　いすみ市オリンピック・観光課
なし
なし

なし

なし
なし
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