
L I G H T H O U S E  f o r  L O V E R S

恋する灯台
http://romance-toudai.uminohi.jp
恋する灯台プロジェクト

恋する灯台ホームページ
http://romance-toudai.uminohi.jp

【このフライヤーに関するお問い合わせはこちら】
一般社団法人日本ロマンチスト協会　mail：toudai@japan-romance.com　URL ：http://romance-toudai.uminohi.jp/　URL ：http://japan-romance.com/

「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

I B U S U K 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。

薩摩長崎鼻灯台
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薩摩半島最南端の長崎鼻にある灯台。

岬からは「薩摩富士」と呼ばれる開聞岳を望み、

晴れた日には洋上に浮かぶ屋久島や硫黄島が見える。

青い海と空、山が一面に広がる景色は雄大だ。

また、ウミガメの産卵地でもある岬は、

浦島太郎が竜宮へ旅立ったと伝えられる

「竜宮鼻」の別名を持ち、乙姫伝説にふさわしく、

円形の大きな庇をまとった灯台は優雅な女性を連想させる。

縁結びの龍宮神社もあり、

時を超える「愛の卵」が生まれそうだ。

心も体も温まるまち、指宿

東洋のハワイと称された指宿は、昭和30～40年代にか

けて新婚旅行の聖地として数多くの夫婦が訪れました。

世界的にも類を見ない砂むし温泉をはじめとする豊富

な温泉や、縁結びの島と称される知林ヶ島など、指宿に

しかない資源は現在も多くの人々を魅了しています。

また、温暖な気候で南国ムード漂う緑豊かなまちに四季

折々の花が彩りを添え、癒しを与えてくれます。

さあ、恋も花咲く彩南端•指宿で、２人の愛を深めましょう。

ひさし

市の花「ハイビスカス」市の花「ハイビスカス」

天然の温泉蒸気を利用した
波打ち際の砂むし温泉は、
大地のパワーを全身で浴び
ることができる極上のリラク
ゼーション。目の前に青い海
が広がるロケーションも抜
群です。浜辺に２人で寝そべ
り温かい砂に包まれながら
潮風を感じてみては。きっと
２人の心もアツアツに♡。
ダイエットや美肌効果も期
待できます。

ここにしかない贅沢
砂むし会館「砂楽」

ココロもカラダもアツアツになろう

2人の想いを幸せの黄色いポストに託そう

JR日本最南端に位置する西
大山駅は間近に開聞岳を望
む無人駅。鉄道ファンはもと
より、駅前に設置された「幸
せを届ける黄色いポスト」や
「幸せの鐘」が話題となり、
今やパワースポットとして広
く知られています。目の前に
ある「かいもん市場久太郎」
にて到着証明書や絵葉書を
販売。旅の思い出と2人の愛
の証にぜひ。

幸せを呼ぶ駅
「JR西大山駅」

0993-34-0132（かいもん市場久太郎）
住所

電話番号
営業時間

定休日 なし
なし

指宿市山川大山602

２人だけの空間で絆を深めよう

周囲15㎞、水深233ｍ、九州
最大のカルデラ湖・池田湖
は、幻の怪獣・イッシーが棲
むといわれる神秘的な湖で
す。藍色に澄んだ湖水と青
い空に開聞岳を望む景色は
印象的。スワンボートに乗っ
て優雅な湖上散歩へレッツ
ゴー！力を合わせて漕ぎ進め
ば、自然と2人の距離も縮ま
るはず。運が良ければイッ
シーにも会えるかも!?

池田湖を満喫
「えぷろんはうす池田」

絶景を眺めながら山頂で愛を叫ぼう

なだらかな稜線が見事な開
聞岳は、まさに指宿の象徴的
な存在です。眺めるのはもち
ろんですが、登山でその魅力
をさらに体感！標高924ｍ、登
りは約3時間、下りは約2時間
30分、2人で手を取り合って
山頂を目指せば、ちょっとくら
い険しい道もなんのその!?
屋久島や霧島連山、桜島、池
田湖を見渡す山頂からの景
色は絶景！

別名・薩摩富士
指宿のシンボル
「開聞岳」

甘～い恋の味を２人でシェアしよう

温暖な気候を活かし、甘くて
ジューシーなマンゴーを栽
培している農園。土づくりか
らこだわった真心込めた完
熟の「しあわせマンゴー」
は、独特な甘い香りと深いコ
クが特徴です。トロピカルフ
ルーツたっぷりの玉手箱パ
フェやマンゴー白熊など、
カップルで仲良くシェアする
のもいいかも♡

南国フルーツを堪能
「マンゴーの森」

西郷隆盛が湯治に利用した
ことでも有名な鰻温泉は、映
画「男はつらいよ」のロケ地
としても脚光を浴びました。
天然の蒸気を利用したかま
ど「スメ」が名物で、ほっくほ
くの卵や旬の野菜などが楽
しめます。また、路面には密
かに刻まれたハートが。見つ
けられたらラッキー！そんな
鰻温泉をもっと知りたい人は
街歩きガイド(要予約•有料)
がおすすめ。

西郷どんが愛した
ひなの里
「鰻温泉郷」

路面に刻まれたハートを探そう

竜宮伝説発祥の地として知
られている長崎鼻にある龍
宮神社には、浦島太郎と豊
玉姫(乙姫)が出会ったロマ
ンスが語り継がれ、縁結びや
恋愛成就の祈願に多くの人
が訪れます。入口には貝殻
（1枚100円）が置かれてい
て、裏に名前、表に願い事を
書いて壺に入れて奉納すれ
ばきっとご利益が!?

竜宮伝説が残る
縁結びの
「龍宮神社」

縁結び・恋愛成就を祈願しよう

3～10月の大潮・中潮の干
潮時にだけ現れる砂の道（
ちりりんロード）を渡った先
にあるのが「知林ヶ島」。別
名「縁結びの島」と呼ばれ、
若いカップルを中心に人気
です。ちりりんロードには
「モクハチアオイ」という
貝殻があり、２つ合わせると
ハートの形になります♡

美しき無人島
「知林ヶ島」

ハートの貝殻を２人で探そう

指宿は「アロハ宣言」を掲げ、
観光施設やホテル、市役所な
どでアロハシャツを着用して、
南国ムードを盛り上げる取り
組みをしています。このショッ
プでは、ハワイから仕入れた
生地を使ったオーダーメイド
のアロハシャツを販売。自分
だけのオリジナルアロハシャ
ツが作れます。ペアのアロハ
シャツでお揃いの思い出を作
りませんか？

「宝福」で
オリジナル
アロハシャツ作り

ペアアロハでおそろいコーデしよう

卓上でくるくる回るそうめ
ん流し発祥の地として有名
です。平成の名水百選に認
定された美しい渓谷でいた
だくそうめんは格別。湧き
水と指宿産の鰹節を使った
めんつゆも美味。天然水を
くぐったつるんとしたそう
めんは、夏の涼味として人
気です。勢いよく流れるそ
うめんのように２人の恋も
加速するかも！？

冷たい名水で食べる
「唐船峡そうめん流し」

回るそうめんを2人で味わおう

0993-22-3257（指宿市観光協会ガイド専用）
住所

電話番号
営業時間 8：30～16：30（16：00受付終了）※前日までの要予約
定休日 年末年始、イベント開催日等

指宿市山川成川6298-1（ガイド待機所）

0993-26-2799
住所

電話番号
営業時間 9:00～17:00
定休日 月曜（祝日の場合は翌日が休み）

指宿市池田3537

0993-23-3900
住所

電話番号
営業時間 [平日]8:30～12:00、13:00～20:30(21:00閉館)

[土日祝]8:30～20:30(21:00閉館)
定休日 年中無休(但し、7・12月の第２火曜は温泉設備等の点検を行うため臨時休館)

指宿市湯の浜5-25-18
住所

電話番号
営業時間

定休日

 0993-22-2111（指宿市役所観光課）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

指宿市西方

0993-22-5144
住所

電話番号
営業時間 10:00～19:00
定休日 不定休

指宿市湊1-9-19

 0993-35-0811（徳光公民館）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

指宿市山川岡児ヶ水1581-34

0993-35-0032
住所

電話番号
営業時間 9：30～17：00
定休日 なし

指宿市山川岡児ケ水1332-4

0993-32-2143
住所

電話番号
営業時間 10:00～17:00(時季により変更あり)
定休日 年中無休

指宿市開聞十町5967

0993-32-5566（かいもん山麓ふれあい公園）
なし
なし

指宿市開聞十町

薩
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