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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。

釣島灯台

恋す
る灯
台ホ
ーム
ペー
ジ

http
://ro

man
ce-t
oud
ai.um

inoh
i.jp



MATSUYAMA
TSURUSHIMA
TOUDAI

愛媛県の松山沖に浮かぶ釣島に立つ石造りの灯台。

瀬戸内海の難所である

釣島海峡を行きかう船を導き、

眼下には美しい海原のパノラマが広がる。

ミカン畑を抜けた灯台敷地内には旧職員官舎もあり、

明治初期に建設された当時の洋式建築が

そのまま保存されている。

140年以上前に島を訪れた灯台設計者のブラントンや

初代灯台長らイギリス人たちが持ち込んだ

「西洋文化」の息吹が、

タイムカプセルのように閉じ込められた

ロマン溢れるスポットだ。

松山市上空より撮影松山市上空より撮影

人も自然も、あったかくて「いい、加減。」
愛媛県松山市 忽那諸島

四国最大の人口を擁する愛媛県松山市は、

夏目漱石の小説「坊っちゃん」ゆかりの地でもあり、

レトロなデザインの「坊っちゃん列車」が運行しています。

市の中心部には、日本最古の温泉として伝わる道後温

泉や、国内の「現存12天守」の一つ・松山城があり、

城下町として栄えた歴史を今に受け継いでいます。

そして松山沖に浮かぶ忽那諸島は、温暖な気候と美し

い自然に恵まれ、特産物も豊富。

歴史と文化と現代らしさが調和した「いい加減」なまち。

それが愛媛県松山市です。

昭和の香りが色濃く残る中島
には、200体以上ものユニー
クな表情の石人形「ラカンさ
ん」が点在しています。お気
に入りのラカンさんを撮影し
て壁紙にすると幸せのお守
りになるかも！
さらに港のある大浦～神浦
の隠れ名所＆スイーツにも注
目です。ご宿泊は姫ヶ浜ビー
チに臨む「THE BONDS」へ
ぜひどうぞ。

中島の宝探し
ぶらり散歩デート

幸せを呼ぶラカンさん巡りをしよう

潮風を浴びる自転車の旅をしよう

アクティブな島巡りをしたい
なら、興居島行きの船内で申
し込めるレンタサイクル＆バ
イクがおすすめ。自転車はラ
ブラブカップルに最適な二
人乗りや電動タイプも選べ
るので、坂道だってラクラク
進めます。全身で潮風を感じ
ながら駆け抜ければ、二人の
恋も加速すること間違いなし
！思いっきり青春しちゃいまし
ょう。

興居島ときめき
サイクリング

089-961-2034
住所

電話番号
営業時間 ー
定休日 ー

愛媛県松山市由良町1234（株式会社ごごしま）

未来もラブラブ☆二人で開運祈願しよう

興居島・馬磯地区にある磐
神（いわがみ）神社では、巨
大な岩が「岩神さま」として
崇拝されており、家内安全を
はじめさまざまな願いを叶え
てくれるそうです。
二人が末永く幸せでいられ
るように、お参りしてみては
いかがでしょうか。自転車で
もアクセス可能なので、サイ
クリングの途中で訪ねてみ
るのもおすすめです。

穴場的
パワースポット
磐神神社

ベンチで瀬戸内の絶景を二人占めしよう

興居島の南部にある、映画
のロケ地にも選ばれた絶景
スポット。春になると咲き乱
れる黄色い花と、瀬戸内海
の青が魅せるコントラストに
思わずうっとり。
丘にはベンチがあるので、二
人で肩を寄せ合ったり膝枕
をしたり、甘ーいひとときを
過ごせます。もちろん記念撮
影にもぴったり♪
ラブストーリーの主人公気分
をお楽しみあれ。

空と海と花が彩る丘
恋人峠

懐かしさ溢れるカフェで童心に返ろう

小学校の元教室を活用した
カフェは、島の食材を使った
創作料理を味わえるほか、校
庭でのBBQや多彩なイベン
トを開催する交流スペースで
もあります。壁一面の黒板と
小さな椅子が並ぶ空間は、
ノスタルジックな気分に浸れ
ること間違いなし。
子供の頃の思い出を語り合
って、無邪気な彼氏・彼女の
笑顔にキュンとしちゃうかも。

しまのテーブル
ごごしま

愛媛と言えばやっぱり柑橘！
その中でも瀬戸内の太陽と
潮風に育まれた島の柑橘は、
衝撃的なおいしさです。
1個1000円程度の値がつく
こともある高級品種は「紅ま
どんな」や「せとか」「カラマ
ンダリン」「甘平」など種類
も豊富。溢れる果汁と濃厚
な甘みの果実を二人であー
んして、身も心もとろけちゃ
ってください。

島育ちの
美味なる
柑橘いろいろ

甘酸っぱい恋の味をシェアしよう

島の夏は海に行かなきゃ始
まりませんっ！
興居島には遠浅の海と白い
砂浜が広がる「鷲ヶ巣海水
浴場」と、マリンスポーツが
楽しめる「相子ヶ浜海水浴場」
があります。それぞれ海の家
が隣接していて、島で採れた
新鮮な海の幸も堪能できま
すよ。
二人のお気に入りスポットを
見つけて、心まで熱くなる情
熱的なデートを楽しむべし！

ドキドキ満載
興居島の海水浴場

水着で情熱的な海デートをしよう

松山市高浜港からフェリー往
復480円で行ける富士山こ
と、興居島の小冨士山（こふ
じさん）。「しま山百選」にも
選ばれた標高282mの小高
い山は、登山道が整備されて
いるものの傾斜は険しいの
で、カップルは強い絆とチャレ
ンジ精神で挑むべし。
二人で励まし合って登れば、
頂上では瀬戸内の素晴らし
いパノラマが待っていますよ。

見てよし登ってよし
小冨士山

登山デートで二人の愛と絆を深めよう

釣島にある、かつて商店だっ
た石本さん宅には、おせっか
い＆おしゃべりが大好きなば
ばあ…もといお姉さまが大集
合しています。
第二の故郷に帰った気分で、
お茶を飲みながら談笑するも
よし、人生経験豊富なお姉さ
まに悩みを相談するもよし。
初々しい二人も「さっさと結
婚しちゃいなさい」なんて背
中を押されちゃうかも！？

石本さんちに
「おじゃまします」

ばばあ、もといお姉さまの人情に触れよう

怒和島（ぬわじま）には、微
笑みながら片手を差し出し
ている珍しいお地蔵さまが
います。
島出身の木彫作家・たなか
あつし氏が制作したニュー
フェイスのお地蔵さまで、こ
の手を握ると怒りが和らぐ
のだとか。ケンカしてしまっ
たカップルはぜひ怒和島
へ。お地蔵さまと握手した
後、彼や彼女をぎゅっとハグ
して仲直りしましょう。

怒りも和らぐ
怒和（ぬわ）地蔵

ニッコリ仲直り♪お地蔵さまと握手しよう

ー
住所

電話番号
営業時間 ー
定休日 ー

ー

089-961-2808（宮司　河本宣文）
住所

電話番号
営業時間 ー
定休日 ー

愛媛県松山市門田町大室

080-6762-2303（NPO法人農音代表　田中佑樹）
住所

電話番号
営業時間 ー
定休日 ー

なし（問い合わせの上ご案内する場合は、別途1,000円必要です）
ー

住所

電話番号
営業時間 ー
定休日 ー

愛媛県松山市泊町

089-961-2778
住所

電話番号
営業時間 夕方～夜10時くらいまで
定休日 ー

愛媛県松山市泊町1460-1

ー
住所

電話番号
営業時間 ー
定休日 ー

ー

090-3780-3960（藤内）
住所

電話番号
営業時間 11：00～夕暮れまで
定休日 基本平日

愛媛県松山市泊町618-10

089-961-3250（山内カネ子）
住所

電話番号
営業時間 ー
定休日 ー

愛媛県松山市泊町

090-3182-3956
住所

電話番号
営業時間 ー
定休日 ー

愛媛県松山市上怒和
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（まつやま里島ツーリズム連絡協議会会長　田中政利）
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