
　★★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。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。

　　　　「コンサポ・ぎふ　婚活イベント情報ＷＥＢ」　　http://konsapogifu.com

       ※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

「サンドブラスト」でガラス工芸体験をし
ながら男女で交流会♪

2019年4月6日（日）
13:00～16:30

わくわく体験館（ささゆりクリーン
パーク内）

可児市塩河1071-4

コップ、鏡、びんなどに砂を吹き付けて、すりガラスの模様を
作ります。
サンドブラスト体験の前後には茶菓子でじっくり交流タイムも
あります♪

35歳～47歳

※県内在住・
在勤の方

33歳～45歳

※県内・県外
からも大歓迎

15人 15人 5,800円 2,500円 4月5日
RunLand株式会社

0584-73-5123

Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

2019年4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

《男性26～36歳》×《女性24～34歳》の結婚を意識した男
女向け♪

26歳～36歳
位

※県内在住・
在勤の方

24歳～34歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円 1,000円 4月6日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

一人参加中心婚活パーティー
2019年4月7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

2年以内に結婚をお考えの方！一人参加者中心の真剣マ
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 4月7日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

男女３０・４０代中心婚活パーティー
2019年4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

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 4月13日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

【40代半ば中心】

落ち着いた図書館で、大人の出会いを！

ケーキバイキングで、話がハズム！

2019年4月14日（日）
 10:45 ～ 12:45

「岐阜県立図書館　２階研修室
１」

岐阜市岐阜市宇佐4丁目2−1

趣味や休日の過ごし方など、お互いに話をしましょう！
お一人ずつ皆さんと、お話ができます。
スイーツを食べながらリラックス
人気のケーキだけを選んだケーキバイキング！
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、簡単な軽食を用意します。

39歳～51歳

※県内在住・
在勤の方

35歳～51歳

※県内・県外
の方大歓迎

12名 12名 3,800円 500円 4月13日
かがやきヒーリング

090-9197-9988

【３０代前半中心】
図書館で素敵な出会いを！

ケーキバイキングで、話がハズム！

2019年4月14日（日）
 13:45 ～ 15:45

「岐阜県立図書館　２階研修室
１」

岐阜市岐阜市宇佐4丁目2−1

趣味や休日の過ごし方など、お互いに話をしましょう！
お一人ずつ皆さんと、お話ができます。
スイーツを食べながらリラックス
人気のケーキだけを選んだケーキバイキング！
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、簡単な軽食を用意します。

26歳～38歳

※県内在住・
在勤の方

20歳～38歳

※県内・県外
の方大歓迎

12名 12名 3,800円 500円 4月13日
かがやきヒーリング

090-9197-9988

主催者
【問い合わせ先】

「コンサポ・ぎふ」婚活イベント一覧表（Ｈ31.3.25現在　ＷＥＢ掲載募集イベント）

イベントタイトル イベント実施日時 イベント開催場所 イベント内容
応募要件 募集人数 参加料金

募集締切
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

主催者
【問い合わせ先】

イベントタイトル イベント実施日時 イベント開催場所 イベント内容
応募要件 募集人数 参加料金

募集締切

花に触れて　花で癒され　花で縁結び

フラワー婚活
2019年4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

花に触れている時はみんなしあわせ気分！
そんな花の力を見方につける婚活
季節の花で楽しくフラワーアレンジメントを制作
経験のない方、男性でも大丈夫　簡単な基本を説明後、自
由な感覚で制作
素敵な仕上りで大満足！ 制作後 かわいい！豪華！楽し
かった！の声多数
作品が仕上がったら場所を移動（徒歩）して、季節を彩るお
いしい和食のランチタイム
その後、気になる方の名前を書いてもらい、カップリングした
方はその場で発表します。

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 4月7日
フラワーショップ花徳

0572ｰ54-9926

花や植物に囲まれた空間で

「Aroma Party」♪
2019年4月20日（土）

 13:30 ～ 16:30

「香り会館」

山県市大桑726-1

花や植物に囲まれた、岐阜県・山県市にある「香り会館」で
開催。男女でワイワイ「アロマコロン」づくりや「ティータイム」を
楽しみます。
リラックス効果抜群のイベントです。
相手選びにも香りはともて重要です。自分に合う香りの相手
を探しにきませんか。

35歳～48歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～45歳

※県内・県外
の方大歓迎

15名 15名 6,000円 2,300円 4月19日
RunLand株式会社

0584-73-5123

Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

2019年4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♪

26歳～36歳
位

※県内在住・
在勤の方

24歳～34歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円 1,000円 4月20日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

【40代後半中心】

和やかな雰囲気を大切にしたケーキバ
イキング(午前の部）

2019年4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

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！
お一人ずつ全員の方と、お話ができます。
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。
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。

42歳～54歳

※県内在住・
在勤の方

38歳～54歳

※県内・県外
の方大歓迎

12名 12名 3,800円 800円 4月20日
かがやきヒーリング

090-9197-9988

【３０代後半中心】

和やかな雰囲気を大切にしたケーキバ
イキング（午後の部）

2019年4月21日（日）
 13:45 ～ 15:30

「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

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！
お一人ずつ全員の方と、お話ができます。
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。
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。

32歳～44歳

※県内在住・
在勤の方

28歳～44歳

※県内・県外
の方大歓迎

10名 10名 3,800円 500円 4月20日
かがやきヒーリング

090-9197-9988

出会いはどこにあるかわからない！

ラッフル春のカフェコン
2019年4月21日（日）

 18:00 ～ 21:00

「ＬＵＦＦＬＥ　ＣＡＦＥ
（ラッフルカフェ）」

瑞穂市稲里１４０－１

前回好評をいただきました参加者全員とお話しできる、１on
１のお話しタイムが主のカフェコンになります♪(*^^)o∀*∀
o(^^*)♪
押しの強いと評判のスタッフが、全力で皆様の出会いをサ
ポートいたします。

春！出会いの季節です。新しい出会いをぜひラッフルカフェ
コンで！ヾ(≧▽≦)ﾉ

25歳～38歳

※岐阜県在住
在勤のかた

25歳～38歳

※県外の方も
ご参加できま
す

16名 16名 4,800円 1,800円 4月9日

ＬＵＦＦＬＥ　ＣＡＦＥ
（ラッフルカフェ）

058-322-2422
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

主催者
【問い合わせ先】

イベントタイトル イベント実施日時 イベント開催場所 イベント内容
応募要件 募集人数 参加料金

募集締切

和カフェ会～落ち着いた雰囲気で大人
の和会～

2019年4月27日（土）
 13:00 ～ 16:30

「セラミックパークMINO」

多治見市東町4-2-5

作陶（手びねり）はとても性格がでます。
発想が奇抜な方や安定志向の方。細かい作業を積み重ね
る人、大雑把な人、細かすぎる方など。また、作品に集中し
ている時のふっとした表情に惹かれて結婚まで至った方も
おります。

参加者全員の方とお話できます。
お茶菓子タイム、作陶タイムなどそれぞれ異なる相手と時
間を過ごすことができます。

27歳～39歳

※県内在住・
在勤の方

25歳～37歳

※県内・県外
の方大歓迎

15名 15名 6,000円 2,800円 4月26日
RunLand株式会社

0584-73-5123

平成最後の付知春恋第5弾！！

付知の春恋　半端ないって！　～そだ
ねー～

2019年4月27日（土）
 10:00 ～ 15:30

「アートピア付知交芸プラザ」

中津川市付知町4956－52

今回は今女性に人気のハ―バリウム作りを行います。昼食
はビュッフェ形式のバイキングに加え、くじ引き抽選会も開
催！！大好評のケーキバイキングもご用意♬

内容盛りだくさん！！素敵な出会いを探しに来ません
か？？

30歳位～47
歳位まで

※中津川市内
在住または本
籍のある方

年齢制限なし 25名 25名 4,500円 2,500円 4月5日

付知町まちづくり協議
会

0573-82-3023
（付知公民館内）

一人参加中心婚活パーティー
2019年4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

2年以内に結婚をお考えの方！一人参加者中心の真剣マ
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 4月27日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

ゆっくりお話できる婚活　フリータイム無し

お見合い形式の１－１トーク婚活会
20～30代中心

2019年4月28日（日）
 14:30 ～

「岐阜市図書館メディアコスモス
１階　考えるスタジオ」

岐阜市司町40番地5

簡易パテーションで仕切られたスペースで1対1でお一人10
分ずつお話しいただきます。
10分ごとに男性の方にお席を移動していただきます。
トーク終了後　マッチングカード記入・提出
ご希望の方はベテランスタッフが婚活相談受け付けます
（要予約）
メディアコスモスは21時閉館です。時間が許す方はゆっくり
お過ごしください。

26歳位〜35
歳位

※岐阜県内在
住、または在
勤の方

24歳位～33
歳位

※県内・県外
の方大歓迎

7名 7名 3,500円 2,000円 4月20日

NPO法人ユメココサ
ポート

090-1419-2450

ゆっくりお話できる婚活　フリータイム無し

お見合い形式の１－１トーク婚活会
30～40代中心

2019年4月28日（日）
 16:30 ～

「岐阜市図書館メディアコスモス
１階　考えるスタジオ」

岐阜市司町40番地5

簡易パテーションで仕切られたスペースで1対1でお一人10
分ずつお話しいただきます。
10分ごとに男性の方にお席を移動していただきます。
トーク終了後　マッチングカード記入・提出
ご希望の方はベテランスタッフが婚活相談受け付けます
（要予約）
メディアコスモスは21時閉館です。時間が許す方はゆっくり
お過ごしください。

35歳位〜44
歳位

※岐阜県内在
住、または在
勤の方

33歳位～42
歳位

※県内・県外
の方大歓迎

7名 7名 3,500円 2,000円 4月20日

NPO法人ユメココサ
ポート

090-1419-2450

ゆっくりお話できる婚活　フリータイム無し

お見合い形式の１－１トーク婚活会
40代中心

2019年4月28日（日）
 18:30 ～

「岐阜市図書館メディアコスモス
１階　考えるスタジオ」

岐阜市司町40番地5

簡易パテーションで仕切られたスペースで1対1でお一人10
分ずつお話しいただきます。
10分ごとに男性の方にお席を移動していただきます。
トーク終了後　マッチングカード記入・提出
ご希望の方はベテランスタッフが婚活相談受け付けます
（要予約）
メディアコスモスは21時閉館です。時間が許す方はゆっくり
お過ごしください。

40歳位〜48
歳位

※岐阜県内在
住、または在
勤の方

38歳位～45
歳位

※県内・県外
の方大歓迎

7名 7名 3,500円 2,000円 4月20日

NPO法人ユメココサ
ポート

090-1419-2450
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

主催者
【問い合わせ先】

イベントタイトル イベント実施日時 イベント開催場所 イベント内容
応募要件 募集人数 参加料金

募集締切

Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

2019年4月28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

《男性26～36歳》×《女性24～34歳》の結婚を意識した男
女向け♪

26歳～36歳
位

※県内在住・
在勤の方

24歳～34歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円 1,000円 4月28日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

運動しながら自然に交流できる
「バドミントンコン」

2019年5月12日（日）
 13:30～16:30

「わくわく体験館（ささゆりクリーン
パーク内）」

可児市塩河1071-4

岐阜県可児市にあるわくわく体験館内の体育館にて「バドミ
ントン」を行い
男女の親睦を深めます。

バドミントンは男女/経験・未経験問わず楽しめるよう、独自
のルールも設定しております。
スポーツが好きな方はもちろん、興味のある方は楽しくご参
加いただけますよ♪

27歳～39歳

※県内在住・
在勤の方

26歳～39歳

※県内・県外
の方大歓迎！

16名 16名 5,800円 1,900円 5月10日
RunLand株式会社

0584-73-5123

関市の風情ある茶屋で行う少人数制
のせき茶屋会♪

2019年5月19日（日）
 13:45～16:30

「濃州関所茶屋」

関市南春日町9番地1

関市の風情ある茶屋で行う少人数制（年齢幅7歳）の茶会
です。 落ち着いた空間でリラックスして参加できます。
2年以内に結婚を考えている方限定になりますので、お一
人お一人じっくり真剣にお話しすることができます。
 相性が合った相手とは延長トークあり。素敵な出会いを茶
屋会でみつけてください。

35歳～42歳

※県内在住・
在勤の方

32歳～39歳

※県内・県外
の方大歓迎！

12名 12名 5,500円 2,000円 5月17日
RunLand株式会社

0584-73-5123

～本好き・カフェ好きの集い～
ブックコン@草叢BOOKS

2019年5月24日（金）
 20:20 ～ 22：30

「草叢BOOKS」

各務原市鵜沼各務原町 8丁目7
番地(アピタ各務原店1階)

今回は「旅行・お出掛け好き」企画になります。

ブックコンは日常にある上質空間（本屋＝草叢BOOKS）で
開催します。
 「本好き・カフェ好き」が集い、共通の趣味でぐぐっと距離が
縮まります♪
本をあまり読まないなぁ～って人でも、本好きな人を好きな
人なら参加OKです。
いつもの出会いとは違う「趣味の集い」で素敵な出会いを見
つけてください。

30歳～42歳

※県内在住・
在勤の方

28歳～40歳

※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名

6,000円

※1,000
相当の図
書カード、
500円相
当のカ
フェ、会
場代、

ゲーム代
込みの価
格です。

2,800円

※1,000
相当の図
書カード、
500円相
当のカ
フェ、会
場代、

ゲーム代
込みの価
格です。

5月23日
RunLand株式会社

0584-73-5123

大垣市の蔵カフェ「エントワ」さんを貸切！

落ち着いた蔵カフェ婚★
2019年5月25日（土）

 18:45 ～ 21:15

「蔵カフェ エントワ」

大垣市中川町2-1088

大垣市にある蔵カフェ「エントワ」さんで行う中人数制（年齢
幅7歳まで）のカフェコン。
 貸切イベントなのでお一人お一人と落ち着いてお話できま
す。
 半年以内に恋人／1年半以内に結婚を考えられる方のみ
ご参加ください。
相性が合った相手と延長トークができるシステムです。

35歳～42歳

※県内在住・
在勤の方

32歳～39歳

※県内・県外
からも大歓迎

14名 14名 5,500円 2,000円 5月24日
RunLand株式会社

0584-73-5123

縁和会　～癒やしとご縁の交流会～
2019年6月2日（日）

 14:00 ～ 16:30

「岩戸弘法弘峰寺」

岐阜市長森岩戸944-99

ありのままの自分になって、自分と相手と対面することで、
気づきや新たな発見・出合いを大切にする婚活イベントで
す。
自然豊かな金華山の麓にある岩戸弘法弘峰寺で心身とも
にリラックスしながらご縁を見つけましょう～。

32歳～47歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～45歳

※県内県外大
歓迎

15名 15名 6,000円 2,500円 5月31日
RunLand株式会社

0584-73-5123
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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募集締切

うだつの上がる町並み・美濃の古民家
カフェ「POWPOW」で、みのカフェ恋♪

2019年6月9日（日）
 14:40 ～ 17:30

「古民家カフェ POWPOW」

美濃市常盤町2328

「うだつの上がる町」美濃にある古民家カフェ「POWPOW」
とっても可愛らしいカフェで開催。
カフェを楽しみながらお話したり、和紙で「オリジナル起き上
がりこぼし」をわいわい作ります。
 美濃のいいとこ取りの企画になります♪

27歳～39歳

※県内在住・
在勤の方

27歳～39歳

※県内県外大
歓迎

15名 15名 6,500円 2,600円 6月7日
RunLand株式会社

0584-73-5123

スタイリッシュでおしゃれなバーベ婚活
2019年6月15日（日）

 18:30 ～ 21:00

「河川環境楽園オアシスパーク・
BBQCANVAS」

各務原市川島笠田町1564-1

2年以内に結婚を考えているあなたに送る　～バーベ婚活
～
各務原市オアシスパークの自然に囲まれた空間でスタイ
リッシュバーベキューを楽しめる♪手ぶらで参加できる本格
BBQ！

30歳～48歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～48歳

※県内県外大
歓迎

40名 40名 6,900円 3,000円 6月14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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