
　★★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

アンティーク貸切企画！

３０代中心Premium ＸｍａｓディナーＰ
ＡＲＴＹ

平成31年2月9日(土）
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♪

33歳～43歳
位の方
※県内在住・
在勤の方

29歳～40歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名 5,500円 2,000円 2月9日
ベルメール

080-3077-8602

【大野町商工会主催】

冬ニット婚活♪
平成31年2月9日(土）

13:00～16:00

 iq cafe&dining （アイキューカ
フェアンドダイニング）

揖斐郡大野町領家8-1

大野町にあるオシャレなカフェ「iq cafe&dining」で開催。
ドレスコード「ニット&セーター」の冬コーデで雰囲気を盛り上
げます。
 美味しいランチを食べながら男女で交流を深めます。
1対1でじっくりトークする時間もあります♪素敵な出会いの
機会にしてください。

年齢制限なし

※大野商工会
員後継者又は
大野町内（在
住・在勤）、将
来大野町に居
住する可能性
のある独身成
人

年齢制限なし 15名 15名 3,000円 1,000円 2月8日

【主催】
大野町商工会

RunLand株式会社
0584-73-5123

【山県市マリッジサポートセンター】

バレンタイン♡婚活カフェ♡
アイシングクッキー作り♡

平成31年2月9日(土）
18:10～20:30

「岐阜市図書館メディアコスモス
１階　おどるスタジオ」

岐阜市司町40番地5

アイシングクッキー作りで自然で気楽な会話が生まれる出
会い♡

クッキーにデコレーションして、美味しい、楽しいクッキーを男
女で仲良く作りましょう！！
お菓子作りやお絵描きが苦手な方でも大丈夫。
とっても簡単、先生が丁寧に教えてくれます。
世界に一つだけ、あなたのオリジナルクッキーを作ってみま
しょう。

20代～40代

※山県市在住
または在勤の
方、もしくは山
県市マリッジサ
ポートセンター
会員

20代～40代

※山県市内外
の方も大歓
迎！

6名 6名 2,000円 1,000円 2月3日

【主催】
山県市（山県市マリッ
ジサポートセンター）

NPO法人ユメココ
0581-22-3354

花に触れて　花で癒され　花で縁結び

フラワー婚活
平成31年2月10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

楽しい花のアレンジメントの制作を通して、自然に会話が生
まれる婚活。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。
静かすぎないほど良い空間なので、緊張感が薄れ、会話も
はずみ楽しくアレンジを作れます！

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 2月3日
フラワーショップ花徳

0572ｰ54-9926

参加料金
募集締切

主催者
【問い合わせ先】

「コンサポ・ぎふ」婚活イベント一覧表（Ｈ31.2.5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
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

参加料金
募集締切

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

養老のお肉でステーキ食べ比べと
旬の日本料理を楽しむ出会い

「ヨロ婚2019Winter」

平成31年2月10日（日）
17：15～20：20

男性参加者のみ事前セミナー
「養老町役場」
養老町高田798番地

「日本料理　松園」
養老町高田900-1

ナント！これまで開催されたヨロ婚のカップル成立率は平均
50％以上！
.【女性参加者必見！】男性向け事前セミナーを開催するの
で男性陣は魅力がいっぱい！
当日は男性参加者向けの事前セミナーを実施しますので、
真面目な出会いを求める魅力的な男性のみが参加しま
す。

※男性参加者のみ事前セミナー（当日15:45集合　セミ
ナー会場は養老町役場）の受講が参加条件です。

20歳～45歳

※当日の「事
前セミナー」の
受講が条件

20歳～45歳 20名 20名 4,000円 1,000円 1月31日

養老町商工会青年
部

ヨロ婚ホームページよ
り申込み

【羽島市主催】

「ぷちお見合い会」　40代の部
平成31年2月10日（日）

10：00～12：00

「羽島市市民会館」

羽島市福寿町浅平3-25

※会場の詳細は参加者にのみ
通知します。

ぷちお見合い会のここがポイント！
●個室空間で周りの目が気にならない！
●対面前に詳しいプロフィールを閲覧できる！
●フリータイムなし！
●1人あたり約10分間、じっくり話せる！
●カップリング結果は後日個別でお知らせ！
●1回目のデートをセッティング！（希望者のみ）
●仲人士資格を持つスタッフに相談できる！

40代

※男性は岐阜
県在住、また
は在勤の方、
市町村が運営
する結婚相談
所会員の方

40代

※県内・県外
からも大歓迎

6名 6名 1,500円 1,000円 2月5日

羽島市コン活事業事
務局

080-1577-8413

羽島市主催

「ぷちお見合い会」　30代の部
平成31年2月10日（日）

14：00～16：00

「羽島市市民会館」

羽島市福寿町浅平3-25

※会場の詳細は参加者にのみ
通知します。

ぷちお見合い会のここがポイント！
●個室空間で周りの目が気にならない！
●対面前に詳しいプロフィールを閲覧できる！
●フリータイムなし！
●1人あたり約10分間、じっくり話せる！
●カップリング結果は後日個別でお知らせ！
●1回目のデートをセッティング！（希望者のみ）
●仲人士資格を持つスタッフに相談できる！

30代

※男性は岐阜
県在住、また
は在勤の方、
市町村が運営
する結婚相談
所会員の方

30代

※県内・県外
からも大歓迎

6名 6名 1,500円 1,000円 2月5日

羽島市コン活事業事
務局

080-1577-8413

☆ジーロでイタリアン婚活会
20代30代☆

平成31年2月10日(日）
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

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‼創業２８年の絶品イタリアンが皆様の出逢いに華を
添えます☆

♡2018年、ご結婚６組!!　ご出産３組　すごいでしょ‥
皆様の気持ち、状況、ご相談下さい。(平日夜要予約･
2,000円お飲み物付)
ジーロは、婚活会　真面目に向き合ってます。

20代～33歳
の方

※県内在住・
在勤の方

20代～33歳
の方

※県内・県外
からも大歓迎

5名 5名 4,300円 2,000円 2月5日
イタリア料理ジーロ

058-389-5239

30代・40代　婚活パーティー
平成31年2月10日(日）

16：00～18：00

「ボンムウ」

各務原市鵜沼小伊木町2-136
～犬山城を眺めながら素敵な出逢いをしませんか～

30歳～49歳
の方

※県内在住・
在勤の方

30歳～49歳
の方
※県内・県外
からも大歓迎

10名 10名 5,000円 2,000円 2月8日
一期一会

080-1320-0115
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

参加料金
募集締切

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

マリッジプラン
将来について一緒に考えてくれる方

平成31年2月10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♪

26歳～36歳
位に方
※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 2月11日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

羽島市主催

巻きコン
平成31年2月11日(月祝）

14：00～16：30

「羽島市市民会館」

羽島市福寿町浅平3-25

※会場の詳細は参加者にのみ
通知します。

巻きコンのここがポイント！
◆体験を共有することで自然に仲良くなる！
◆プロフィールカードなし！条件でなくフィーリングで！
◆カップリング結果は後日個別でお知らせ！
◆1回目のデートをセッティング！（希望者のみ）
◆仲人士資格を持つスタッフに相談できる！

25歳～30代

※男性は岐阜
県在住、また
は在勤の方、
市町村が運営
する結婚相談
所会員の方

25歳～30代

※県内・県外
からも大歓迎

6名 6名 3,000円 2,000円 2月7日

羽島市コン活事業事
務局

080-1577-8413

～本好き・カフェ好きの集い～
ブックコン@草叢BOOKS

平成31年2月15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)

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。

35歳～48歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～45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。2月14日
RunLand株式会社

0584-73-5123

偶然とトキメキの瞬間をさがしてみませんか？

水都おおがき♡縁むすび「ワインパー
ティー」

平成31年2月16日（土）
 16:30 ～ 20：00

「クインテッサホテル大垣」

大垣市宮町1-13

独身の男女の皆さんに素敵な出会いの場を提供する、かが
やき婚活事業『水都おおがき♡縁むすび』―。

今回は、クインテッサホテル大垣で「ワインパーティー」を開
催します！美味しいワインや食事をいただきながら、素敵な
人との出会いを見つけませんか？

お酒を飲まない人も、ぜひお気軽にご参加ください！

28歳～40歳 28歳～40歳 20名 20名 6,000円 4,000円 1月28日

大垣市かがやきライ
フ推進部市民活動
推進課

0584-47-7169

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31年2月16日（土）
 17:20 ～ 20：00

「スワンタイルカフェ」

多治見市旭ケ丘10丁目6-15
（美濃焼卸団地内）

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♪

33歳～49歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～48歳

※県内・県外
からも大歓迎

22名 22名 6,800円 2,900円 2月15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

参加料金
募集締切

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

一人参加中心婚活パーティー
平成31年2月16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 2月16日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

☆イベント会社コラボ企画　2019！

30代•40代Premium Party☆
平成31年2月17日（日）

13:45～15:35

「大垣ソフトピアジャパン１１階」

大垣市加賀野4-1-7

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～49歳
位の方

※県内在住・
在勤の方

30歳～47歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 2月17日
Lala Party

050-3701-2320

☆イベント会社コラボ企画　2019！

男女30代中心恋活 Party☆
平成31年2月17日（日）

16:05～17:55

「大垣ソフトピアジャパン１１階」

大垣市加賀野4-1-7

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～40歳
位の方

※県内在住・
在勤の方

29歳～39歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 2月17日
Lala Party

050-3701-2320

☆イベント会社コラボ企画　2019！

男女20代中心恋活 Party☆
平成31年2月17日（日）

18:25～21:15

「大垣ソフトピアジャパン１１階」

大垣市加賀野4-1-7

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～32歳
位の方

※県内在住・
在勤の方

20歳～30歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 2月17日
Lala Party

050-3701-2320

【３０代半ば中心】

おしゃれなレストランを借り切って、本
格スイーツ＆tea♪　【午前の部】

平成31年2月17日（日）
10:00～11:45

「ベルスール」

岐阜市東鶉4-5-1

はじめての方でも安心　和やかな雰囲気を大切にしたイベン
ト

素敵なレストランで、本格スイーツ♪

イベントの初参加の方、歓迎致します！

28歳～39歳
位の方

※県内在住・
在勤の方

22歳～39歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

12名 12名 4,000円 1,200円 2月16日
かがやきヒーリング

090-9197-9988
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

参加料金
募集締切

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

【４０代半ば中心】

おしゃれなレストランを借り切って、本
格スイーツ＆tea♪　【午後の部】

平成31年2月17日（日）
10:00～11:45

「ベルスール」

岐阜市東鶉4-5-1

はじめての方でも安心　和やかな雰囲気を大切にしたイベン
ト

素敵なレストランで、本格スイーツ♪

イベントの初参加の方、歓迎致します！

38歳～49歳
位の方

※県内在住・
在勤の方

32歳～49歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

12名 12名 4,000円 1,200円 2月16日
かがやきヒーリング

090-9197-9988

男女３０、４０代中心婚活パーティー
平成31年2月17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

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 2月17日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

40代中心

☆ジーロでイタリアン婚活会☆
平成31年2月17日(日）

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

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‼創業２８年の絶品イタリアンが皆様の出逢いに華を
添えます☆

♡2018年、ご結婚６組!!　ご出産３組　すごいでしょ‥
皆様の気持ち、状況、ご相談下さい。(平日夜要予約･
2,000円お飲み物付)
ジーロは、婚活会　真面目に向き合ってます。

40歳～49歳

※県内在住・
在勤の方

38歳～49歳
位

※県内・県外
からも大歓迎

5名 5名 4,300円 2,000円 2月5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Party
平成31年2月22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♪

24歳～34歳
位に方
※県内在住・
在勤の方

22歳～32歳
位の方
※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名 5,500円 2,000円 2月22日
ベルメール

080-3077-8602

【３０代後半中心】

 cafe好き集合！素敵な出会いを！
平成31年2月23日(土）

19:00～20:45

「コメダ珈琲岐阜駅前店」

岐阜市橋本町3ｰ10

和やかな雰囲気を大切にしたイベント！
リラックスできる雰囲気のcafe(コメダ珈琲）で、楽しい一時を
過ごしましょう！
イベントの初参加の方、歓迎致します！
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！

32歳～44歳

※県内在住・
在勤の方

28歳～44歳

※県内・県外
からも大歓迎

11名 11名 3,800円 500円 2月23日
かがやきヒーリング

090-9197-9988
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

参加料金
募集締切

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

マリッジプラン
将来について一緒に考えてくれる方

平成31年2月23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
位に方

※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 2月23日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

縁和会　～癒やしとご縁の交流会～
平成31年2月23日(土)

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～。

30歳～42歳

※県内在住・
在勤の方

27歳～39歳

※県内県外大
歓迎

15名 15名 6,000円 2,500円 2月22日
RunLand株式会社

0584-73-5123

京都ご縁めぐり
平成31年2月24日（日）

 9：00 ～ 16：00
岩手地区ｾﾝﾀｰ又はJR垂井駅南
口

＜バスツアー行程表＞
　岩手地区センター出発　9：00　　JR垂井駅南口　9：10

   関ヶ原IC　→　京都東IC　　自己紹介・ゲーム　等

　京都市清水寺観光駐車場 11：00　　→　地主神社参拝
(清水寺)　→　昼食(ゆどうふ奥丹)

　大国主社参拝(八坂神社)　→　知恩院バス駐車場 14：
20　　→　京都東IC　　→　 関ヶ原IC

　JR垂井駅南口 16：00　岩手地区センター着 16：15

30歳～40歳
代

垂井町岩手地
区在住者限定

30歳～40歳
代

※町外の方大
歓迎！

8名 8名

5,005円

※昼食、
お賽銭含

む

3,005円

※昼食、
お賽銭含

む

2月4日

岩手地区まちづくりセ
ンター「岩手まち協出
会い婚事務局」

0584-22-1007

一人参加中心婚活パーティー
平成31年2月24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！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 2月24日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

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31年2月24日(日）
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。

33歳～40歳
の方
※県内在住・
在勤の方

31歳～38歳
の方
※県内・県外
からも大歓迎

8名 8名 5,500円 2,000円 2月22日
RunLand株式会社

0584-73-5123

冬季限定！八天堂×ベルメールコラボ企画！
2019

30代Premium Party☆

平成31年2月24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

2019年1月～3月限定企画です！
今回は女性に大人気の“八天堂”とのスペシャルコラボ企
画！女性参加様には八天堂人気商品“生クリームパン×２
種類”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。もちろんパーティー中には人気店のスイーツと各
種ドリンク(冬期はホットドリンクもご用意してます♪)で自然と
会話も弾みますよ♪他社には無い充実した内容と素敵な
出逢いを是非お楽しみください。

33歳～43歳
位に方

※県内在住・
在勤の方

29歳～40歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 2月24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

参加料金
募集締切

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

☆ジーロでイタリアン婚活会30代☆
平成31年2月24日(日）

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

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‼創業２８年の絶品イタリアンが皆様の出逢いに華を
添えます☆

♡2018年、ご結婚６組!!　ご出産３組　すごいでしょ‥
皆様の気持ち、状況、ご相談下さい。(平日夜要予約･
2,000円お飲み物付)
ジーロは、婚活会　真面目に向き合ってます。

30歳～40歳
の方

※県内在住・
在勤の方

28歳～39歳
の方

※県内・県外
からも大歓迎

5名 5名 4,300円 2,000円 2月20日
イタリア料理ジーロ

058-389-5239

一人参加中心婚活パーティー
平成31年3月2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 3月2日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

【マリカフェ】ハンドメイドコン
平成31年3月3日(日）

14：00～16：00

「G-SQUARE」

郡上市白鳥町大島28-1

前半はワークショップ、後半はカフェタイムで、ゆったりのん
びり交流しませんか？
講師にami友（あみゅう）さんをお招きし、「ボタニカルオイル
ランプ」を作成していただきます。
明るく開放感のある、とってもおしゃれなカフェです。
ストーブを焚いた暖かい店内で、イベント限定のスイーツやド
リンクをいただきながらおしゃべりしましょう♪

35～45歳の
独身者

※郡上市内在
住の方に限り
ます

30～45歳の
独身者

※県内・県外
からも大歓迎

7名 7名 2,500円 2,000円 2月25日
マリアージュ郡上

0575-65-3171

第4１回
ふれあいカップリングパーティー

平成31年3月3日（日）
11:00～15:00

「マリアージュ」

恵那市大井町元越2236-565

恵那ことぶき結婚相談所運営協議会主催～であいの出発
応援します～

あらたな出会いの一歩をふみ出してみませんか？

25歳～45歳

※恵那市在住
の方・事前登
録が必要

25歳～45歳 15名 15名 5,000円 3,000円 2月13日

恵那ことぶき結婚相
談所・恵那市

0573-26-2111
（内線338）

冬季限定！八天堂×ベルメールコラボ企画！2019

男女３０代４０代中心婚活Party☆
平成31年3月3日(日）

13:45～15:35

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

2019年1月～3月限定企画です！
今回は女性に大人気の“八天堂”とのスペシャルコラボ企
画！女性参加様には八天堂人気商品“生クリームパン×２
種類”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。もちろんパーティー中には人気店のスイーツと各
種ドリンク(冬期はホットドリンクもご用意してます♪)で自然と
会話も弾みますよ♪他社には無い充実した内容と素敵な
出逢いを是非お楽しみください。

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

20名 20名 4,500円 900円 3月3日
ベルメール

080-3077-8602

冬季限定！八天堂×ベルメールコラボ企画！2019

30代Premium Party☆
平成31年3月3日(日）

16:05～17:55

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

2019年1月～3月限定企画です！
今回は女性に大人気の“八天堂”とのスペシャルコラボ企
画！女性参加様には八天堂人気商品“生クリームパン×２
種類”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。もちろんパーティー中には人気店のスイーツと各
種ドリンク(冬期はホットドリンクもご用意してます♪)で自然と
会話も弾みますよ♪他社には無い充実した内容と素敵な
出逢いを是非お楽しみください。

30歳～39歳
位に方

※県内在住・
在勤の方

27歳～39歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 3月3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

参加料金
募集締切

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

冬季限定！八天堂×ベルメールコラボ企画！

男女２０代中心恋活Party☆
平成31年3月3日(日）

18:25～20:15

「長良川スポーツプラザ2階」

岐阜市長良福光青襖2070-7

2019年1月～3月限定企画です！
今回は女性に大人気の“八天堂”とのスペシャルコラボ企
画！女性参加様には八天堂人気商品“生クリームパン×２
種類”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。もちろんパーティー中には人気店のスイーツと各
種ドリンク(冬期はホットドリンクもご用意してます♪)で自然と
会話も弾みますよ♪他社には無い充実した内容と素敵な
出逢いを是非お楽しみください。

22歳～32歳
位に方

※県内在住・
在勤の方

20歳～30歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 3月3日
ベルメール

080-3077-8602

本巣市主催～Motosu Konkatsu 3th～

本巣市婚活イベント第3弾
『アイシングクッキー作り』

平成31年3月3日(日）
13:30～16:30

「本巣すこやかセンター」

本巣市文殊３２４番地
本巣市役所本庁舎　西隣

かわいいクッキーを作りながら、素敵な出会いを見つけませ
んか。
卵白と砂糖でできたアイシングクリームでクッキーを可愛くデ
コレーションしませんか。
アイシングクッキー作りの後は、フリートークで感想を話したり
自己PRしちゃいましょう♪♪

20代～30代

※県内在住・
在勤の方

20代～30代

※県内在住・
在勤の方

8名 8名 2,500円 1,500円 2月22日

本巣市健康福祉部
子ども大切課

058-323-7753

男女３０、４０代中心婚活パーティー
平成31年3月9日（土）

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

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 3月9日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

冬季限定！八天堂×ベルメールコラボ企画！2019

同年代限定！恋活Party☆
平成31年3月10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

2019年1月～3月限定企画です！
今回は女性に大人気の“八天堂”とのスペシャルコラボ企
画！女性参加様には八天堂人気商品“生クリームパン×２
種類”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。もちろんパーティー中には人気店のスイーツと各
種ドリンク(冬期はホットドリンクもご用意してます♪)で自然と
会話も弾みますよ♪他社には無い充実した内容と素敵な
出逢いを是非お楽しみください。

24歳～34歳
位に方

※県内在住・
在勤の方

22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 3月10日
ベルメール

080-3077-8602

関市結婚支援事業

♡関市のお寺でゆったり婚活♡
平成31年3月10日(日）

14:00～17:30

「関善光寺」

関市日吉町35
関市結婚支援事業です！！ティータイムには関の人気店
『カフェ・マビッシュ』のスウィーツを味わいましょう！！

30代〜40代

関市在住また
は在勤、また
は関市婚活サ
ポートセンター
登録者

30代〜40代

※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名 1,000円 1,000円 2月22日

関市婚活サポートセ
ンター　ハッピーク
ローバー

080-1594-9514

～本好き・カフェ好きの集い～

ブックコン@草叢BOOKS
平成31年3月15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)

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。

26歳～37歳

※県内在住・
在勤の方

25歳～37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。

3月14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

参加料金
募集締切

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

一人参加中心婚活パーティー
平成31年3月16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 3月16日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

☆イベント会社コラボ企画　2019！
36～46歳Premium男性Party☆

平成31年3月17日（日）
13:45～15:35

「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♪

36歳～46歳
位の方

※県内在住・
在勤の方

33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 3月17日
Lala Party

050-3701-2320

☆イベント会社コラボ企画　2019！
気軽に恋活・婚活 Party☆

平成31年3月17日（日）
16:05～17:55

「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♪

27歳～37歳
位の方

※県内在住・
在勤の方

25歳～35歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 3月17日
Lala Party

050-3701-2320

☆イベント会社コラボ企画　2019！
男女20代中心恋活 Party☆

平成31年3月17日（日）
18:25～21:15

「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～32歳
位の方

※県内在住・
在勤の方

20歳～30歳
位の方

※県内・県外
からも大歓迎

20名 20名 4,500円 900円 3月17日
Lala Party

050-3701-2320

Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

平成31年3月17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、フリードリンク付

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 3月17日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

お弁当つき【２０代～３９歳】

ハイキングで、素敵な出会いを！
平成31年3月21日（木祝）

 10:30～13:20

【集合場所】
「長良ふれあいの森　駐車場」

岐阜市三田洞字日向平211近
辺

うぐいすの鳴き声、桜の開花など、自然のきれいな所で
す！
自然に癒され、気分がスッキリ！
そして普段出会えない人とも出会える！？

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！

20代～39歳

※県内在住・
在勤の方

20代～39歳

※県内・県外
の方大歓迎！

12名 12名 3,800円 500円 3月20日
かがやきヒーリング

090-9197-9988
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男性 女性 男性 女性 男性 女性

参加料金
募集締切

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

一人参加中心婚活パーティー
平成31年3月23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 3月23日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

【山コン】ジビエで婚活❤
平成31年3月24日（日）

10:00～15:30

「郡上八幡リバーウッドオートキャ
ンプ場」

郡上市八幡町市島２４２６

田舎でしか出来ない婚活プロジェクト第17弾！！！
～便利な恋より、物語がある恋が愛となる～
今年も「ＲＩＶＥＲ ＷＯＯＤ　オートキャンプ場」で、毎回大好
評のジビエ婚を開催します！！
里山保全組織「猪鹿庁」が今年もプロデュース。
おいしいジビエ料理や、猟師ならではのゲーム・体験を通じ
て交流を深めましょう！
初心者大歓迎！！肉食男子・肉食女子待ってます＾＾

20歳～40歳
の方

※県内在住・
在勤の方

20歳～40歳
の方

※県内・県外
からも大歓迎

15名 15名 5,000円 3,000円 3月15日

マリアージュ郡上事
務局

0575-65-3171

Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

平成31年3月30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、フリードリンク付

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 3月30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」
平成31年3月31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♪

23歳～35歳

※県内在住・
在勤の方

23歳～35歳

※県内・県外
の方大歓迎！

16名 16名 5,800円 1,900円 3月29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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