
　★★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

岐阜県在住ま
たは在勤の
方、市町村結
婚相談所にご
登録している
方

【第１回】
令和元年9月7日（土）

10:00～12:00
6名 6名 無料 無料 8月20日

【第２回】
令和元年9月7日（土）

13:30～15:30
6名 6名 無料 無料 8月20日

【第３回】
令和元年9月8日（日）

10:00～12:00
6名 6名 無料 無料 8月20日

【第４回】
令和元年9月8日（日）

13:30～15:30
6名 6名 無料 無料 8月20日

【第５回】
令和元年9月14日（土）

10:00～12:00
6名 6名 無料 無料 8月24日

【第６回】
令和元年9月14日（土）

13:30～15:30
6名 6名 無料 無料 8月24日

【第７回】
令和元年9月15日（日）

10:00～12:00
6名 6名 無料 無料 8月24日

【第８回】
令和元年9月15日（日）

13:30～15:30
6名 6名 無料 無料 8月24日

【第９回】
令和元年10月5日（土）

10:00～12:00
25歳～35歳 23歳～35歳 6名 6名 無料 無料 9月14日

【第１０回】
令和元年10月5日（土）

13:30～15:30
32歳～42歳 30歳～42歳 6名 6名 無料 無料 9月14日

「コンサポ・ぎふ」婚活イベント一覧表（2019.8.26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
主催者

【問い合わせ先】

2

結婚を前提とした真剣な出会いを求めるあなたに

＜マリサポお見合い会　６対６＞

第１回～第８回

岐阜市会場

「ＯＫＢふれあい会館」
岐阜市薮田南5丁目14-53

●お見合い会とは

募集対象は、結婚を真剣にお考えの独身男女。
参加者の詳しいプロフィール(年収・最終学歴・家族
構成など)を閲覧しながら、仕切られた空間の中1対
1でじっくりお話しいただけるお見合いイベントです。

今年で3年目を迎えるマリサポのお見合い会。昨年
は22組のカップルが誕生しました。
真剣に結婚をお考えの独身男女を各回６回ずつ募
集します。

●ここがオススメPOINT

・男女が対面する前に、参加者全員の詳しいプロ
フィール（年収・最終学歴・家族構成など）を閲覧で
きる！
・１組ごとに仕切られた空間だから、周囲の目が気に
ならない！
・フリータイムなし！
・１人あたり約10分間、じっくりと話ができる！
・年齢が区切られているから、お好みの年齢の方と
出会える！
・カップル発表はご本人へ後日連絡！

23歳～33歳 2２歳～33歳

ぎふマリッジサポートセ
ンター

058-201-0141

「ＯＫＢふれあい会館」
岐阜市薮田南5丁目14-53

27歳～37歳 25歳～37歳

「ＯＫＢふれあい会館」
岐阜市薮田南5丁目14-53

32歳～42歳 30歳～42歳

「ＯＫＢふれあい会館」
岐阜市薮田南5丁目14-53

37歳～45歳 35歳～45歳

3

＜マリサポお見合い会　６対６＞

第９回～第１０回

関市会場

関中央公民館
「わかくさプラザ学習情報館」
関市若草通2丁目1番地
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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

主催者
【問い合わせ先】

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)

160 素敵な時間が過ごせるカフェで
大人婚活

令和元年9月1日（日）
11:30 ～ 14:00

～Tea Room～
Shalle Tonne(シャレトンネ）

関市溝口童子６７

真っ白なおしゃれカフェでゆっくりランチを食べながらの
パーティーです。

ウエディングに携わるチーム（カメラマン・プランナー・ヘア
メイク）で婚活のサポートをしています。私達の主催パー
ティーで出会い、今年は2組が結婚されました。交際中の
方も何組もいらっしゃいます。婚活を楽しく、回り道せず
パートナーと出会えるようお手伝いいたします。

当日のサポートはもちろん、アフターフォローもいたします。
初めての方でも、お一人でも気軽に参加してください。

30代～40代
前半

※県内在住・
在勤の方

30代～40代
前半

※県内・県外
の方大歓迎！

6名 6名 3,500円 2,500円 8月25日
フォトスタジオ Ｆａｖｏｒｉ

090-1419-2450

162 一人参加中心婚活パーティー
令和元年9月7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 9月7日

エヴァのふれあいパー
ティー事務局

050-3538-8087

168
各務原市オアシスパークの自然に囲まれた空間

でバーベキューを楽しむ街コン♪

スタイリッシュでおしゃれなバーベ婚活

令和元年9月7日（土）
 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

バーベ婚活の特徴！！

① 自然に囲まれたオシャレな空間でBBQが楽しめる
② 男女共同作業で自然と会話が弾む
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、気づかいや心配りを
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～48歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～48歳

※県内・県外
の方大歓迎！

25名 25名 6,900円 3,000円 9月6日
RunLand株式会社

0584-73-5123

179 縁結びのご利益にあずかろう（フリータイムなし

結神社で良縁をつかむ
令和元年9月7日（土）

 11:30 ～ 13:30

「結神社　神社内
コミュニティスペース(室内)」

安八郡安八町西結697-2

ウエディングに携わるチーム（カメラマン・プランナー・ヘア
メイク）で婚活のサポートをしています。私達の主催パー
ティーで出会い、今年は2組が結婚されました。交際中の
方も何組もいらっしゃいます。
婚活を楽しく、回り道せずパートナーと出会えるようお手伝
いいたします。

☆お一人8～10分、全員と話します
☆男性に席の移動をしていただきます
☆絵馬に願い事を書く&連絡先交換
～絵馬をかけて終了予定

30代～40代
前半

※県内在住・
在勤の方

30代～40代
前半

※県内・県外
の方大歓迎！

8名 8名 3,500円 2,500円 8月30日
フォトスタジオ Ｆａｖｏｒｉ
090-1419-2450
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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

主催者
【問い合わせ先】

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
（担当：西村）

155 ヨロ婚ミニ
「３０歳代限定・５対５」

令和元年9月8日（日）
13:00 ～ 14:30

「山口会館」

養老郡養老町高田１８−１

「養老町婚活サポーターの会」がプロデュースする
岐阜県養老町で開催される「少人数＆こだわりテーマ」の
婚活イベントです。
今回のヨロ婚ミニのテーマ（参加条件）は「30代（30～39
歳）独身男女」です。

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！

30歳～39歳

※県内在住・
在勤の方

30歳～39歳

※県内在住・
在勤の方

5名 5名 500円 500円 8月31日

養老町
婚活サポーターの会

ヨロ婚公式HPより
申込み

156 ヨロ婚ミニ
「４０歳代限定・５対５」

令和元年9月8日（日）
15:00 ～ 16:30

「山口会館」

養老郡養老町高田１８−１

「養老町婚活サポーターの会」がプロデュースする
岐阜県養老町で開催される「少人数＆こだわりテーマ」の
婚活イベントです。
今回のヨロ婚ミニのテーマ（参加条件）は「40代（40～49
歳）独身男女」です。

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！

40歳～49歳

※県内在住・
在勤の方

40歳～49歳

※県内在住・
在勤の方

5名 5名 500円 500円 8月31日

養老町
婚活サポーターの会

ヨロ婚公式HPより
申込み

157 素敵な出会いを見つけてみませんか？

フレンドリーParty2019　陶芸コン
令和元年9月8日（日）

13:30 ～ 17:00

「エルレ」

羽島郡岐南町上印食8丁目114

陶芸体験をしながらの、婚活パーティーです。

作業をしながらなので、リラックスして交流いただけます。

司会は　吉本興業　岐阜県住みます芸人の「三ツ星
ジョージ」さんです。笑いで会場を盛り上げます

20代半ば
～40代半ば

※県内在住・
在勤の方

20代半ば
～40代半ば

※県内・県外
の方大歓迎！

10名 10名 1,000円 1,000円 8月27日

岐阜地区商工会女性
部連絡協議会

058-246-8722

159 【川辺町主催】
ウォータースポーツコン in 川辺

令和元年9月8日（日）
10:30～15:30

「Ｂ＆Ｇ海洋センター」

加茂郡川辺町比久見725-5

この夏ぴったりな企画！広大な飛騨川でウォータース
ポーツを楽しみながら交流します。

体を動かしながら交流するので自然と会話が広がります。
今回、楽しんで頂くウォータースポーツは、
★ sup(スタンドアップパドル）
★ カヌーでツーリング

川の中は体力を消耗します。休憩も兼ねてカヌーでツーリ
ング体験した後は、おにぎりパーティ♪
お好きな具材をセレクトしておにぎりを握ります。

25歳～39歳

川辺町に在住
在勤または将
来、川辺町に
住みたいと

思っている岐
阜県内の方

25歳～39歳

※県内・県外
の方大歓迎！

13名 13名 2,500円 1,500円 9月6日
川辺町
（RunLand株式会社）
0584-73-5123
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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

主催者
【問い合わせ先】

163 男女３０・４０代中心婚活パーティー
令和元年9月8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 9月8日

エヴァのふれあいパー
ティー事務局

050-3538-8087

185 ☆羽根町ジーロで婚活会★20代中心
令和元年9月8日（日）

17:30 ～

「羽根町ジーロ」

岐阜市羽根町27-2

圧倒的なカップル成立率２０１８年７組ご結婚♪ご出産3
人♪

ジーロは　岐阜駅前に　移転いたしました。移転いたしまし
ても変わらない理念で皆様に出逢いのきっかけの場をご
提供させていただきます。結婚されて幸せなお2人、恋愛
中のお2人　活動中の方々　　移転してまだ１ヶ月なのに
遊びに来て下さってありがとうございます。羽根町ジーロで
も　名物ママは　あなたの婚活を応援します！！

20代～32歳

※県内在住・
在勤の方

20代～32歳

※県内・県外
の方大歓迎！

4名 4名 4,500円 2,000円 9月5日
羽根町ジーロ

058-213-2552

171
サンマルク×ベルメールコラボ新企画！

お一人参加限定！
気軽に恋活･婚活ディナーParty

令和元年9月13日（金）
19:30～21:30

「ベーカリーレストラン サンマルク
　岐阜店」

岐阜市宇佐3-4-8

女性に大人気サンマルクのワンフロア貸切にて開催♪
内容も充実で魅力満載のイベントです！
特製料理・人気の出来たてパン食べ放題＆デザート＆フ
リードリンク付き☆

27歳～37歳

※県内在住・
在勤の方

25歳～35歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

15名 15名 5,500円 2,000円 9月13日
ベルメール

080-3077-8602

154 人気のカフェで大人の茶話婚活
令和元年9月14日（土）

17:30～21:30

「カフェ・アダチ」

関市小瀬1833

♡少人数・じっくり話せる・美味しい・大人の出会い♡

　岐阜県関市の有名店「カフェ・アダチ」
　美味しい珈琲と紅茶・スペシャルケーキを食べながら
　土曜の夕暮れの出会いを楽しみましょう！！

35歳位～40
代

※県内在住・
在勤の方

33歳位～40
代

※県内在住・
在勤の方

4名 4名 3,000円 2,000円 9月6日

NPO法人ユメココサ
ポート

090-1419-2450

164 Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

令和元年9月14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26～38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～38歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

30名 30名 4,900円　 1,000円 9月14日

エヴァのふれあいパー
ティー事務局

050-3538-8087

186 ☆羽根町ジーロで婚活会★30代中心
令和元年9月15日（日）

 17;30～

「羽根町ジーロ」

岐阜市羽根町27-2

圧倒的なカップル成立率２０１８年７組ご結婚♪ご出産3
人♪

ジーロは　岐阜駅前に　移転いたしました。移転いたしまし
ても変わらない理念で皆様に出逢いのきっかけの場をご
提供させていただきます。結婚されて幸せなお2人、恋愛
中のお2人　活動中の方々　　移転してまだ１ヶ月なのに
遊びに来て下さってありがとうございます。羽根町ジーロで
も　名物ママは　あなたの婚活を応援します！！

30代～40歳

※県内在住・
在勤の方

30代～40歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

4名 4名 4,500円 2,000円 9月12日
羽根町ジーロ

058-213-2552
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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

主催者
【問い合わせ先】

172
サンマルク×ベルメールコラボ新企画！

３０代中心PremiumディナーParty
令和元年9月20日（金）

 19:30～21:30

「サンマルク岐阜店」

岐阜県岐阜市宇佐3-4-8

多くの皆さまのご意見により実現した金曜日のディナー
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＾＾女性に大人気の
ベーカリーレストランサンマルクのワンフロア貸切の為、他
のお客様の目も気にせず特製料理に大人気の焼きたてパ
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
♪

特製料理・人気の出来たてパン食べ放題＆デザート＆フ
リードリンク付き☆

33歳～43歳

※県内在住・
在勤の方

29歳～40歳

※県内・県外
の方大歓迎！

15名 15名 5,500円 2,000円 9月20日
ベルメール

080-3077-8602

165 一人参加中心婚活パーティー
令和元年9月21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 9月21日

エヴァのふれあいパー
ティー事務局

050-3538-8087

174
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～

令和元年9月21日（土）
 15:00 ～ 18:00

「アトリエフェリス」

本巣市仏生寺423-2

① 年齢差7歳幅までのイベント
② 少人数制（男女各6名～8名)
少人数の方とじっくり話すことができます。
大人数で少しの時間だけ話すのが苦手な方にはピッタリ
♪
1対1でゆっくりお話する時間、グループで話す時間があり
ます。
③ 延長トーク&安心のフォロー
スタッフが仲介して、相互に連絡先を交換したい方のみ連
絡先を交換します。また、もう少しお話がしたいとお互いが
思ったら延長トークができます。

35歳～42歳
位

※県内在住・
在勤の方

32歳～39歳
位

※県内・県外
の方大歓迎！

8名 8名 5,500円 1,800円 9月20日
RunLand株式会社

0584-73-5123

187 ☆羽根町ジーロで婚活会★４0代中心
令和元年9月22日（日）

17:30 ～

「羽根町ジーロ」

岐阜市羽根町27-2

圧倒的なカップル成立率２０１８年７組ご結婚♪ご出産3
人♪

ジーロは　岐阜駅前に　移転いたしました。移転いたしまし
ても変わらない理念で皆様に出逢いのきっかけの場をご
提供させていただきます。結婚されて幸せなお2人、恋愛
中のお2人　活動中の方々　　移転してまだ１ヶ月なのに
遊びに来て下さってありがとうございます。羽根町ジーロで
も　名物ママは　あなたの婚活を応援します！！

40代

※県内在住・
在勤の方

40代

※県内・県外
の方大歓迎！

4名 4名 4,500円 2,000円 9月19日
羽根町ジーロ

058-213-2552

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
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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

主催者
【問い合わせ先】

169 アラサーコンin岐阜
令和元年9月22日（日）

14:30 ～ 17:00

「目利きの銀次　名鉄岐阜店」

岐阜市長住町３丁目３−１
オー・エックス岐阜ビル5F

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。

25～35歳

※県内在住・
在勤の方

25～35歳

※県内・県外
の方大歓迎

15名 15名 6,000円 2,100円 9月20日
ライフデザインサービス

050-6873-4852

166 Marriage Plan☆
将来について一緒に考えてくれる方

令和元年9月22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

《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 9月22日

エヴァのふれあいパー
ティー事務局

050-3538-8087

167 男女３０・４０代中心婚活パーティー
令和元年9月28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 9月28日

エヴァのふれあいパー
ティー事務局

050-3538-8087

180 JAめぐみの 婚活プロジェクト2019

ひるがの高原で農業体験とBBQ
令和元年9月28日(土)

10:00～16:00

 岐阜県郡上市高鷲
 ･ミニトマトほ場
 ･ひるがのバーベキュー場

※ミニトマトの収穫体験、バーベ
キューなど、スケジュールに応じ
て移動がございます。イベント中
の移動は送迎車での移動となりま
す。

「農業に興味がある！」「農家男性と出会いたい！」という
女性大歓迎です❤❤自然豊かなひるがの高原で農家男
性とお話ししてみませんか？？

「JAめぐみの 農CON」とは、JAめぐみの(青年部)主催の
「農家との婚活イベント」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✨

―
農業に興味の
ある独身女性

― 10名 ― 1,500円 8月30日

JAめぐみの 本店
営農対策課

0575-23-5885

189 夜カフェ婚活（フリータイムなし）

ちょっと大人の婚活カフェ
令和元年9月28日(土)

19:00～21:00

「ナチュラルフードダイニングZen」

岐阜市茜部菱野1-35

美味しい♪身体に優しい♪女子に大人気の薬膳カフェで
お酒もいただきながら楽しく婚活パーティーしましょう♡

婚活初めての方、一人参加の方も不安なく過ごしていた
だけるようサポートいたします(*^_^*)
連絡先交換自由・交換タイムあります
もちろんアフタフォローもいたします

30代～40代
前半

※県内在住・
在勤の方

30代～40代
前半

※県内・県外
の方大歓迎！

10名 10名 8,000円 4,200円 9月20日
フォトスタジオ Ｆａｖｏｒｉ

090-1419-2450

173 じっくり話せる少人数新企画！

30代・40代 婚活Party
令和元年9月29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～49歳

※県内県外大
歓迎

10名 10名 4,500円 900円 9月29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
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

主催者
【問い合わせ先】

175 じっくり話せる少人数新企画！

30代　Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｐａｒｔｙ
令和元年9月29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～39歳

※県内在住・
在勤の方

26歳～39歳

※県内県外大
歓迎

10名 10名 4,500円 900円 9月29日
ベルメール

080-3077-8602

176 じっくり話せる少人数新企画！

同年代限定！恋活 Party
令和元年9月29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！

24歳～34歳

※県内在住・
在勤の方

22歳～32歳

※県内県外大
歓迎

10名 10名 4,500円 900円 9月29日
ベルメール

080-3077-8602

181 ホームパーティで、素敵な出逢いを！
(１部)

令和元年9月29日（日）
 11:20 ～ 13:15

【会場】
岐阜市加野４－８－３

【集合場所】
「ファミリーマート岐阜向加野店」
岐阜市向加野1丁目２１－１３

ホームパーティ形式で、食事しながら、自然な出逢いを！

このイベントで出会われた方とのことは、一か月間、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！

31歳～43歳

※県内在住・
在勤の方

28歳～43歳

※県内県外大
歓迎

6名 6名 3,800円 500円 9月28日

kagayaki

058-241-3532
090-9197-9988

182 ホームパーティで、素敵な出逢いを！
(２部)

令和元年9月29日（日）
 16:20 ～ 18:15

【会場】
岐阜市加野４－８－３

【集合場所】
「ファミリーマート岐阜向加野店」
岐阜市向加野1丁目２１－１３

ホームパーティ形式で、食事しながら、自然な出逢いを！

このイベントで出会われた方とのことは、一か月間、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！

41歳～53歳

※県内在住・
在勤の方

38歳～53歳

※県内県外大
歓迎

6名 6名 3,800円 800円 9月28日

kagayaki

058-241-3532
090-9197-9988

188 【土岐市商工会議所主催】
TOKI★BBQコン

令和元年10月5日（土）
 10:45 ～ 15:00

「テラスゲート土岐
（ゆいまち広場） 」

土岐市土岐ヶ丘４丁目5-3

TOKI★BBQコンの特徴！！

① 土岐市内の経営者・後継者の男性との出会うことがで
きる
② 緑豊かな土岐の丘でBBQが楽しめる
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、気づかいや心配りを
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～42歳

土岐市内事業
所の経営者・
後継者に限る

25歳～39歳

※県内県外大
歓迎

― 12名 ― 2,000円 10月4日

土岐商工会議所
（RunLand株式会社）

0584-73-5123
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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

主催者
【問い合わせ先】

161 フットゴルフを体験しながら素敵な出会
いにキックオフ！！

令和元年10月6日（日）
 10:30 ～ 16:00

「フォーティーンヒルズ
カントリークラブ」

天空のリゾートホテルでのランチバイキングとフットゴルフ体
験を行います。

フットゴルフ初心者でもお気軽に参加いただけます。

30歳～45歳

※阿木・蛭川・
中津川市在住
又は本籍のあ
る独身の方

年齢制限なし

※県内県外大
歓迎

15名 15名 4,500円 2,500円 9月12日

中津川市

【阿木区長会事務局・
阿木地域事務所】
☎：0573-63-2001

【蛭川区長会事務局・
蛭川総合事務所】
☎：0573-45-2211

183 ☆清流板取川の自然満喫イベント☆

令和元年10月6日（日）
 10:00 ～ 14:30

（男性受付 9:30～9:50）
（女性受付 10:00～

10:10）

「洞戸ふれあいセンター」

関市洞戸市場292-3

♡一番鮎が美味しい季節です。美しい自然を堪能しながら
川床デッキでの出会いを楽しみましょう♡
ゆったり・のんびり・じっくり出会えるイベントです。

☆女性は「モネの池」など洞戸・板取地域巡り☆

☆男性は出会う前の印象アップセミナーあり☆

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

登録会員

30代〜40代

※県内・県外
の方大歓迎！

15名 15名 3,500円 3,500円 9月22日

関市婚活サポートセン
ター　ハッピークロー
バー

080-5110-8147

本巣市婚活イベント

【婚活応援セミナー】

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

40名 40名 無料 無料 9月20日

本巣市婚活イベント

【交流イベント】

令和元年10月6日（日）
13：30～17：00

セミナーを受けた翌週に、交流イベントを開催☆
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。

★交流イベントのみのご参加もお受付しますが、婚活応援
セミナー参加者の方は、交流イベントの参加費を半額にさ
せていただきます。

25～45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

25～45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

※セミ
ナー参加
者は半
額!！

800円

※セミ
ナー参加
者は半
額!！

9月29日

192 運動しながら自然に交流できる
「バドミントンコン」

令和元年10月6日（日）
15:40～18:30

「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♪

25歳～36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 10月4日
RunLand株式会社

0584-73-5123

177 お弁当つき【40代前半中心】

軽いハイキングで、素敵な出会いを！
令和元年10月13日（日）

10:30 ～ 13:30

「長良ふれあいの森　駐車場」

岐阜市三田洞字日向平211近
辺

秋のさわやかな風を感じる季節、野鳥や落葉樹の多い自
然のきれいな所で軽いハイキング！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。
※雨天の場合は、室内になります。

37歳～49歳

※県内在住・
在勤の方

33歳～49歳

※県内・県外
の方大歓迎！

12名 12名 3,800円 500円 10月12日

kagayaki

058-241-3532
090-9197-9988

本巣市健康福祉部
子ども大切課

058-323-7753

191

「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。
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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

主催者
【問い合わせ先】

190 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10月13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歳まで

※県内在住・
在勤の方

40歳まで

※県内・県外
からも大歓迎

5名 5名 3,800円 3,800円 10月6日
フラワーショップ花徳

0572ｰ54-9926

178 お弁当つき【３0代前半中心】

軽いハイキングで、素敵な出会いを！

令和元年10月14日（月
祝）

10:30 ～ 13:30

「長良ふれあいの森　駐車場」

岐阜市三田洞字日向平211近
辺

秋のさわやかな風を感じる季節、野鳥や落葉樹の多い自
然のきれいな所で軽いハイキング！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。
※雨天の場合は、室内になります。

27歳～39歳

※県内在住・
在勤の方

23歳～39歳

※県内・県外
の方大歓迎！

12名 12名 3,800円 500円 10月13日

kagayaki

058-241-3532
090-9197-9988

170 出会いの秋♡田舎で恋活in白川町
ＢＢＱコン

令和元年10月26日（土）
13:30 ～ 19:30

「白川町町民会館」

加茂郡白川町1645-1

毎年 男女のご縁繋ぎを開催している恋活イベントです。

今年は 、芋掘りとバーベキューを通して仲良く楽しめるイ
ベント企画しています。
参加男性は白川町の「優しい男性」ばかり！
女性の皆様を温かく迎え入れ 楽しい時間をお届けいたし
ます

都会の忙しさから抜け出して 空気・水・食が美味しい白川
町で新しい出会いをしてみませんか？

― 20～45歳 ― 20名 ― 2,000円 10月11日

白川町商工会青年部

0574-72-1205
（担当：水野）

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

193 運動しながら自然に交流できる
「バドミントンコン」

令和元年11月2日（土）
13:40～16:30

「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♪

30歳～42歳

※県内在住・
在勤の方

28歳～40歳

※県内・県外
の方大歓迎！

16名 16名 5,800円 1,900円 11月1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
　　　　　　　　https://konsapogifu.com
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