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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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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

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。 恋 灯台す
る

Y O M I T A N

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。

残波岬灯台
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航海の難所として知られ、

高さ30mもの断崖絶壁が続く残波岬に立つ灯台。

岬周辺は沖縄海岸国定公園になっており、

荒々しい波と海に広がるサンゴ礁、

沖縄本島で夕日が最後に沈む場所として知られ、

自然豊かな顔を持つ景勝地だ。

灯台がある読谷村の形は鳳の姿に似ており、

残波岬はクチバシのあたりになる。

恋人同士で灯台を上り、

南国の抜けるような青い空と海の絶景を眺めれば、

どこからか愛のさえずりが聞こえてきそうだ。

何度も訪れたくなるむら、
読谷

那覇空港から車で1時間ほどの場所にある読谷村。

きらめく海に囲まれた村内にはさとうきび畑が広がり、

のどかな風景が楽しめる一方で、路地裏にはおしゃれな

カフェやレストランが点在しています。また、県内外で高い

人気スポットとして知られている、60余りの「ヤチムン」の

窯元もあります。様々な面を持ったその魅力は一度訪れ

ただけでは足りないほど。訪れるたびに新たな一面が見

られる読谷村で、ふたりの思い出をたくさん重ねませんか。

2000年に世界遺産に登録
され、国内外から多くの観光
客が訪れる。15世紀初頭に
築かれた城跡からは東シナ
海が一望でき、沖縄最古の
アーチ型石造門や曲線が美
しい城壁を自由に見学でき
る。最近では城跡内で琉球
衣装を着ての記念撮影も人
気。琉球衣装のレンタルは
「琉装一番屋
（098-923-3763）」へお問
い合わせを。

世界遺産
「座喜味城跡」

琉球衣装を着て世界遺産で記念撮影をしよう

いつまでも飾っていたいふたりの写真を撮ろう

読谷村内であちらこちらに
広がるさとうきび畑。なかで
も絶好の撮影スポットは、
さとうきび畑が並ぶ道路の
向こうに海と青空が広がる
高志保という地名周辺だ。
読谷村ならではの壮大な自
然の中で撮るふたりの写真
は、いつまでも飾っていたい
大切な一枚になるはず。ドラ
イブをしながらふたりでお気
に入りの撮影スポットを探し
出そう。

青い海と空が広がる
「さとうきび畑」

098-958-6494(読谷村観光協会）
住所

電話番号
営業時間

定休日 なし
なし

読谷村字高志保

海を眺めながらカフェタイムを楽しもう

残波岬灯台のすぐ側に位置
するカフェ。店内にはゆった
り寛げるソファ席がたくさん
あり、目の前に広がる海を眺
めながら、こだわりのコー
ヒーやビーガンティーなどの
ドリンクが楽しめる。店内に
は200冊以上の海にまつわ
る絵本も。ふたりで子どもの
頃に好きだった絵本を探し
ながら、ノスタルジックな気
持ちに浸ってみては。

海カフェ
タツノオトシゴ

ふたりでおそろいのマグカップを探そう

「ヤチムン」とは沖縄の伝統
的な焼物のことで、ここ「ヤチ
ムンの里」では今も活躍して
いる巨大な登り窯を中心に、
19の工房とギャラリーが立ち
並ぶ。県内外で人気の陶芸
家の作品を見学できる他、各
工房の作品を工房価格で購
入できる。緑いっぱいのヤチ
ムンの里内を散策しながら、
ふたりのお気に入りを探そう。

「ヤチムンの里」

ふたりオリジナルのシーサーを作ろう

美しい石畳に赤瓦の屋根の
お屋敷が並び、琉球王朝時
代にタイムスリップしたかの
ような気持ちになれる「むら
咲むら」。吹きガラスやカン
カラ三線の製作など30余り
の工房が集まる体験施設で、
おすすめは沖縄の守り神
「シーサー」に色付けできる
体験プログラムだ。好きな色
で仕上げたふたりオリジナル
のシーサーは旅の思い出に
ぴったり。

体験王国
むら咲むら

柔らかなステンドグラスの明
かりが差し込み、左右には木
製のベンチが並ぶクラシカ
ルな雰囲気のチャペル。祭壇
の奥には海が一面に広がり、
リゾートウェディングを考え
ているふたりにぴったりの結
婚式場だ。チャペル内の見
学は事前問い合わせが必要
だが、周辺は自由に見学可。
ふたりの未来を誓う場所と
して、想いを馳せてみては。

アリビラ・
グローリー教会

ふたりの未来に想いを馳せよう

自然のままの地形を残し、県
内でも有数の透明度を誇る
ビーチ。ホテル日航アリビラ
の目の前にある村営のビー
チで誰でも利用できる（ホテ
ル駐車場は有料）。浜辺から
水平線を見渡すことができ、
日中の美しい青を堪能した
後は、ゆっくりと陽が沈むロ
マンチックな夕暮れ時を楽し
んで。ここから見える夕陽
は、ずっとふたりの心に残る
はず。

「ニライビーチ」

心にずっと残る夕陽に出会おう

都屋漁港内にあり、その日に
水揚げされた新鮮な海の幸
がリーズナブルな価格で味
わえる。マグロや海ぶどうが
たっぷりのった海人丼と、新
鮮な魚やイカ、もずくを揚げ
た沖縄風天ぷらも人気だ。
お天気の良い日は海を眺め
られるテラス席がおすすめ。
真正面に広がる青い海と、
読谷の海の幸をふたりで楽
しんで。

読谷村漁協直売店
「海人食堂」

ふたりで漁港グルメを味わおう

沖縄県産の果物を贅沢に使
用した手作りジェラートが食
べられる人気のカフェ。契約
農家から仕入れた新鮮な果
物を完熟したタイミングで
ジェラートにするため、素材
の味がぎゅっと詰まった濃厚
な味を楽しめる。素材を活か
した鮮やかな色彩も魅力の
ひとつ。どれにしようか迷っ
たら、ふたりでシェアして色々
なフレーバーを楽しんで。

島ジェラート＆カフェ
イゾラ

手作りジェラートをふたりでシェアしよう

長い海岸線と水平線が美し
い「渡具知ビーチ」内にあ
るレストラン。東屋やテラス
席が用意されており、絶景
を眺めながら手ぶらで楽し
めるBBQが人気だ。
必要な機材を用意してくれ
るだけでなく、食材は沖縄
のブランド豚である「紅豚」
を用意。やわらかでジュー
シーな肉質と、とろけるよう
に甘い脂を絶景とともに味
わって。

おきなわポーク
ビレッジ

絶景ビーチと一緒にBBQを楽しもう

0120-862-863（11:00～20:00）
住所

電話番号
営業時間 チャペル内見学は事前にお問い合わせを
定休日 なし

読谷村字儀間600（ホテル日航アリビラ内）

 098-958-0038
住所

電話番号
営業時間 11:00～16:00（L.O.15:00）
定休日 火曜

読谷村字宇座1861

098-958-3141（世界遺産座喜味城跡 ユンタンザミュージアム）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

読谷村座喜味708-6 住所

電話番号
営業時間

定休日

098-957-0225
住所

電話番号
営業時間 10：00～16：00　第1・3木曜は15:00まで
定休日 不定休

読谷村都屋33（都屋漁港2階）

098-957-0770
住所

電話番号
営業時間 11：00～18:00
定休日 日曜

読谷村楚辺1133　No.122

098-982-9622（ニライビーチ管理組合）
住所

電話番号
営業時間 9:00～18:00（季節により変更あり）
定休日 なし

読谷村字儀間600

098-958-1111
住所

電話番号
営業時間 9：00～18:00（体験最終受付17:00）
定休日 なし

読谷村字高志保1020-1

098-982-8877
住所

電話番号
営業時間 11:00～21:00（LO.20:30）
定休日 4～9月は無休、10～3月は水曜

読谷村渡具知228

残
波 岬 灯 台
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恋する灯台へ行こう
！

098-982-9216（読谷村商工観光課）
各工房により異なる
各工房により異なる

読谷村座喜味2653-1


	
	

