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小坂鉱山事務所
　ルネサンス風の外観の華麗な
建物で、鉱山町として栄えた小
坂町のシンボル的洋館。ここで
は、モダン衣装室のレンタルドレ
スを着て、館内の好きなところ
で写真撮影を楽しむことができ
ます。もちろん男性の衣装もあ
るので、明治の雰囲気を感じな
がら、二人で記念撮影してみて
は？

所在地：鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館 48－2
電　話：0186－29－5522

小坂町

　一度食べると恋人も忘れてし
まうほど虜になるため、「恋どろ
ぼう」と呼ばれている食用のフ
ルーツほおずき。恋人が食べて
いたら要注意を(笑)。ほおずきゼ
リー「恋ごころ」、ほおずきチョ
コの「恋どろぼう」、ほおずきブッ
セ「初恋」なども「道の駅かみこあ
に」で販売されています。

所在地：北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原 66－1
電　話：0186－77－3238
　　　　（かみこあに観光物産㈱）

上小阿仁村
「恋どろぼう」

　田沢湖北岸にある御座石神社
から北へ斜面を5分ほど登ると
「願い橋」が、さらに歩くと「たつ
この鏡石」につきます。願い橋で
二人の愛の誓いを書き、たつこ
の鏡石でそれを祈願すると成就
するとか。

所在地：仙北市西木町桧木内相内潟
電　話：0187－43－2111
　　　　（田沢湖観光情報センター
　　　　 「フォレイク」）

仙北市
願い橋・たつこの鏡石

　横手かまくらは、秋田県の代
表的な冬のお祭り。よこてイース
トにぎわい広場にあるラブかまく
らは、ハート型の入り口で、二人
の愛を包み込むような暖かいか
まくらです。バレンタインデー特
別企画、ラブかまおみくじで、
運勢・恋愛運も占えます。

所在地：横手市中央町８－12
　　　　ふれあいセンターかまくら館
電　話：0182－33－7111（㈳横手市観光協会）

横手市
「ラブかまくら」
恋人の聖地

　約1300年の歴史を持つ、「大
日堂舞楽」の会場。舞楽は、ユ
ネスコ無形文化財遺産にも登録
されています。この神社は、縁
結びのご利益があると言われて
います。大日霊貴神社で挙式を
行う夫婦も多い。

所在地：鹿角市八幡平字堂の上 16
電　話：0186－32－2706

鹿角市
大日霊貴神社

　乳頭温泉郷にある秘湯の一つ
孫六温泉。その孫六温泉にある
混浴の石の湯に同時入浴した男
女は必ず結ばれるといういわれ
が。また、夫婦であればその絆
が末永く続くと言い伝えられて
います。

所在地：仙北市田沢湖田沢字先達沢国有林地内
電　話：0187－46－2224

仙北市
孫六温泉混浴・石の湯

　たつこ姫像の前でカップルの
写真を撮り、その足で浮木神社
に祈願すると、そのカップルは
結ばれるという伝説が。ぜひ、
カップルで行ってみてください。

所在地：仙北市西木町潟尻
電　話：0187－43―2111
　　　　（田沢湖観光情報センター
　　　　「フォレイク」）

仙北市
たつこ姫像・浮木神社

　縁結びにご利益があると言わ
れている柳の大樹。隣のヤナギ
薬局では縁結びのお守りも販売
中。通りには、由緒ある神社・
仏閣があり、「市神様」が奉られて
います。

所在地：横手市雄物川町今宿 69
電　話：0182－22－3013
　　　　（ヤナギ薬局）

横手市
旧雄物川今宿商店街
市神様「今宿の大柳」

　古くから子宝温泉として有名
な秘湯。売店で販売している金
精こけしを子宝祈願、安産祈願
で奉納します。宿の女将さんに
よると、温泉を訪れた方々の中
には、すぐ効果があったと感謝
に訪れたお客様もあったとのこ
と。

所在地：鹿角市八幡平ふけの湯温泉
電　話：0186－31－2131

鹿角市
蒸ノ湯温泉

　スパイアクション映画「IRIS」
のロケ地となった秋田県の名所
の一つ。主役とヒロインのように
ゲレンデデートを楽しんでみて
は？そのあとは直近のレストラン
ハウスで、二人が飲んだコーヒー
を味わいながら話に花を咲かせ
るのもいいでしょう。

所在地：仙北市田沢湖生保内字下高野 73－2
電　話：0187－46－2011
　　　　（田沢湖スキー場）

仙北市
アイリスゲレンデ

　古い歴史のある神社で、安産
と子授けの神様として有名。宮
司にご祈祷をお願いすることが
でき、全国各地から多くの参拝
客が訪れています。

所在地：大仙市協和境字下台 84
電　話：018－892－3002

大仙市
唐松神社

　出産の神として古くから庶民
の信仰を集めている神社。この
神社に遣わされた神狐が「安具理
子（アグリコ）」という女狐で、参
詣すれば男の子を授かるといわ
れています。口コミで有名のよ
うで県外客も少なくないとか。

所在地：雄勝郡羽後町杉宮字元稲田 201
電　話：0183－62－4825

羽後町
アグリコ神社
（元稲田稲荷神社）

日吉神社
　日吉神社には、１７の神様が祀
られていて、そのうちの大物主
大神は、縁結びの神と崇敬され
ています。
　縁結び御守や安産御守などが
あります。

所在地：秋田市新屋日吉町 10－67　　
電　話：018－828－3033

秋田市

　土崎ベイパラダイス敷地内に
は、『結び石』があり、カップル
が手を入れると願いが叶うとさ
れています。ベイパラダイスの屋
上には、ハートのモニュメント
『キューピットの矢』があり、ハー
トの部分にハートロックを掛け
られるようになっています。カッ
プルで鍵をかけると願いが叶う
はず。

所在地：秋田市土崎港西 1－10－45
電　話：018－845－6266

秋田市
「結び石」恋人の聖地

　寒風山はまたの名を妻恋山と
呼ばれる由来から、縁結びの場
所として親しまれています。カッ
プルで寒風山から眺めた風景を
ご覧になってはどうでしょう。

所在地：男鹿市脇本富永字寒風山　　
電　話：0185－24－9141
　　　　（男鹿市観光商工課）

男鹿市
寒風山妻恋峠

　男鹿半島の入道崎灯台付近で
美しい夕日の中、いわゆる『サン
セットキッス』をしたカップルは、
永遠に結ばれるという伝説があ
ります。実際にご結婚された方
もいるとか。一日の締めくくりに
いかがですか？

所在地：男鹿市北浦入道崎
電　話：0185－24－9141（男鹿市観光商工課）

男鹿市
男鹿半島入道崎

　江戸時代以前より三光大神と
して『日・月・星』をお祀りする神
社です。
　古くより『むすび』の神として、
縁結び、子授け安産等のご利益
があるとか。
　縁結び・安産等々のお守りが
あります。

所在地：秋田市牛島西 3－10－11　　
電　話：018－863－9463

秋田市
三皇熊野神社

　子供３人を含む「だまこマン
ファミリー」のモニュメントがあ
り、子宝祈願の像です。朝市ふ
れあい館前にあります。五城目
町の朝市は、毎月２、５、７、０
のつく日に開催され500年の歴
史があります。朝市での買い物
の休憩などに、朝市ふれあい館
を利用できます。

所在地：南秋田郡五城目町字下夕町 182
　　　　朝市ふれあい館前　　
電　話：018－852－5110
　　　　（朝市ふれあい館）

五城目町
だまこマンファミリー像

　真山神社の歓喜天堂は、象の
頭と人間の体を持ち、男女和合・
双身の姿で、縁結び・夫婦円満・
子宝・商売繁盛の神様。
　赤と青の２つセットの縁結び
のお守りも販売されています。

所在地：男鹿市北浦真山字水喰沢 97
電　話：0185－33－3033

男鹿市
真山神社・歓喜天堂

　400年守り続けた天然温泉
100％かけ流しの湯。リウマチ、
皮膚病、婦人病などによく効き、
「子宝の湯」としても評判で、県
内外問わず多くの方が訪れてい
ます。とくに、貸切露天風呂が
人気！

所在地：男鹿市北浦湯本字福の沢 36
電　話：0185－33－3151

男鹿市
温泉旅館ゆもと

　土崎神明社の祭神は天照皇大
神で、縁結びで有名な東京大神
宮と同じ祭神です。縁結びのほ
かにも、夢結び叶え守・成就守
があります。また、土崎神明社
の祭り「曳山行事」は有名です。

所在地：秋田市土崎港中央 3丁目 9－37
電　話：018－845－1441

秋田市
土崎神明社

　龍神の美女の寺伝説をはじめ、
鐘楼堂を兼ねた多宝塔は日本で
唯一のお寺。歴史ある仏閣、海
と山を眺望できる浄土式日本庭
園からの景色は日常を忘れさせ
ます。カップルを問わず、落ち
着いた空間で癒されてみてはい
かがでしょうか。

所在地：男鹿市船川港船川字鳥谷場 34　　
電　話：0185－24－3546

男鹿市
大龍寺

小安峡温泉・子宝神社
　この神社にある枕を借りて抱
いて寝ると、子宝に恵まれると
いわれています。子宝が授かっ
たら、新しい枕を持ってお礼参
りをするそうです。大噴湯で有
名で、季節を問わず楽しめる温
泉郷。

所在地：湯沢市皆瀬字新処 97－2
電　話：0183－47－5080
　　　　（皆瀬観光協会）

湯沢市

　ねむの丘は象潟観光情報と食
と文化の中心地。まずは個性的
で栄養価の高い「もっこりラーメ
ン」で精をつけて、「才の神」に
お参りしよう。将来の良い子が
生まれること間違いなし！店の内
外に３か所、才の神をまつった
場所があります。探してみよう！

所在地：にかほ市象潟町字大塩越 73－1
電　話：0184－32－5588

にかほ市

道の駅ねむの丘
・才の神

　寺院内に、3か所の縁結びス
ポットが!! 1つめは樹齢250年の
シナノキ、2つめは縁結び一休さ
ん、3つめは縁結び観音と呼ば
れている白衣観音です。これだ
けでも交際力は高くなり、さら
に住職の法話や座禅を組み合わ
せると効果絶大だとか。

所在地：雄勝郡羽後町中仙道字小森田 25
電　話：0183－68－2029

羽後町
地蔵院

　ねむの丘の裏は夕日の絶景ポ
イントとなっており、日本海に沈
む夕日を大パノラマで見ること
ができます。そこに日本海の夕
日を背にした世界３大美女西施
の像が見えます。夕日が落ちた
時、「ジュッ」という音が聞こえ
たら、そのカップルは幸せにな
れるはず！

所在地：にかほ市象潟町字大塩越 73－1　
電　話：0184－32－5588

にかほ市
道の駅ねむの丘
・西施像

　蚶満寺参詣の入り口にあるお
土産店にあります。口の中に入
れるだけでフワッと溶けてゆく
独特の食感を味わってみよう。
赤ちゃんの離乳食にも最適とか。
二人で小太郎と紅蓮の恋物語に
思いを馳せてみよう。

所在地：にかほ市象潟町象潟島
　　　　蚶満寺境内
電　話：0184－43－2172（叶や）

にかほ市
蚶満寺紅蓮煎餅

　日没一時間前頃に金浦灯台に
行くと、そこには灯台に向かって
美しい橋が架かっています。景
色を見ながら歩いて行くと、正
面の灯台の向こう側に陽が落ち、
ちょうど、結婚披露宴のキャン
ドルに火が灯っているような光
景に誰もがうっとりするはず。さ
りげなくプロポーズするには最
適の場所！

所在地：にかほ市金浦港
電　話：0184－38－4305
　　　　（にかほ市観光課）

にかほ市
金浦港灯台

　ペンギンは、一生涯パートナー
を変えないことから、この神社
で願掛けをすると良いご縁があ
ると言われています。ホッキョク
グマの豪太には待望の花嫁くる
みがやってきました。このカップ
ルの赤ちゃんを期待しながら、
是非あやかりたいものですね。

所在地：男鹿市戸賀塩浜
電　話：0185－32－2221

男鹿市
男鹿水族館GAOの
ペンギン社

　北緯40度、東経140度のライ
ンが交わる点。10度単位で交差
しているのは、日本でここだけ。
交差地点には記念塔があり、たっ
たひとつの二人の出会いの場と
なるでしょう。

所在地：南秋田郡大潟村中野
電　話：0185－45－2111( 大潟村役場 )

大潟村
経緯度交会点

　恋文を書いて、恋文神社で願
を掛け、恋文ポストへ投函しよ
う。そうすればきっと意中の人
に想いは届くはず。
所在地：能代市二ツ井町小繋（きみまち阪公園内）
電　話：0185－73－5075（二ツ井町観光協会）

掲載内容は作成時点のものです。(2012 年 1月作成 )

能代市
恋文神社・恋文ポスト
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