
　★★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」　　https://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

【第３回】
2019年8月10日（土）
女性：10:00～12:00
男性：13:30～15:30

「愛を深めるための交際術」

女性　愛を深める７つの秘訣
男性　愛を長続きさせるには”心”が大切

40名 40名

【第４回】
2019年8月18日（日）
10:00～12:00　女性講座
13:30～15:30　女性身だ
しなみレッスン

10:00～12:00　男性身だ
しなみレッスン
13:30～15:30　男性講座

「成婚に向けて」「身だしなみレッスン♪」

女性　人生のパートナーとして大切なこと
　　　　身だしなみレッスン

男性　身だしなみレッスン
　　　　結婚したい心理とためらう心理

40名 40名

【第５回】
2019年8月25日（日）
10:00～12:00　男女合同講
座
12:30～15:00　軽食付き♪
卒業パーティー！

【セミナー】
大垣情報工房セミナー室

【卒業パーティー】
ソフトピアジャパン
レセプションルーム１

「運命の人に出会う実践編」
　
　※第5回は、第1回～第4回のいずれかの講座を受
講した方のみ参加可能

40名 40名

104 縁和会　～癒やしとご縁の交流会～
令和元年8月3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～。

パワーストーン作り
岩戸公園散策
座禅・護摩体験

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 8月2日
RunLand株式会社

0584-73-5123

111 真夏のハワイアン婚活パーティー
令和元年8月3日（土）

 12:00 ～ 14:30

「リゾートダイニング　マハロ」

各務原市鵜沼三ツ池町1丁目
151

アツイ夏真っ盛りに、南国気分の感じるハワイアンダイニング
で婚活パーティーを開催します！
解放感のあるオシャレな空間で、日常とは一味違った婚活
パーティーに参加してみませんか？(^^)

20代～40代

※県内在住・
在勤の方

20代～40代

※県内・県外
の方大歓迎！

10名 10名 5,500円 2,500円 8月2日
リア婚ナビ

080-1604-0888

主催者
【問い合わせ先】

＜岐阜県結婚支援事業＞
婚活スクール（全5回）

婚活を頑張っているあなたにおすすめ
★

結婚への道は意識改革から!?
プロの講師が5回のレッスンを通して、
「結婚に近づく考え方」を身につけるお

手伝いをします！

第1回～第4回は男女別セミナー、
第5回は男女合同セミナー＆参加者

全員での卒業パーティー♬

5回連続の参加がおすすめです！

「ソフトピアジャパンセンタービル
11階　中会議室３」

大垣市加賀野4-1-7
23歳～43歳
（県内在住・在
勤の方）

※第5回（8月
25日）時点で
対象年齢に当
てはまる方

23歳～40歳
（県内・県外か
らも大歓迎）

※第5回（8月
25日）時点で
対象年齢に当
てはまる方

無料 無料

ぎふマリッジサポート
センター

058-201-0141

「コンサポ・ぎふ」婚活イベント一覧表（2019.7.29現在　ＷＥＢ掲載募集イベント）

掲載NO 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】

掲載NO 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

127 自衛隊ふれあいパーティー in 岐阜 
女性25～50歳

令和元年8月3日（土）
 11:30 ～ 15:30

「クラブハウス アフロディーテ」

各務原市蘇原興亜町4-6-1

話題の自衛隊婚！☆★☆コイハナ咲かせよう　大作戦♪

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♪

―
25～50歳
(前後2歳は
OK)

― 20名 ― 5,000円 7月20日
ブライダルポートワン

058-391-1155

102
アンティーク貸切企画！

同年代限定！
恋活ナイトスィーツＰａｒｔｙ

令和元年8月4日（日）
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“ナイトスイーツパーティー゛を
開催！あの人気店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パーティーをお楽
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♪

☆女性に大人気のアンティークを貸切にて開催♪内容も充
実で安心が魅力のイベントです！オリジナルスイーツ＆フ
リードリンク付きです

24歳～34歳
位

※県内在住・
在勤の方

22歳～32歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

15名 15名 4,500円 900円 8月4日
ベルメール

080-3077-8602

129 【森コン】SELF STYLE BBQ PARTY
令和元年8月4日（日）

10:00 ～ 16:00

「郡上八幡リバーウッドオートキャ
ンプ場」

郡上市八幡町市島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。
用意するのは会場と食材。
参加者みんなで考え作るアウトドア婚活パーティーです！
６人×6人の少人数開催なので、参加者みなさんとしっかり
お話できます♪

20歳～40歳

※県内在住・
在勤の方

20歳～40歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

6名 6名 5,000円 2,000円 7月26日

マリアージュ郡上事
務局

0575-65-3171

136 Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

令和元年8月4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

※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 8月4日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

149 ３０～４０代まったり婚活
(ドルフィンフィーリング付き)４対４

令和元年8月9日（金）
14:00 ～ 16:00

「エルレ」

羽島郡岐南町上印食8丁目114

～皆さまに素敵な出逢いをお届けするエルレでは、
ゆったりとお喋りやごはんを楽しめる4対4の婚活パーティー
を開催いたします。

金曜の夜の開催ですので、次の日がお休みの方や平日に
気軽に出逢いたい方にもオススメです！

アットホームな雰囲気です♪
お気軽にご参加お待ちしております♪

30代、40代

※県内在住・
在勤の方

30代、40代

※県内・県外
の方大歓迎！

4名 4名 5,000円 2,500円 8月8日
エルレ

058-240-6665

105
アンティーク貸切企画！

３０代・４０代ナイトスィーツParty
令和元年8月10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“ナイトスイーツパーティー゛を
開催！あの人気店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パーティーをお楽
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♪

☆女性に大人気のアンティークを貸切にて開催♪内容も充
実で安心が魅力のイベントです！オリジナルスイーツ＆フ
リードリンク付きです

30歳～49歳
位

※県内在住・
在勤の方

30歳～49歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

15名 15名 4,500円 900円 8月10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

主催者
【問い合わせ先】

掲載NO 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

137 一人参加中心婚活パーティー
令和元年8月10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 8月10日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

126 花に触れて　花で癒され　花で縁結び　
フラワー婚活

令和元年8月11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 8月5日
フラワーショップ花徳

0572ｰ54-9926

121 ヨガ婚活
令和元年8月11日（日）　

13：00～14：50
「岐阜じゅうろくプラザ 4階 
研修室3」

ヨガをしながら楽しく婚活 。
ヨガ初心者でもお気軽にご参加いただけます

30歳～45歳

※県内在住・
在勤の方

25歳～35歳

※県内・県外
からも大歓迎

8名 8名 5,000円 3,500円 8月10日
リア婚ナビ

080-1604-0888

138 男女３０・４０代中心婚活パーティー
令和元年8月11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

※県内在住・
在勤の方

30歳～49歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円 1,000円 8月11日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

150 4０～5０代まったり婚活
(ドルフィンフィーリング付き)４対４

令和元年8月16日（金）
19:30 ～ 21:30

「エルレ」

羽島郡岐南町上印食8丁目114

～皆さまに素敵な出逢いをお届けするエルレでは、
ゆったりとお喋りやごはんを楽しめる4対4の婚活パーティー
を開催いたします。

金曜の夜の開催ですので、次の日がお休みの方や平日に
気軽に出逢いたい方にもオススメです！

アットホームな雰囲気です♪
お気軽にご参加お待ちしております♪

40代、50代

※県内在住・
在勤の方

40代、50代

※県内・県外
の方大歓迎！

4名 4名 5,000円 2,500円 8月16日
エルレ

058-240-6665

122
アンティーク貸切企画！

30代中心
ＰｒｅｍｉｕｍナイトスィーツＰａｒｔｙ

令和元年8月17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“ナイトスイーツパーティー゛を
開催！あの人気店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パーティーをお楽
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♪

☆女性に大人気のアンティークを貸切にて開催♪内容も充
実で安心が魅力のイベントです！オリジナルスイーツ＆フ
リードリンク付きです

33歳～43歳

※県内在住・
在勤の方

29歳～40歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

15名 15名 4,500円 900円 8月17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

主催者
【問い合わせ先】

掲載NO 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

139 Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

令和元年8月17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28～39歳》×《女性26～36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

28歳～39歳
位

※県内在住・
在勤の方

26歳～36歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円　 1,000円 8月17日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

151 皆でワイワイ♪　花火鑑賞
花火を見ながら素敵な出会いを！

令和元年8月17日（土）
18:15～20:50

長良川国際会議場側のバス停
「長良川国際会議場前」に集合

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、一ヶ月間アフター
フォローしますので、ご安心してご参加いただけます！

26歳～38歳

※県内在住・
在勤の方

24歳～38歳

※県内・県外
大歓迎

12名 12名 3,800円 800円 8月16日
かがやきヒーリング

058-241-3532

146 フリータイム無し　

１－１トーク婚活会　20～30代中心
令和元年８月18日（日）

 18:00～

「みんなの森　ぎふメディアコスモ
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8
～10分ずつお話しいただきます。

8～10分ずつ、1組毎ごとに男性の方にお席を移動していた
だきます。
☆携帯・ライン等、連絡先は自由に交換していただいてOK
です。
★連絡先交換された方はご報告をお願いします。

26歳～35歳

※県内在住・
在勤の方

24歳～33歳

※県内県外大
歓迎

10名 10名 3,500円 2,000円 8月10日

「NPO法人ユメココサ
ポート」

090-1419-2450

140 一人参加中心婚活パーティー
令和元年8月24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 8月24日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087

145
☆飲んで喋って距離が縮まるカジュアルPARTY
☆

大人の婚活パーティー飲み放題お食
事付き♪

令和元年8月24日（土）　
 19:30 ～ 21:30

「キタノイチバ 名鉄岐阜駅前店」

岐阜市長住町３丁目３−１ 
オー・エックス岐阜ビル4F

飲み放題お食事付き！
居酒屋で飲んで話して楽しめるカジュアル婚活パーティー☆
席替えありで全員と話せる♪
最後にマッチングタイムあり☆
※マッチングタイムはみんなの前で発表はありません。用紙
をサッと返却する形式ですので結果を他の人に知られること
はありませんのでご安心ください。

25歳～43歳

※県内在住・
在勤の方

22歳～40歳

※県内・県外
の方大歓迎！

12名 12名 6,000円 2,100円 8月21日

ライフデザインサービ
ス

050-6873-4852

123 じっくり話せる少人数新企画！

男女30代•40代 Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｐａｒｔｙ
令和元年8月25日（日）

 13:45 ～ 15:35

「長良川スポーツプラザ２F」

岐阜市長良福光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
を食べながらのトークは盛り上がる事間違いなし！！綺麗な
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★

★人気店フランセヤノスイーツ、お菓子、フリードリンク付
き！

30歳～49歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～47歳

※県内県外大
歓迎

10名 10名 4,500円 900円 8月25日
ベルメール

080-3077-8602
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124 じっくり話せる少人数新企画！

30代中心婚活 Ｐａｒｔｙ
令和元年8月25日（日）

 16:05 ～ 17:55

「長良川スポーツプラザ２F」

岐阜市長良福光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
を食べながらのトークは盛り上がる事間違いなし！！綺麗な
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★

★人気店フランセヤノスイーツ、お菓子、フリードリンク付
き！

30歳～40歳

※県内在住・
在勤の方

29歳～39歳

※県内県外大
歓迎

10名 10名 4,500円 900円 8月25日
ベルメール

080-3077-8602

125 じっくり話せる少人数新企画！

男女20代中心恋活 Party
令和元年8月25日（日）

 18:25 ～ 20:15

「長良川スポーツプラザ２F」

岐阜市長良福光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
を食べながらのトークは盛り上がる事間違いなし！！綺麗な
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★

★人気店フランセヤノスイーツ、お菓子、フリードリンク付
き！

22歳～32歳

※県内在住・
在勤の方

20歳～30歳

※県内県外大
歓迎

10名 10名 4,500円 900円 8月25日
ベルメール

080-3077-8602

135
【かいづ夢づくり協働事業】

夏シャツ婚活 in 海津
令和元年8月25日（日）

 17:45 ～ 20:30

「１５１＠（イチゴイチエ）」

海津市海津町馬目403-3

海津市にある人気の「151@」で、お食事を楽しみながら男
女の交流を深めます。
ドレスコードは「夏シャツ」。お気に入りのシャツで、素敵な夏
をスタイリングしませんか♪
会場は一体感が増して雰囲気も盛り上がります♪皆様の素
敵な出会いの機会になれば幸いです。

30歳～45歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～45歳

※県内県外大
歓迎

12名 12名 3,500円 2,000円 8月23日
RunLand株式会社

0584-73-5123

131 ～本好き・カフェ好きの集い～
ブックコン@草叢BOOKS

令和元年8月30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「映画好き」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～45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。

8月29日
RunLand株式会社

0584-73-5123

143 男女３０・４０代中心婚活パーティー
令和元年8月31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

※県内在住・
在勤の方

30歳～49歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円 1,000円 8月31日

エヴァのふれあい
パーティー事務局

050-3538-8087
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141 山県市（山県市マリッジサポートセンター）主催

♡婚活カフェ♡in自家焙煎珈琲　茶蔵
令和元年9月1日（日）

16:00 ～ 18:00

「自家焙煎珈琲　茶蔵」

山県市東深瀬戸羽１９－１

「恋札」を使って目の前の異性の価値観がわかりますよ。
また、自分の考えていること、行動パターンがわかります。

ゲームを楽しみながら気楽にコミュニケーション♡
異性との会話が苦手な人も
自然に会話が盛り上がります♡
少人数ですからじっくりお話できますよ！！
価値観がぴったり合えば運命の人！！
合わなくても理解ができれば運命の人！！

まずは、ゲームを通して仲良くなりましょう！！
恋札で盛り上がりましょうね～～

20代後半～
40代

※山県市在
住・在勤、また
は将来山県市
に住みたいと
お考えの方

20代後半～
40代

※県内・県外
の方大歓迎！

4名 4名

500円

お茶、ミニ
パンケー
キ付き

500円

お茶、ミニ
パンケー
キ付き

8月25日

山県市（山県市マリッ
ジサポートセンター）

0581-22-3354(開
設日のみ)

147 古民家Barでランチと秋の出会いを
令和元年9月8日（日）

11:00 ～ 14:30

「古民家DAININGBAR　のらくら」

岐阜市大洞１－１－１２

美味しく楽しく婚活しよう。

～昨年のイベントにて成婚カップルが誕生しました～

28～43歳位

※県内在住・
在勤の方

25～40歳位

※県内・県外
の方大歓迎

10名 10名 4,000円 3,000円 8月30日

芥見東「き・ず・な」の
会

080-1594-9514
（西村）

148 ♡運命の人発見！！価値観マッチング
婚活イベント♡

令和元年9月22日（日）
13:00 ～ 17:00

「みんなの森　ぎふメディアコスモ
ス１階　考えるスタジオ」

岐阜市司町40番地5

私の価値観って何だろう？自分を知って相手を知って感性
が合う人を見つけよう！！

大好きな物、風景、行きたいところ、やりたいこと、結婚観、
夢など思いのままに紙に貼っていきます。

25～45歳

※県内在住・
在勤の方

25～45歳

※県内・県外
の方大歓迎

15名 15名 5,000円 3,000円 9月15日

NPO法人ユメココサ
ポート

090-1419-2450

本巣市婚活イベント
【婚活攻略セミナー】　1回目

令和元年9月29日（日）
男性：10：30～12：30
女性：14：00～16：00

「どうしたらＯＫがもらえるの？」「なぜ交際が長続きしない
の？」「どんな相手を選ぶと幸せになれるの？」
婚活中の皆さんは、こんな悩みや不安をお持ちではありませ
んか？
そんな皆様に婚活のポイントやノウハウをお伝えするために、
業界プロ直伝のセミナーをご用意いたしました。
内容に集中していただけるよう、セミナーは男性向けと女性
向けとで別れて行います。

27～40歳
※県内在住・

在勤の方

27～40歳
※県内・県外
の方大歓迎

30名 30名 2,500円 2,500円 9月20日

本巣市婚活イベント
【婚活攻略セミナー】　2回目

令和元年10月6日（日）
13：30～17：00

セミナーを受けた翌週に、トークイベントを開催☆
身に着けた知識をすぐに実践できる場を設けました。
悩みや不安を解決し、自信を持って自分にピッタリな相手を
探しましょう。
※トークイベントは、婚活攻略セミナー受講者限定です。
※婚活攻略セミナーのみの参加も可能ですが、定員数を超
える募集があった場合は、トークイベント参加可能者を優先
させていただきます。

27～40歳
※県内在住・

在勤の方

9月29日開催
の婚活攻略セ
ミナー受講者

27～40歳
※県内・県外
の方大歓迎

9月29日開催
の婚活攻略セ
ミナー受講者

10名 10名 2,000円 800円

婚活攻略
セミナー受
講後に、参
加希望者
に申込書
を提出して
いただきま

す。

152

「モレラ岐阜　２階会議室」

本巣市三橋1100番地

モレラ岐阜２階ホワイトプラザにあ
りますライトオンとホビーゾーンの
間の通路奥に開場がございま

す。

本巣市健康福祉部　
子ども大切課

058-323-7753
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144 第8回瑞浪市消防団　
独身団員との交流会

令和元年10月27日（日）
16:00 ～ 20:00

「Izakaya BINBO瑞浪」

瑞浪市和合町1丁目61番地

瑞浪市民の生命と財産を守るため、日夜頑張っている消防
団員との出会い♪

「食事会などで懇親を深め、楽しい交流を♪」

― ２０歳以上 ― 20名 ― 2,000円 9月25日
瑞浪市消防団

0572-68-2001

　　　　　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
　　　　　　　　https://konsapogifu.com
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