
　★★ご紹介イベントの詳しい内容は「コンサポ・ぎふ　婚活イベント情報ＷＥＢ」をご覧ください。　http://konsapogifu.com

　　　　なお、開催日時等の変更及び満員となっている場合がありますのでご了承下さい。

　　　　イベントタイトルが色つきのものは今月の一覧に新たに掲載したものです。

       ※イベントの問い合わせにつきましては、各主催者へお願いいたします。

男性 女性 男性 女性 男性 女性

参加無料　ぎふマリッジサポートセンター主催　

独身者限定！自分発見講座　第1弾

恋愛結婚力診断セミナー

平成30年10月8日（月祝）
10:00～12:30

「大垣市情報工房」

大垣市小野4丁目35-10

※詳細は参加者にのみお知ら
せします

●出会いがなくて困っている
●異性と会話、コミュニケーションがうまくできない
●恋愛・お付き合いの仕方、相手の事が分からない　
　
●自分に合う人がどんな人か分からない

婚活を進める中で悩みはつきものですよね。
今回の診断では、自身の恋愛傾向や、あなたに合う理想
のパートナータイプ、婚活の具体的な方法、改善点が分
かります！
女性に大人気！恋愛・結婚の傾向を12項目の指標で視
覚化できる分析テストを無料で受けるチャンスです。新た
な自分を発見できるかも！？

25歳位～42
歳位まで

※岐阜県内在
住、または在
勤、市町村が
運営する結婚
相談所会員の
方

25歳位～42
歳位まで

20名 20名 無料 無料
9月27日

（木）17:00
まで

ぎふマリッジサポート
センター（岐阜県）

058-201-0141

参加無料　ぎふマリッジサポートセンター主催　

独身者限定！自分発見講座　第2弾

コミュニケーションセミナー～その場
で身につく！人と人とが仲良くなる
仕組み～

平成30年10月8日（月祝）
15:00～18:00

「OKBふれあい会館」

岐阜市薮田南5丁目14-53

※詳細は参加者にのみお知ら
せします

このセミナーはただ話を聞くだけではありません！
学んだあとすぐに行動にうつすことができる、実践型セミ
ナーです。
異性と出会うとき、どんなことを意識すればいいのか？
どんな行動をすれば、出会いを掴むことができるのか？
どうすれば相手の心を掴むことができるのか？
長く続く関係を築くことができるのか？
幸せな結婚ができるのか？
恋愛や婚活の場だけではなく、お友達にも、会社でも、全
ての場所で応用できるコミュニケーションテクニックを、み
んなで楽しく学んでいきます。

2０歳以上

※岐阜県内在
住、または在
勤、市町村が
運営する結婚
相談所会員の
方

20歳以上 20名 20名 無料 無料
9月30日

（日）17:00
まで

ぎふマリッジサポート
センター（岐阜県）

058-201-0141

参加無料　ぎふマリッジサポートセンター主催　

独身者限定！自分発見講座　第3弾

女と男のおもしろ心理学

平成30年10月14日（日）　
14:00～17:00

「各務原市産業文化センター」

各務原市那加桜町2-186

※詳細は参加者にのみお知ら
せします

「どうして分かってくれないの？」
「なんでそんなに怒っているんだろう・・・？」
そんな経験はありませんか？

異性の考えていることが分からない・・・それは当たり前の
こと、そもそも男と女は脳のつくりが全く違うのです！
今回は具体的な例題を元に男女の考え方の違いを学ん
でいきます。
男女の違いに目からウロコが落ちること間違いなしです！

25歳位～42
歳位まで

※岐阜県内在
住、または在
勤、市町村が
運営する結婚
相談所会員の
方

25歳位～42
歳位まで

20名 20名 無料 無料
10月3日

（水）17:00
まで

ぎふマリッジサポート
センター（岐阜県）

058-201-0141

参加無料　ぎふマリッジサポートセンター主催　
独身者限定！自分発見講座　第4弾

＃萌え断　サンドイッチレッスン

平成30年10月20日（土）　
10:00～12:00

「ちょいみせキッチン」

大垣市郭町1丁目34番地

趣味編　第4弾

　＃萌え断　サンドイッチレッスン

インスタグラムで話題の「断面萌え」サンドイッチを皆で作
りましょう♪

20代～30代

※岐阜県内在
住、または在
勤、市町村が
運営する結婚
相談所会員の
方

20代～30代 10名 10名 無料 無料
10月10日
（水）17:00

まで

ぎふマリッジサポート
センター（岐阜県）

058-201-0141

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

「コンサポ・ぎふ」婚活イベント一覧表（Ｈ30.9.26現在　ＷＥＢ掲載募集イベント）

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

参加無料　ぎふマリッジサポートセンター主催　

独身者限定！自分発見講座　第5弾

日本茶のおいしい淹れ方レッスン　
栗きんとん茶巾絞り体験付き☆

平成30年10月20日（土）　
14:30～16:30

「OKBふれあい会館」

岐阜市薮田南5丁目14-53

※詳細は参加者にのみお知ら
せします

日本茶インストラクターからおいしい日本茶の淹れ方を学
びます！
普段飲んでいるそのお茶が淹れ方ひとつで驚くほど美味し
くなるのを知っていますか？
実際に茶器を使ったレッスンです♪
栗きんとん茶巾絞り体験付き☆

30代～42歳
位まで

※岐阜県内在
住、または在
勤、市町村が
運営する結婚
相談所会員の
方

30代～42歳
位まで

10名 10名 無料 無料
10月10日
（水）17:00

まで

ぎふマリッジサポート
センター（岐阜県）

058-201-0141

【午前の部】お家コン
～居心地のいいモデルハウスでアットホームな
イベント～

平成30年10月6日（土）　
 10:30 ～ 13:00

「ひだまりの森　岐阜展示場（ひ
だまりカフェ）」

岐阜市東鶉3-59
（スーパー三心すぐ横）

年齢幅5歳差まで婚活イベント♪
まるで友達の家に遊びに来たような感覚でリラックスしてご
参加できます。

28歳～33歳

※県内在住・
在勤の方

28歳～33歳

※県内県外大
歓迎

6名 6名 5,800円 2,500円 10月5日
RunLand株式会社

0584-73-5123

【午後の部】お家コン
～居心地のいいモデルハウスでアットホームな
イベント～

平成30年10月6日（土）　
 13:30 ～ 16:00

「ひだまりの森　岐阜展示場（ひ
だまりカフェ）」

岐阜市東鶉3-59
（スーパー三心すぐ横）

年齢幅5歳差まで婚活イベント♪
まるで友達の家に遊びに来たような感覚でリラックスしてご
参加できます。

34歳～39歳

※県内在住・
在勤の方

32歳～37歳

※県内県外大
歓迎

6名 6名 5,800円 2,500円 10月5日
RunLand株式会社

0584-73-5123

【岐阜県主催】
緑豊かな飛騨高山の魅力を探ろう！ぎふ農
業女性チャレンジ塾ｉｎ飛騨

農業男子と出会える農コン

平成30年10月6日（土）
※雨天決行
9:00～18:00

９：００　ＪＲ岐阜駅出発

民宿　「甚左衛門（じんざえも
ん）」

高山市一之宮山腰1615

【岐阜県主催】
農業に興味がある女性参加者募集！

※男性参加者は飛騨地域で農業を営んでいる２５歳から
４５歳程度の男性です。

ー
農業に興味が
ある方

ー 10名 ー 2,500円 9月21日

岐阜県農政部農業
経営課就農支援係

058-272-8421

一人参加中心婚活パーティー
平成30年10月6日（土）

 19：00 ～ 21：00

「OKBふれあい会館」
14階展望レセプションルーム

岐阜市薮田南5丁目14-53

2年以内に結婚をお考えの方！短期で結婚を目指す方
向けの真剣マリッジプランです♪

28歳～39歳
位
※県内在住・
在勤の方

26歳～38歳
位
※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円　 1,000円 10月6日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

貸切でゆったりとした空間の中、落ち着いた大

人の時間を楽しめる婚活イベント♪

作陶体験（電動ろくろ）やお菓子を
食べながらの陶幻コン☆

平成30年10月6日（土）
13:00～15:30

「陶房夢・夢現窯」

大垣市南頬町4丁目160番地1

陶幻コンの特徴！！
① ゆったりとした空間で陶芸が楽しめる
② 男女共同作業で距離が縮まる
③ 笑顔や驚き、相手や自分の様々な表情をみることがで
きる
④ 会話だけでは知る事ができない、センスや癖を発見で
きる
⑤ 楽しい時間を共有することで、より相手を知ることがで
きる

30歳～45歳
位
※県内在住・
在勤の方

30歳～45歳
位
※県内・県外
の方大歓迎！

5人 5人 5,800円 2,800円 10月5日
RunLand株式会社

0584-73-5123

クリスピークリームドーナツコラボ企画！

男女20代中心恋活Ｐａｒｔｙ
平成30年10月7日（日）　

 14:00 ～ 16:15

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

参加者全員と必ず会話ができます♪また美味しいスイー
ツや食べながらのトークは盛り上がる事間違いなし！！お
しゃれな会場で素敵な出会いを演出します＾＾♪婚活を始
めたいけどどのパーティーに参加したらいいか迷っている。
といった方！是非ご参加お待ちしております★

22歳～34歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

20歳～32歳
位の方
※県内県外大
歓迎

20名 20名 4,500円 900円 10月7日
ベルメール

080-3077-8602
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

《同世代》

男女３０代中心婚活パーティー
平成30年10月7日（日）

19:00～21：00

「OKBふれあい会館」
14階展望レセプションルーム

岐阜市薮田南5丁目14-53

結婚も意識した付き合いが出来る同年代の方と出会いた
い方にオススメ♪
スリジェ、フランセ・ヤノ、フランボワーズいづれかのケー
キ、ミスタードーナツのドーナツ、フリードリンク付

30歳～39歳
位
※県内在住・
在勤の方

27歳～39歳
位
※県外の方も
歓迎

30名 30名 4,900円 1,000円 10月7日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

宝石探し・石ペンダント作り体験婚
活パーティー

平成30年10月7日（土）
10:00～15：30

「ストーンミュージアム博石館」

中津川市蛭川5263-7

愛・逢パーティー実行委員会　中津川市　蛭川区長会　
阿木区長会主催

第11回愛・逢パーティー

30～45歳
中津川市在住
または本籍の
ある方

※婚歴は問い
ません

年齢・住所の
限定はありま
せん

※婚歴は問い
ません

20人 20人 4,000円 2,000円 9月25日

蛭川区長会事務局：
蛭川総合事務所
0573-45-2211

阿木区長会事務局
0573-63-2001

クリスピークリームドーナツコラボ企画！

30代・40代Premium Party★★
平成30年10月8日（月祝）　

 14:00 ～ 16:15

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

参加者全員と必ず会話ができます♪また美味しいスイー
ツや食べながらのトークは盛り上がる事間違いなし！！
おしゃれな会場で素敵な出会いを演出します＾＾♪
婚活を始めたいけどどのパーティーに参加したらいいか
迷っている。といった方！是非ご参加お待ちしております
★

30歳～49歳
位

※県内在住・
在勤の方

30歳～47歳
位

※県内県外大
歓迎

20名 20名 4,500円 900円 10月8日
ベルメール

080-3077-8602

ジーロde愛挽きハンバーグの会☆
30代40代★

平成30年10月8日（月祝）
18:00～20:30

「イタリア料理ジーロ」

各務原市那加前洞新町2－
208

圧倒的なカップル成立率!今年も4組ご結婚♪ご出産3組!
ジーロの婚活で　ご結婚された方　半数以上は38歳～40
代です‼
ジーロの美味しいハンバーグで、自然と会話が弾む事間
違いなし
★素敵なママの会話と一緒に素敵な恋もスタートですよ
★

35歳～47歳
※県内在住・
在勤の方

31歳～45歳
位　
※県内県外大
歓迎

4名 4名 4,000円 2,300円 10月3日
イタリア料理ジーロ

058-389-5239

アンティーク貸切企画！

同年代限定恋活ディナーＰＡＲＴＹ
平成30年10月13日（土）

 19:30 ～ 21:30

「アンティーク岐阜店」

岐阜市宇佐3-5

いつもの婚活パーティーとは雰囲気も客層も違い新たな
出会いも期待できます＾＾さらにあの人気のアンティーク
ショップ内のイートスペースを貸切の為、他のお客様の目
も気にせずアンティーク特製ワンプレート料理に大人気の
絶品パンをお楽しみいただけます♪
婚活パーティー初参加の方はもちろん他のパーティーで
なかなか良い結果が出なかった方も是非ご参加ください
♪

26歳～36歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

24歳～36歳
位
※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名 5,500円 2,000円 10月13日
ベルメール

080-3077-8602

一人参加中心婚活パーティー
平成30年10月13日（土）

 19：00 ～ 21：00

「OKBふれあい会館」
14階展望レセプションルーム

岐阜市薮田南5丁目14-53

2年以内に結婚をお考えの方！短期で結婚を目指す方
向けの真剣マリッジプランです♪

28歳～39歳
位
※県内在住・
在勤の方

26歳～38歳
位
※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円　 1,000円 10月13日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

花に触れて　花で癒され　花で縁結び　
フラワー婚活

平成30年10月14日（日）　
11：00～14：00

「フラワーショップ 花徳」

土岐市土岐口南町5-47
花徳のカフェスペースにて

花でみなさんをしあわせにしたいと、花を売りつづけた花
徳が、今度は花の力を借りてカップルを作りたくなりまし
た。
毎回必ずカップル成立！ すごいでしょう 花の力です。
婚活のあとも１ヶ月間は全力でサポートします。
みなさんのしあわせの花をさかせる力になりたいです。
男性、初心者の方、不安そうな顔がアレンジが完成に近
づく頃には笑顔になってきます。
みなさん本当に楽しそうですよ！

40歳位まで
※県内在住・
在勤の方

40歳位まで
※県内・県外
からも大歓迎

5名 5名 3,800円 3,800円 10月7日
フラワーショップ花徳

0572ｰ54-9926

美濃加茂市社会福祉協議会　主催　恋と美
に効く

みのかもフルーツ婚

平成30年10月14日（日）　
13：00～17：00

「山之上交流センター」

美濃加茂市山之上町3457−1

昨年度大好評でした、みのかもフルーツ婚！今年も開催
いたします。
今年は、みのかものフルーツをつかったハーブ&フルーツ
ティパーティ！を開催
オリジナルハーブ&フルーツティと、みのかもスイーツを味
わいながら、楽しく交流をしましょう！

山之上まちづくり協議会の皆様の全面協力による、心のこ
もったあったかい婚活をお楽しみくださいね。

25歳～40歳 25歳～40歳 20名 20名 1,000円 1,000円 10月5日

美濃加茂市社会福
祉協議会

【瑞穂市後援】

ラッフルカフェコン
平成30年10月14日（日）　

18：00～21：00

「ＬＵＦＦＬＥ　ＣＡＦＥ（ラッフルカ
フェ）」

瑞穂市稲里１４０－１

カフェ１～２階、ヘアサロン「S-3 BeLity’s Hair design」の
カウンターバーの３ヶ所でゲームを楽しみながら、出会い
を見つけましょう。瑞穂市の人気店ラッフルカフェの特別
パーティーメニュー３時間食べ放題＆飲み放題（お酒あ
り）付きです！
 　おしゃれなお店、おしゃれな料理に満足いただけること
間違いなし！

　ガッツリ婚活するつもりはないけれど、楽しみながら出会
いたいというかた大歓迎です！是非お気軽にお申込みく
ださい。

20代～30代
※岐阜県在住
在勤のかた

20代～30代 18人 18人 4,800円 1,800円 10月9日

ＬＵＦＦＬＥ　ＣＡＦＥ
（ラッフルカフェ）

058-322-2422

まるでタイルの博物館のようなカ
フェでスタイルパーティ

平成30年10月20日（土）　
17：20～21：00

「スワンタイルカフェ」

多治見市旭ケ丘10丁目6-15

多治見にあるまるでタイルの博物館のようなカフェで開
催！！
約14万個のタイルを使った店内は非日常空間。

オシャレで可愛いカフェで素敵な出会いを演出します。
会場は貸切空間なので周りを気にすることなく楽しめます
♪

32歳～47歳
※岐阜県在住
在勤のかた

30歳～45歳
位
※県内・県外
の方大歓迎！

22名 22名 6,800円 2,900円 10月19日
RunLand株式会社

0584-73-5123

JAめぐみの 
💛婚活プロジェクト２０１８ 秋💛　
農CON~梨とBBQ~

平成30年10月20日（土）　
9:30～15:30

「ぎふ清流里山公園」

美濃加茂市山之上町2292番
地1

「JAめぐみの農CON」とは、JAめぐみの（青年部）主催の
「農家との婚活」です。農業・農家について知っていただく
機会としておりますので、お気軽にお問合せ、お申込みく
ださい！きっと良い出会いが待っています✨

ー 年齢制限なし ー 10名 ー 1,500円 10月12日

JAめぐみの　
本店　営農対策課

0575-23-5885

結婚につながるマリッジプラン
平成30年10月20日（土）

 19：00 ～ 21：00

「OKBふれあい会館」
14階展望レセプションルーム

岐阜市薮田南5丁目14-53

《男性26～36歳》×《女性24～34歳》の結婚を意識した
男女向け♪スリジェ、フレンセ・ヤノ、フランボワーズいづれ
かのケーキ、ミスタードーナツのドーナツ、フリードリンクを
楽しんでいただきます。

26歳～36歳
位
※県内在住・
在勤の方

24歳～34歳
位
※県内・県外
からも大歓迎

30名 30名 4,900円 1,000円 10月20日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

☆ジーロでイタリアン婚活会30・40
★

平成30年10月20日（土）
 19：00 ～ 21：00

「イタリア料理ジーロ」

各務原市那加前洞新町2－
208

圧倒的なカップル成立率!今年も4組ご結婚♪ご出産3組!
ジーロの婚活で　ご結婚された方　半数以上は38歳～40
代です‼ジーロの婚活で　ご結婚された方　半数以上は
38歳～40代です‼
★素敵なママの会話と一緒に素敵な恋もスタートですよ
★

38歳～45歳
※県内在住・
在勤の方

34歳～45歳
位　
※県内県外大
歓迎

6名 6名 4,500円 2,000円 10月15日
イタリア料理ジーロ

058-389-5239

平成30年度　瑞浪市男女交流の集い

ふれ愛パーティー
平成30年10月21日(日)

13：00～16：30

ミュージアム中仙道
　『Restaurant Clay(クレイ)』

瑞浪市明世町戸狩331

結婚は人生で最も大切な選択のひとつです。瑞浪市では
独身の皆さんの婚活支援を行っています。その支援を受
け、ボランティア　コウノトリの会が出会いの場となる『ふれ
愛パーティー』を年に2回開催しています。平成30年度第
１回ふれ愛パーティーでは、4組のカップルが誕生しまし
た！職場の仲間や友達を誘って素敵な出会いを探しにき
てください♪

20代～40代
※瑞浪市、土
岐市内在住ま
たは在勤の方

20代～40代
※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名 1,000円 1,000円 10月4日

瑞浪市役所　
社会福祉課

0572-68-2111
（内線　103・104）

ハート💛グラムにて恋愛占いあり
☆30代40代カラオケ大好き集まれ！

婚活パーティー

平成30年10月21日(日)
12：00～14：00

「ジャパンレンタカー岐阜
アカナベ店　２階」

岐阜市東鶉3丁目22-1

以前、開催したところカラオケ自体は歌って盛り上がりま
すが、今回はハートグラムで自身のことがわかってからの
伴侶探しなので、簡単に自分に合った相手を探せることで
しょう💛

また、カラオケは、最初だけはさすがに皆さん緊張してま
すが、参加者の中で、テレながら一曲歌うと、負けてなる
ものかと男性陣から女性陣まで、盛り上がります。また、
ずっと歌っていると会話にならないので、定期的に、カラオ
ケをとめて、席替えもして、パーティーを進めさせていただ
きます。

30歳～40代
※県内在住・
在勤の方

30歳～40代
※県内・県外
からも大歓迎

12名 12名 5,980円 2,980円 10月21日

株式会社comes（カ
ムズ） 

090-5601-6281

イベント会社コラボ企画！

3０代中心Premium Big Party
３０対３０！

平成30年10月21日（日）
17:30～20:00

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

岐阜で婚活パーティーを運営するララパーティー主催。
今回は同じく岐阜で婚活パーティーを開催するベルメー
ル様とはなしま専科様に集客協力をしていただきますの
で、たくさんの新しい出会いが期待できます。今までいろい
ろな婚活イベントに参加しても良い出会いが無かったとい
う方から婚活パーティー初参加の方まで、皆さんご参加く
ださい！出会いのプロがお届けする婚活パーティーを是
非お楽しみください♪

30歳～45歳
位
※県内在住・
在勤の方

28歳～43歳
※県内・県外
からも大歓迎

30名 30名 4,500円 900円
10月21日

Lala Party 

050-3701-2320

イベント会社コラボ企画！

２０代中心Premium Big Party
３０対３０！

平成30年10月21日（日）
14:00～16:30

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

岐阜で婚活パーティーを運営するララパーティー主催。
今回は同じく岐阜で婚活パーティーを開催するベルメー
ル様とはなしま専科様に集客協力をしていただきますの
で、たくさんの新しい出会いが期待できます。今までいろい
ろな婚活イベントに参加しても良い出会いが無かったとい
う方から婚活パーティー初参加の方まで、皆さんご参加く
ださい！出会いのプロがお届けする婚活パーティーを是
非お楽しみください♪

22歳～34歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

20歳～32歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

30名 30名 4,500円 900円
10月21日

Lala Party 

050-3701-2320

[30代後半中心]

人気ケーキ店の美味しいケーキの
バイキングで素敵な出会いを！in多
治見市【午前の部】

平成30年10月21日（日）
10:15～12:00

「多治見市産業文化センター」
３階　小会議室２

多治見市新町1丁目23

人気ケーキ店の美味しいイケーキだけを集めたケーキバ
イキング！人気ケーキ店の美味しいケーキを食べながら
楽しい一時をお過ごしください！甘いものが苦手な方に
は、軽食を用意いたします。
大好きな趣味や休日の過ごし方など、お互いに話をしま
しょう。
３～４回、席を変えながら、気になる人とゆっくり話しができ
ます。万が一、話しがしずらい時など、スタッフがフォローし
ますので、ご安心ください。

32歳～44歳
の方
※県内在住・
在勤の方

30歳～４４歳
の方
※県内・県外
からも大歓迎

12名 12名 3,800円 800円 10月21日

かがやきヒーリング

058-241-3532
090-9197-9988
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

[20代後半中心]

人気ケーキ店の美味しいケーキの
バイキングで素敵な出会いを！in多
治見市【午後の部】

平成30年10月21日（日）
13:45～15:45

「多治見市産業文化センター」
３階　小会議室２

多治見市新町1丁目23

人気ケーキ店の美味しいイケーキだけを集めたケーキバ
イキング！人気ケーキ店の美味しいケーキを食べながら
楽しい一時をお過ごしください！甘いものが苦手な方に
は、軽食を用意いたします。
大好きな趣味や休日の過ごし方など、お互いに話をしま
しょう。
３～４回、席を変えながら、気になる人とゆっくり話しができ
ます。万が一、話しがしずらい時など、スタッフがフォローし
ますので、ご安心ください。

22歳～34歳
の方
※県内在住・
在勤の方

20歳～3４歳
の方
※県内・県外
からも大歓迎

12名 12名 3,800円 800円 10月21日

かがやきヒーリング

058-241-3532
090-9197-9988

【森コン】ＢＢＱ　ＭＡＳＴＥＲ
平成30年10月21日（日）

10:30～15:00

「郡上八幡リバーウッドオート
キャンプ場」

郡上市八幡町島2426

田舎でしか出来ない婚活プロジェクト
～便利な恋より、物語がある恋が愛となる～　

郡上八幡にあるキャンプ場「ＲＩＶＥＲ ＷＯＯＤ　オートキャ
ンプ場」を舞台にしたBBQ婚活イベントです。
女性もBBQマスターを目指す時代。
多くのリクエストがあり実現しました。
これであなたもBBQマスターに！ 
初心者大歓迎！！おひとり参加される方多いです♪
この機会にBBQ友達もゲットしちゃいましょう！

20歳～40歳
以下の方
※県内在住・
在勤の方、郡
上市内在住・
在勤の方優先

※婚歴は問い
ません

20歳～40歳
以下の方

※婚歴は問い
ません

15名 15名 5,000円 2,000円 10月12日
マリアージュ郡上

0575-65-3171

アンティーク貸切企画！

男女３０代中心ディナーＰＡＲＴＹ
平成30年10月26日(金）

19:30～21:30

「アンティーク岐阜店」

岐阜市宇佐3-5

より楽しく、美味しく、出会える“平日婚活ディナーパー
ティー゛を開催！多くの皆さまのご意見により実現した平
日のディナーパーティー！いつもの婚活パーティーとは雰
囲気も客層も違い新たな出会いも期待できます＾＾さらに
あの人気のアンティークショップ内のイートスペースを貸切
の為、他のお客様の目も気にせずアンティーク特製ワンプ
レート料理に大人気の絶品パンをお楽しみいただけます
♪
婚活パーティー初参加の方はもちろん他のパーティーで
なかなか良い結果が出なかった方も是非ご参加ください
♪ベルメール初参加もしくはお１人参加限定企画♪ワン
プレート料理に人気の絶品パン食べ放題！素敵な出会い
とご一緒にお楽しみください♪

30歳～43歳
の方
※県内在住・
在勤の方

29歳～42歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名 5,500円 2,000円
10月26日

ベルメール

080-3077-8602

男女３０、４０代中心婚活パー
ティー

平成30年10月27日(土）
19:00～21:00

「OKBふれあい会館」
14階展望レセプションルーム

岐阜市薮田南5丁目14-53

30代40代で「一人で参加するけど少し心配・・・」な方でも
安心して婚活していただける同年代で出会えるマリッジプ
ランです♪

35歳～49歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

30歳～49歳
位の方
※県内・・県外
からも大歓迎

30名 30名 4,900円 1,000円 10月27日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

フレンドリーパーティー２０１８
平成30年10月27日(土）

10:30～15:00

「大仙寺」

加茂郡八百津町八百津4345-
1

良縁はどこにあるかわかりません。素敵な出会いを見つけ
ましょう！

25歳～45歳
以下の方
※中濃地区在
住の方

25歳～4５歳
以下の方
※県内在住・
在勤の方

20名 20名 4,000円 3,000円 10月17日

中濃地区商工会女
性部連絡協議会

八百津町商工会
0574-43-0266
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

☆ジーロでイタリアン婚活会30代中
心☆

平成30年10月27日(土）
19:00～21:00

「イタリア料理ジーロ」

各務原市那加前洞新町2－
208

圧倒的なカップル成立率!今年も4組ご結婚♪ご出産3組!
ジーロの婚活で　ご結婚された方　半数以上は38歳～40
代です‼
★素敵なママの会話と一緒に素敵な恋もスタートですよ
★

30歳代
※県内在住・
在勤の方

28歳～39歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

6名 6名 4,500円 2,000円 10月25日
イタリア料理ジーロ

058-389-5239

自衛隊秋のふれあいパーティー
in岐阜

平成30年10月28日(日)
11:10～15:00

「葡萄屋」

岐阜市六条大溝1丁目12-4

フリードリンク（ノンアルコール）&　軽食のパーティーです♪

お一人でのご参加でも楽しく過ごしていただけるように女性
スタッフがサポートいたします♪

※なお、男性隊員の参加者さまは業務の関係で当日来
られなくなる場合があり、参加人数が前後する可能性がご
ざいますので何卒ご理解いただきますようお願いいたしま
す。

ー 27歳～45歳 ー 15名 ー 4,500円 10月14日
ブライダルポートワン

058-391-1155

クリスピードーナツコラボ企画！

同年代限定！恋活Ｐａｒｔｙ
平成30年10月28日(日)

14:00～16:15

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

参加者全員と必ず会話ができます♪また美味しいスイー
ツや食べながらのトークは盛り上がる事間違いなし！！お
しゃれな会場で素敵な出会いを演出します＾＾♪婚活を始
めたいけどどのパーティーに参加したらいいか迷っている。
といった方！是非ご参加お待ちしております★

26歳～36歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

24歳～36歳
位
※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 10月28日
ベルメール

080-3077-8602

クリスピードーナツコラボ企画！

男女３０代４０代限定！恋活Ｐａｒｔｙ
平成30年10月28日(日)

17:３0～19:45

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

参加者全員と必ず会話ができます♪また美味しいスイー
ツや食べながらのトークは盛り上がる事間違いなし！！お
しゃれな会場で素敵な出会いを演出します＾＾♪婚活を始
めたいけどどのパーティーに参加したらいいか迷っている。
といった方！是非ご参加お待ちしております★

30歳～49歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

30歳～49歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 10月28日
ベルメール

080-3077-8602

結婚を意識した男女向け♪

結婚につながるマリッジプラン
平成30年10月28日(日）

14:00～16:00

「OKBふれあい会館」
14階展望レセプションルーム

岐阜市薮田南5丁目14-53

《男性26～36歳》×《女性24～34歳》の結婚を意識した
男女向け♪スリジェ、フレンセ・ヤノ、フランボワーズいづれ
かのケーキ、ミスタードーナツのドーナツ、フリードリンクを
楽しんでいただきます。

26歳～36歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

24歳～34歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

30名 30名 4,900円 1,000円 10月28日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

11月12月限定！アンティークコラボ企画！

男女２０代中心恋活Ｐａｒｔｙ
平成30年11月3日（土）

14:00～16:15

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

女性に大人気のアンティーク＆フランセヤノとのスペシャ
ルコラボ企画！女性参加様にはアンティーク人気商品の
“マジカルチョコリング”をプレゼント♪※状況により他の商
品となる場合がございます。さらに！！パーティー中には
人気店フランセヤノの絶品スイーツを召し上がっていただ
けます♪他社には無い充実した内容と素敵な出逢いをお
楽しみください＾＾会場は大型無料駐車場完備の長良川
スポーツプラザ２階にて開催！！広くて綺麗な会場で
パーティーをお楽しみください！☆2018年11月12月限
定企画です！みなさんこの機会に是非ご参加ください。

22歳～34歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

20歳～32歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 11月3日
ベルメール

080-3077-8602

貸切でゆったりとした空間の中、落ち着いた大

人の時間を楽しめる婚活イベント♪

作陶体験（電動ろくろ）やお菓子を
食べながらの陶幻コン☆

平成30年11月3日（土）
13:00～15:30

「陶房夢・夢現窯」

大垣市南頬町4丁目160番地1

陶幻コンの特徴！！
① ゆったりとした空間で陶芸が楽しめる
② 男女共同作業で距離が縮まる
③ 笑顔や驚き、相手や自分の様々な表情をみることがで
きる
④ 会話だけでは知る事ができない、センスや癖を発見で
きる
⑤ 楽しい時間を共有することで、より相手を知ることがで
きる

30歳～45歳
の方
※県内在住・
在勤の方

30歳～45歳
の方
※県内・県外
からも大歓迎

5名 5名 5,800円 2,800円 11月2日
RunLand株式会社

0584-73-5123

11月12月限定！アンティークコラボ企画！

３０代中心Ｐｒｅｍｉｕｍ恋活Ｐａｒｔｙ
平成30年11月4日(日）

14:00～16:15

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

女性に大人気のアンティーク＆フランセヤノとのスペシャ
ルコラボ企画！女性参加様にはアンティーク人気商品の
“マジカルチョコリング”をプレゼント♪※状況により他の商
品となる場合がございます。さらに！！パーティー中には
人気店フランセヤノの絶品スイーツを召し上がっていただ
けます♪他社には無い充実した内容と素敵な出逢いをお
楽しみください＾＾会場は大型無料駐車場完備の長良川
スポーツプラザ２階にて開催！！広くて綺麗な会場で
パーティーをお楽しみください！☆2018年11月12月限
定企画です！みなさんこの機会に是非ご参加ください。

30歳～45歳
位に方
※県内在住・
在勤の方

28歳～43歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 11月4日
ベルメール

080-3077-8602

☆ジーロでイタリアン婚活会２0代中
心☆

平成30年11月3日(土）
19:00～21:00

「イタリア料理ジーロ」

各務原市那加前洞新町2－
208

圧倒的なカップル成立率!今年も4組ご結婚♪ご出産3組!
ジーロの大人気本格イタリアンで、自然と会話が弾む事間
違いなし

★素敵なママの会話と一緒に素敵な恋もスタートですよ
★

20歳代～31
歳の方
※各務原市優
良企業在勤で
新規の方のみ

20歳代～31
歳位の方
※県内・県外
からも大歓迎

6名 6名 4,500円 2,000円 10月31日
イタリア料理ジーロ

058-389-5239

アンティーク貸切企画！

お一人参加限定！３０代・４０代
ディナーＰＡＲＴＹ

平成30年11月9日(金）
19:30～21:30

「アンティーク岐阜店」

岐阜市宇佐3-5

より楽しく、美味しく、出会える“平日婚活ディナーパー
ティー゛を開催！多くの皆さまのご意見により実現した平
日のディナーパーティー！いつもの婚活パーティーとは雰
囲気も客層も違い新たな出会いも期待できます＾＾さらに
あの人気のアンティークショップ内のイートスペースを貸切
の為、他のお客様の目も気にせずアンティーク特製ワンプ
レート料理に大人気の絶品パンをお楽しみいただけます
♪
婚活パーティー初参加の方はもちろん他のパーティーで
なかなか良い結果が出なかった方も是非ご参加ください
♪ベルメール初参加もしくはお１人参加限定企画♪ワン
プレート料理に人気の絶品パン食べ放題！素敵な出会い
とご一緒にお楽しみください♪

30歳～49歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

30歳～49歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名 5,500円 2,000円 11月9日
ベルメール

080-3077-8602
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

【農業男子】と出会いませんか。

農家に恋２０１８
平成30年11月11日(日）

9:30～15:30

「南ひだ健康道場」

※ＪＲ高山本線　下呂駅前（下
呂市幸田1390）集合

農業男子」と出会いませんか。秋の深まる下呂市でそば
打ちと美味しいＢＢＱ♪
毎年大好評！下呂市で農業を営む男性との婚活イベント
です。
そばうち体験と新鮮野菜でおもてなし♪女性には地元人
気グルメのおみやげも♪

ー
40歳代までの
方

ー 10名 ー 2,000円 10月31日

下呂市農業委員会
事務局

0576-53-2010

【40代半ば中心】

紅葉がきれいなお寺の庭園で、素
敵な出会いを！

平成30年11月11日(日）
10:00～12:00

「大智寺駐車場」

岐阜市北野668-1

紅葉がきれいな庭園で、素敵な一時を過ごしましょう！
女性の方限定で、ご希望の方に、岐阜駅まで迎えに行き
ます。（無料）

このイベントで出会われた方とのことは、アフターフォローし
ますので、安心してご参加いただけます！

40歳～49歳
の方
※県内在住・
在勤の方　参
加回数の少な
い方優先

36歳～49歳
の方 10名 10名 3,800円 800円 11月10日

かがやきヒーリング

058-241-3532
090-9197-9988

【30代半ば中心】

紅葉がきれいなお寺の庭園で、素
敵な出会いを！

平成30年11月11日(日）
14:15～16:15

「大智寺駐車場」

岐阜市北野668-1

紅葉がきれいな庭園で、素敵な一時を過ごしましょう！
女性の方限定で、ご希望の方に、岐阜駅まで迎えに行き
ます。（無料）

このイベントで出会われた方とのことは、アフターフォローし
ますので、安心してご参加いただけます！

30歳～39歳
の方
※県内在住・
在勤の方　参
加回数の少な
い方優先

26歳～39歳
の方 10名 10名 3,800円 800円 11月10日

かがやきヒーリング

058-241-3532
090-9197-9988

11月12月限定！アンティークコラボ企画！

同年代限定！恋活Ｐａｒｔｙ
平成30年11月11日（日）

14:00～16:15

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

女性に大人気のアンティーク＆フランセヤノとのスペシャ
ルコラボ企画！女性参加様にはアンティーク人気商品の
“マジカルチョコリング”をプレゼント♪※状況により他の商
品となる場合がございます。さらに！！パーティー中には
人気店フランセヤノの絶品スイーツを召し上がっていただ
けます♪他社には無い充実した内容と素敵な出逢いをお
楽しみください＾＾会場は大型無料駐車場完備の長良川
スポーツプラザ２階にて開催！！広くて綺麗な会場で
パーティーをお楽しみください！☆2018年11月12月限
定企画です！みなさんこの機会に是非ご参加ください。

26歳～36歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

24歳～36歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 11月11日
ベルメール

080-3077-8602

【30代前半中心】

ブッフェ式ディナーで、素敵な出会
いを！

平成30年11月18日(日）
16:15～18:15

「OKBふれあい会館」
4階　403号室

岐阜市薮田南5丁目14-53

ブッフェスタイルで、食事しながら、素敵な出逢いを！

このイベントで出会われた方とのことは、アフターフォローし
ますので、婚活イベントにはじめて参加される方でも安心し
てご参加いただけます！

26歳～38歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

22歳～38歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

12名 12名 3,800円 800円 11月10日

かがやきヒーリング

058-241-3532
090-9197-9988

【40代前半中心】

ブッフェ式ランチで、素敵な出会い
を！

平成30年11月18日(日）
1１:00～13:15

「OKBふれあい会館」
4階　403号室

岐阜市薮田南5丁目14-53

ブッフェスタイルで、食事しながら、素敵な出逢いを！

このイベントで出会われた方とのことは、アフターフォローし
ますので、婚活イベントにはじめて参加される方でも安心し
てご参加いただけます！

36歳～48歳
の方
※県内在住・
在勤の方

32歳～48歳
の方
※県内・県外
からも大歓迎

12名 12名 3,000円 500円 11月17日

かがやきヒーリング

058-241-3532
090-9197-9988
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

イベント開催場所 イベント内容
応募要件

主催者
【問い合わせ先】

募集人数 参加料金
募集締切イベントタイトル イベント実施日時

【30歳中心】

きれいな紅葉と、バーベキューで自
然な出会いを！

平成30年11月23日(金・祝）
10:40～13:30

「長良ふれあいの森」

岐阜市三田洞字日向平211

和やかな雰囲気を大切にしたイベントです。婚活イベント
初参加の人でも安心して、ご参加いただけます。
紅葉がすごくきれいな所です！
女性の方のみ、ご希望の方には無料でJR岐阜駅から送
迎致します！
※送迎をご希望の方は、開催４日前までに、お申し込みく
ださい。

20歳代～39
歳の方
※岐阜市在住
の方

20歳代～39
歳の方
※県内・県外
からも大歓迎

12名 12名 4,800円 1,200円 11月22日

かがやきヒーリング

058-241-3532
090-9197-9988

岐阜地区商工会女性部連絡協議会主催

フレンドリーＰａｒｔｙ２０１８
平成30年11月24日（土）

14:00～16:30

「サン・プラスパ」　3階大ホール

瑞穂市只越1061

主催◆岐阜地区商工会女性部連絡協議会

すてきな出会いを見つけてみませんか？

20歳代半ば
～40歳代半
ばの方
※県内在住・
在勤の方

※婚歴は問い
ません

20歳代半ば
～40歳代半
ばの方

※婚歴は問い
ません

15名 15名 1,000円 1,000円 11月5日

岐阜地区商工会女
性部連絡協議会

058-327-6611

年齢幅７歳差までの婚活イベント♪

カフェ恋～森の中にたたずむ隠れ
家的カフェで素敵な出会い～

平成30年11月24日(土）
15:00～18:00

アトリエフェリス

本巣市仏生寺423-2

年齢幅7歳差まで婚活イベント♪2年以内に結婚が考えら
れる人のみご参加ください。
会場は森の中にひっそりとたたずむオシャレな隠れ家的カ
フェ「アトリエフェリス」♪
落ちついた空間でリラックスして参加できます。

35歳～4２歳
の方
※県内在住・
在勤の方

33歳～40歳
の方
※県内・県外
からも大歓迎

8名 8名 5,500円 2,000円 11月23日
RunLand株式会社

0584-73-5123

　　　　　ぎふマリッジサポートセンター

　　　　　　　〒500-8384　
　　　　　　　　岐阜市薮田南5-14-53 　ＯＫＢふれあい会館第１棟２階
　　　　　　　　ＴＥＬ：058-201-0141　FAX：058-274-9912　
        　 　　　E-mail：mariｓａｐｏ＠ne-planning.cｏm
　　　　　　　　http://konsapogifu.com
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