
　～婚活イベント情報WEB会員の皆様へ～

　　　いつもご利用ありがとうございます。

　　　イベントに参加される皆様におかれましては、新型コロナウィルス感染拡大を予防するため、マスクの着用や手洗いと手指の消毒等に努めていただくとともに、

　　　発熱あるいは咳や鼻水の風邪症状がある場合は参加を控えていただきますようお願いします。

　　　また、感染拡大防止のための対策として、県の施設では、来場される方に対して氏名、連絡先の確認、検温による健康チェック等を実施しております。

　　　イベントに参加される際は、イベントが開催される施設の管理者やイベント主催者が実施する感染防止対策にご理解とご協力を いただきますようお願いします。　

　　　なお、感染拡大の防止のため、予定していたイベントが中止される場合もございますので主催者に確認の上、ご参加くださいますようお願いします。

男性 女性 男性 女性 男性 女性

29
犬山春の桜　大祭婚　

３０～４０代中心

令和3年4月3日（土）　

 12：00 ～15：30

「余遊亭」

犬山市犬山東古券３６３−３

特別開催『犬山春の桜🌸大祭婚』では、国宝犬山城

下に広がる有名観光地をみなさんで散策していただ

きます。

みなさまに素敵なご縁がありますよう願ってます。

33才～48才位

※県内在住・

在勤の方

30才～45才位

※県内・県外

の方大歓迎！

8名 8名 4,000円 無料
3/28(日)

23:00

ももみかん

080-2645-2069

担当　モモ

1 淡墨桜　交流会
令和3年4月4日（日）　

 15：00 ～16：00

「淡墨公園　野外ステージ」

本巣市根尾板所

女性にお菓子のお土産付き

男女のみなさまに素敵な出会いの場を提供する、

NPO音楽クラブが運営するイベントです。

結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女

に、出会いの場を提供しています。

皆さんに婚活イベントの企画、運営をすることで、

素敵な出会いの場を提供しています。

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！

7名 7名 5,000円 無料
4/4(日)

14:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

17
真剣に婚活をされている

20代・30代

令和3年4月4日（日）

 14:00 ～ 15:15

「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

一瞬だけマスクを外して笑顔であいさつしましょ

う。その後すぐにマスクをします。プロフィール

カードを交換して、異性の方と1対1で数分ずつ自己

紹介をしていきます。お相手の第一印象チェックと

メモを取る時間を毎回用意しておりますので、安心

して会話を楽しみましょう

印象チェックとメモはフリータイムとカップリング

のきっかけとなります。よく考えて記入しましょ

う。

27歳～37歳位

※県内在住・

在勤の方

27歳～37歳位

※県内在住・

在勤の方

18名 18名 5,000円 無料
4/4(日)

12:00

有限会社アイクル

（エヴァのふれあい

パーティー事務局）

050-3538-8087

18
真剣に婚活をされている

30代・40代

令和3年4月4日（日）

 15:30 ～ 16:45

「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

一瞬だけマスクを外して笑顔であいさつしましょ

う。その後すぐにマスクをします。プロフィール

カードを交換して、異性の方と1対1で数分ずつ自己

紹介をしていきます。お相手の第一印象チェックと

メモを取る時間を毎回用意しておりますので、安心

して会話を楽しみましょう

印象チェックとメモはフリータイムとカップリング

のきっかけとなります。よく考えて記入しましょ

う。

37歳～47歳位

※県内在住・

在勤の方

34歳～44歳位

※県内在住・

在勤の方

18名 18名 5,000円 無料
4/4(日)

13:30

有限会社アイクル

（エヴァのふれあい

パーティー事務局）

050-3538-8087

「コンサポ・ぎふ」婚活イベント一覧表（2021.3.26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
主催者

【問い合わせ先】
掲載NO

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。

コンサポ・ぎふ 婚活イベント情報WEB

https://konsapogifu.com

※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。
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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】
掲載NO

24
30代・40代

婚活パーティーinカフェ♡

令和3年4月4日（日）

 16:00 ～ 17:30

「BUBASTY（ブバスティ）」

岐阜市六条高溝1-14-3

お待たせしました。

とてもおしゃれなカフェバー(岐阜で大人気)で大人

時間を過ごしませんか？

当日はお好きなドリンクを選んでいただけます。

時節柄検温、アルコール除菌のご用意もしますが、

各自体調管理しっかりされ、マスク着用での参加を

お願いします。

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！

10名 10名 5,000円 500円
4/3(土）

17:00

Sarasa《サラサ》

080-3913-8870

担当：加納邦江

27
犬山　春の桜大祭婚

４０～５０代中心

令和3年4月4日（日）　

 12：00 ～15：30

「余遊亭」

犬山市犬山東古券３６３−３

特別開催『犬山春の桜🌸大祭婚』では、国宝犬山城

下に広がる有名観光地をみなさんで散策していただ

きます。

みなさまに素敵なご縁がありますよう願ってます。

40才～50才位

※県内在住・

在勤の方

38才～50才位

※県内・県外

の方大歓迎！

6名 6名 4,000円 無料
3/28(日）

23:00

ももみかん

080-2645-2069

担当　モモ

41
新しい事が始まる季節に結婚前提

の新しい出会いを・・

令和3年4月4日（日）　

 18:00 ～20:00

「コンテナカフェ＆バー　

フレンズ」

羽島市正木町須賀小松３８９

−１

結婚前提の新しい出会いに乾杯🍷

お一人様大歓迎！！

飲み放題・食事付き・ライン交換タイムあり。

30歳～38歳 

※県内在住・

在勤の方

27歳～38歳

※県内・県外

の方大歓迎！

4名 4名 6,500円 2,500円
4/2（日）

13:00

コンテナカフェ＆バー　

フレンズ

お電話の方ご予約　

058-337-4891

 090-7697-1180

メールの方ご予約　

ccafefriends@gmail.co

m

7 ホテル　モーニング交流会
令和3年4月11日（日）　

 11:00 ～ 12:00

「カフェ　プランタン」

岐阜市金町5丁目12-6

岐阜グリーンホテルB1階

あなたの婚活をまじめに応援します。

パートナーをさがしてみませんか？きっと、まだ出

会えていない運命の人に出会えるはずです。

『ホテル　モーニング交流会（コンサポ・ぎふ　婚

活イベント情報WEB限定）』は初めて…一人では不

安…という方もお気軽に参加してみませんか。

安全に楽しくご参加いただくことができます。

皆さまのご参加お待ちしております。

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！

5名 5名 6,000円 無料
4/10(土)

11:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

4
男女30代･40代スイーツParty 

(ソーシャルディスタンス企画)

令和3年4月11日（日）　

14:00 ～ 15:30

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

30歳～49歳位

※県内在住・

在勤の方

30歳～49歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
4/11(日)

13:00

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】
掲載NO

5
男女30代中心

Premiumスイーツ Party

 (ソーシャルディスタンス企画)

令和3年4月11日（日）　

16:10 ～ 17:40

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

33歳～43歳位

※県内在住・

在勤の方

29歳～40歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
4/11(日)

15:00

ベルメール

080-3077-8602

6
同年代限定スイーツ Party 

(ソーシャルディスタンス企画)

令和3年4月11日（日）　

18:20 ～ 19:50

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

24歳～34歳位

※県内在住・

在勤の方

22歳～32歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
4/11(日)

17:00

ベルメール

080-3077-8602

35
あなたの想いを

筆ペンで描いてみよー

令和3年4月11日（日）　

10:00 ～ 11:30

「ぎふメディアコスモス」

１階　つながるスタジオ

岐阜市司町40番地5

想いを絵を描くように文字にします。

まず、筆ペンの扱い方をカンタンにレクチャーしま

す。

講師が「ありがとう」を描くデモンストレーション

を行いますので、皆さんもお好きな言葉を一緒に

なって描いてみましょー。書道やペン習字ではあり

ません。

絵を描くように楽しんで文字を描きましょうね。

筆文字を描くほのぼの婚活会です。

どなたでも楽しめる内容になっています。

気楽にご参加ください。

35歳～45歳

※県内在住・

在勤の方

30歳～40歳

※県内在住・

在勤の方

3名 3名 2,000円 1,000円
4/4(日)

23:59

お金の学習塾　

エフピーオフィス京や

090-2186-9597

42

40代限定

大人の出会いを求めて・・

お一人様でも安心なお食事パーティー

令和3年4月11日（日）　

 18：00 ～20：00

「コンテナカフェ＆バー　

フレンズ」

羽島市正木町須賀小松３８９

−１

結婚前提の新しい出会いに乾杯🍷

お一人様大歓迎！！

飲み放題・食事付き・ライン交換タイムあり。

40代限定 

※県内在住・

在勤の方

40代限定

※県内・県外

の方大歓迎！

4名 4名 6,500円 2,500円
4/9（金）

13:00

コンテナカフェ＆バー　

フレンズ

お電話の方ご予約　

058-337-4891

 090-7697-1180

メールの方ご予約　

ccafefriends@gmail.co

m

2 交流会
令和3年4月17日（土）　

14:50 ～ 15:50

「ぎふメディアコスモス」

１階　あつまるスタジオ

岐阜市司町40番地5

女性参加者にはお菓子のお土産付き

NPO音楽クラブが運営する事業です。

NPO音楽クラブでは結婚を考えながらも出会いの機

会が少ない独身男女に、出会いの場を提供していま

す。

NPO音楽クラブが皆さんに婚活イベントの企画、運

営をすることで、素敵な出会いの場を提供していま

す。

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！

7名 7名 5,000円 無料
4/17(日)

14:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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】
掲載NO

8

30代･40代

Premium Party in アンティーク

(コロナ対策実施企画)

令和3年4月18日（日）　

19:00 ～ 20:30

「アンティーク岐阜店」

岐阜市宇佐3-5

岐阜で婚活パーティーをスタートし今年（2021年）

で15年目を迎えるベルメールが専門家の指示のもと

新型コロナ対策を実施し安心してイベントを開催で

きるレベルまで徹底した“SD(ソーシャルディスタン

ス)パーティー゛を開催いたします！会場も新型コロ

ナ感染対策レベルの高い人気店アンティーク内の

イートスペースでの開催です♪

※新型コロナ対策によりスイーツの提供はありませ

ん。フリードリンクのみのご提供となります。

30歳～49歳

※県内在住・

在勤の方

30歳～47歳

※県内・県外

の方大歓迎！

10名 10名 6,000円 無料
4/18(日)

18:00

ベルメール

080-3077-8602

19
真剣に婚活をされている

20代・30代

令和3年4月18日（日）

 14:00 ～ 15:15

「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

一瞬だけマスクを外して笑顔であいさつしましょ

う。その後すぐにマスクをします。プロフィール

カードを交換して、異性の方と1対1で数分ずつ自己

紹介をしていきます。お相手の第一印象チェックと

メモを取る時間を毎回用意しておりますので、安心

して会話を楽しみましょう

印象チェックとメモはフリータイムとカップリング

のきっかけとなります。よく考えて記入しましょ

う。

27歳～37歳位

※県内在住・

在勤の方

27歳～37歳位

※県内在住・

在勤の方

18名 18名 5,000円 無料
4/18(日)

12:00

有限会社アイクル

（エヴァのふれあい

パーティー事務局）

050-3538-8087

20
真剣に婚活をされている

30代・40代

令和3年4月18日（日）

 15:30 ～ 16:45

「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

一瞬だけマスクを外して笑顔であいさつしましょ

う。その後すぐにマスクをします。プロフィール

カードを交換して、異性の方と1対1で数分ずつ自己

紹介をしていきます。お相手の第一印象チェックと

メモを取る時間を毎回用意しておりますので、安心

して会話を楽しみましょう

印象チェックとメモはフリータイムとカップリング

のきっかけとなります。よく考えて記入しましょ

う。

37歳～47歳位

※県内在住・

在勤の方

34歳～44歳位

※県内在住・

在勤の方

18名 18名 5,000円 無料
4/18(日)

13:30

有限会社アイクル

（エヴァのふれあい

パーティー事務局）

050-3538-8087

28 岐阜　婚活　

　～Lovelyお見合い会～

令和3年4月18日（日）

 14:45 ～ 16:45

「岐阜市長良川防災・

健康ステーション」

岐阜市早田字北堤外地内

（長良川国際会議場西側）

（初回デートセッティング＆アフターフォロー付

き）

コロナも怖いけど婚活は自分の大切な将来ストー

リー。

今の時間をむだにせず大事にしたい。

そんな気持ちに配慮して特別企画『Lovelyお見合い

会』となります。

40才～50才代

※県内在住・

在勤の方

38才～50才代

※県内・県外

の方大歓迎！

8名 8名 4,000円 無料
４/11(日)

23:00

ももみかん

080-2645-2069

担当　モモ

30
岐阜　婚活　

　～ノンスモーカーな男性編～

令和3年4月18日（日）

 18:00 ～ 19:45

「岐阜市長良川防災・

健康ステーション」

岐阜市早田字北堤外地内

（長良川国際会議場西側）

できれば近くでタバコを吸われるのは遠慮したい…

ノンスモーカーの本音ですよね。

世の中には喫煙者と非喫煙者のカップルはたくさん

いますが、できればタバコを吸わない人と仲良くな

りたい。

自分は吸わないけど、相手が吸う分には…という方

もいるかもしれませんが、仲良くなるにつれてやっ

ぱり「タバコはやっぱり嫌だなぁ…と感じる瞬間が

出てきますよね。

30才～45才代

※県内在住・

在勤の方

28才～43才代

※県内・県外

の方大歓迎！

8名 8名 3,000円 無料
４/11(日)

23:00

ももみかん

080-2645-2069

担当　モモ
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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】
掲載NO

12 関市　交流会
令和3年4月24日（土）

 15:00 ～ 16:00

「旭ヶ丘ふれあいセンター」 

岐阜県関市仲町８−１５

結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女

に、出会いの場を提供しています。

皆さんに婚活イベントの企画、運営をすることで、

素敵な出会いの場を提供しています。

話題になっている「婚活」がなぜ必要なのでしょう

か。

重要なことは出会いの場を増やすことではないで

しょうか。皆さんに素敵な出会いの場を提供しま

す。

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！

7名 7名 5,000円 無料
4/24(土)

15:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

40
多治見　婚活

～清潔感のある男性編～

令和3年4月24日（土）

 14:30 ～ 16:15

「根本交流センター」

多治見市根本町3丁目55-1

毎日の心掛けでできるような身だしなみと一緒にい

るパートナーに恥ずかしい思いをさせない気持ちが

これからの二人にはもっと重要かも💞

普段、自然と身だしなみに気をつけているプライベ

ートフィーリング✨　今回はそんな『清潔感のある

男性編』です。

40才以上

※県内在住・

在勤の方

36才以上

※県内・県外

の方大歓迎！

8名 8名 3,000円 無料
4/18（日)

23:00

ももみかん

080-2645-2069

担当　モモ

3 交流会
令和3年4月25日（日）

 15:00 ～ 16:00

「早田公民館　ホール」

岐阜市学園町2丁目35-35

結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女

に、出会いの場を提供しています。

皆さんに婚活イベントの企画、運営をすることで、

素敵な出会いの場を提供しています。

話題になっている「婚活」がなぜ必要なのでしょう

か。

重要なことは出会いの場を増やすことではないで

しょうか。皆さんに素敵な出会いの場を提供しま

す。

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！

7名 7名 5,000円 無料
4/25(日)

14:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

9
男女30代中心 

Party in アンティーク

令和3年4月25日（日）　

19:00 ～ 20:30

「アンティーク岐阜店」

岐阜市宇佐3-5

岐阜で婚活パーティーをスタートし今年（2021年）

で15年目を迎えるベルメールが専門家の指示のもと

新型コロナ対策を実施し安心してイベントを開催で

きるレベルまで徹底した“SD(ソーシャルディスタン

ス)パーティー゛を開催いたします！会場も新型コロ

ナ感染対策レベルの高い人気店アンティーク内の

イートスペースでの開催です♪

※新型コロナ対策によりスイーツの提供はありませ

ん。フリードリンクのみのご提供となります。

30歳～39歳

※県内在住・

在勤の方

27歳～39歳

※県内・県外

の方大歓迎！

10名 10名 6,000円 無料
4/25(日)

18:00

ベルメール

080-3077-8602

13 ギター　交流会
令和3年4月25日（日）　

13:30 ～ 14:30

「早田公民館　ホール」

岐阜市学園町2丁目35-35

岐阜市生涯学習センター登録講師が楽しく１曲弾け

るように進行します。

ギターをはじめて弾く方も参加可能です。

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！

7名 7名 5,000円 無料
4/24(日)

12:30

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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】
掲載NO

34 ♡恋する筆文字交流会♡
令和3年4月25日（日）　

14:00 ～ 16:30

「わかくさ・プラザ」

学習情報館２階　ギャラリー

関市わかくさ通３丁目１番地

字や絵を描くことが苦手でも大丈夫！！自分らしさ

を筆に託してあなたの思いのままに書きましょう。

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 無料 無料
4/25(日)

23:59

関市婚活サポートセン

ター　ハッピークロー

バー

090-5110-8147

担当：西村

39
各務原　婚活

～婚活屋らんぷ編～　3０才～

令和3年4月25日（日）

 19:00 ～ 21:00

「珈琲屋らんぷ鵜沼宿店」

各務原市鵜沼西1-623

～『婚活屋らんぷ』とは普段の『珈琲屋らんぷ』が

本日だけ特別みなさまのためだけに珈琲の神様が魔

法をかけて開催されるももみかんの特別企画となり

ます～

33才～45才

※県内在住・

在勤の方

30才～42才

※県内・県外

の方大歓迎！

8名 8名 4,000円 無料
4/18(日)

23:00

ももみかん

080-2645-2069

10 交流会
令和3年5月9日（日）　

14:50 ～ 15:50

「ぎふメディアコスモス」

１階　あつまるスタジオ

岐阜市司町40番地5

女性参加者にはお菓子のお土産付き

NPO音楽クラブが運営する事業です。

NPO音楽クラブでは結婚を考えながらも出会いの機

会が少ない独身男女に、出会いの場を提供していま

す。

NPO音楽クラブが皆さんに婚活イベントの企画、運

営をすることで、素敵な出会いの場を提供していま

す。

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！

7名 7名 5,000円 無料
5/9(日)

14:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

21

 30代･40代

PremiumスイーツParty 

(ソーシャルディスタンス企画)

令和3年5月9日（日）　

14:00 ～ 15:30

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

30歳～49歳位

※県内在住・

在勤の方

30歳～47歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
5/9(日)

13:00

ベルメール

080-3077-8602

22 男女30代中心スイーツ Party

 (ソーシャルディスタンス企画)

令和3年5月9日（日）　

16:10 ～ 17:40

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

30歳～39歳位

※県内在住・

在勤の方

27歳～39歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
5/9(日)

13:00

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】
掲載NO

23
男女20代中心スイーツ Party

 (ソーシャルディスタンス企画)

令和3年5月9日（日）　

18:20 ～ 19:50

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

22歳～32歳位

※県内在住・

在勤の方

20歳～30歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
5/9(日)

17:00

ベルメール

080-3077-8602

11 交流会
令和3年5月15日（土）　

14:50 ～ 15:50

「ぎふメディアコスモス」

１階　あつまるスタジオ

岐阜市司町40番地5

女性参加者にはお菓子のお土産付き

NPO音楽クラブが運営する事業です。

NPO音楽クラブでは結婚を考えながらも出会いの機

会が少ない独身男女に、出会いの場を提供していま

す。

NPO音楽クラブが皆さんに婚活イベントの企画、運

営をすることで、素敵な出会いの場を提供していま

す。

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！

7名 7名 5,000円 無料
5/15(土)

14:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

49
真剣に婚活をされている

20代・30代

令和3年5月16日（日）

 14:00 ～ 15:15

「OKBふれあい会館」

3階301

岐阜市薮田南5丁目14-53

一瞬だけマスクを外して笑顔であいさつしましょ

う。その後すぐにマスクをします。プロフィール

カードを交換して、異性の方と1対1で数分ずつ自己

紹介をしていきます。お相手の第一印象チェックと

メモを取る時間を毎回用意しておりますので、安心

して会話を楽しみましょう

印象チェックとメモはフリータイムとカップリング

のきっかけとなります。よく考えて記入しましょ

う。

27歳～37歳位

※県内在住・

在勤の方

27歳～37歳位

※県内在住・

在勤の方

18名 18名 5,000円 無料
5/16(日)

12:00

有限会社アイクル

（エヴァのふれあい

パーティー事務局）

050-3538-8087

50
真剣に婚活をされている

30代・40代

令和3年5月16日（日）

 15:30 ～ 16:45

「OKBふれあい会館」

3階301

岐阜市薮田南5丁目14-53

一瞬だけマスクを外して笑顔であいさつしましょ

う。その後すぐにマスクをします。プロフィール

カードを交換して、異性の方と1対1で数分ずつ自己

紹介をしていきます。お相手の第一印象チェックと

メモを取る時間を毎回用意しておりますので、安心

して会話を楽しみましょう

印象チェックとメモはフリータイムとカップリング

のきっかけとなります。よく考えて記入しましょ

う。

37歳～47歳位

※県内在住・

在勤の方

34歳～44歳位

※県内在住・

在勤の方

18名 18名 5,000円 無料
5/16(日)

13:30

有限会社アイクル

（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】
掲載NO

31
男女 30代･40代スイーツParty 

(ソーシャルディスタンス企画)

令和3年5月23日（日）　

14:00 ～ 15:30

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

30歳～49歳位

※県内在住・

在勤の方

30歳～49歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
5/23(日)

13:00

ベルメール

080-3077-8602

32
男女30代中心

Premiumスイーツ Party

 (ソーシャルディスタンス企画)

令和3年5月23日（日）　

16:10 ～ 17:40

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

33歳～43歳位

※県内在住・

在勤の方

29歳～40歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
5/23(日)

15:00

ベルメール

080-3077-8602

33
同年代限定 スイーツ Party

 (ソーシャルディスタンス企画)

令和3年5月23日（日）　

18:20 ～ 19:50

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

24歳～34歳位

※県内在住・

在勤の方

22歳～32歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
5/23(日)

17:00

ベルメール

080-3077-8602

14 美濃市　交流会
令和3年5月29日（土）　

15:00 ～ 16:00

「美濃市中央公民館」

視聴覚室

美濃市上条95番地2

女性参加者にはお菓子のお土産付き

NPO音楽クラブが運営する事業です。

NPO音楽クラブでは結婚を考えながらも出会いの機

会が少ない独身男女に、出会いの場を提供していま

す。

NPO音楽クラブが皆さんに婚活イベントの企画、運

営をすることで、素敵な出会いの場を提供していま

す。

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！

7名 7名 5,000円 無料
5/29(土)

14:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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】
掲載NO

15 交流会
令和3年5月30日（日）　

14:50 ～ 15:50

「ぎふメディアコスモス」

１階　あつまるスタジオ

岐阜市司町40番地5

女性参加者にはお菓子のお土産付き

NPO音楽クラブが運営する事業です。

NPO音楽クラブでは結婚を考えながらも出会いの機

会が少ない独身男女に、出会いの場を提供していま

す。

NPO音楽クラブが皆さんに婚活イベントの企画、運

営をすることで、素敵な出会いの場を提供していま

す。

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！

7名 7名 5,000円 無料
5/30(日)

13:50

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

25
真剣に婚活をされている

20代・30代

令和3年5月30日（日）

 14:00 ～ 15:15

「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

一瞬だけマスクを外して笑顔であいさつしましょ

う。その後すぐにマスクをします。プロフィール

カードを交換して、異性の方と1対1で数分ずつ自己

紹介をしていきます。お相手の第一印象チェックと

メモを取る時間を毎回用意しておりますので、安心

して会話を楽しみましょう

印象チェックとメモはフリータイムとカップリング

のきっかけとなります。よく考えて記入しましょ

う。

27歳～37歳位

※県内在住・

在勤の方

27歳～37歳位

※県内在住・

在勤の方

18名 18名 5,000円 無料
5/30(日)

12:00

有限会社アイクル

（エヴァのふれあい

パーティー事務局）

050-3538-8087

26
真剣に婚活をされている

30代・40代

令和3年5月30日（日）

 15:30 ～ 16:45

「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

一瞬だけマスクを外して笑顔であいさつしましょ

う。その後すぐにマスクをします。プロフィール

カードを交換して、異性の方と1対1で数分ずつ自己

紹介をしていきます。お相手の第一印象チェックと

メモを取る時間を毎回用意しておりますので、安心

して会話を楽しみましょう

印象チェックとメモはフリータイムとカップリング

のきっかけとなります。よく考えて記入しましょ

う。

37歳～47歳位

※県内在住・

在勤の方

34歳～44歳位

※県内在住・

在勤の方

18名 18名 5,000円 無料
5/30(日)

13:30

有限会社アイクル

（エヴァのふれあい

パーティー事務局）

050-3538-8087

43 関市　交流会
令和3年6月5日（土）

 15:00 ～ 16:00

「本町BASE」

関市本町6丁目4

結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女

に、出会いの場を提供しています。

皆さんに婚活イベントの企画、運営をすることで、

素敵な出会いの場を提供しています。

話題になっている「婚活」がなぜ必要なのでしょう

か。

重要なことは出会いの場を増やすことではないで

しょうか。皆さんに素敵な出会いの場を提供しま

す。

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！

6名 6名 5,000円 無料
6/5(土)

15:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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】
掲載NO

36

 30代･40代

Premium スイーツParty 

(ソーシャルディスタンス企画)

令和3年6月6日（日）　

14:00 ～ 15:30

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

30歳～49歳位

※県内在住・

在勤の方

30歳～47歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
6/6(日)

13:00

ベルメール

080-3077-8602

37 男女30代中心スイーツ Party

 (ソーシャルディスタンス企画)

令和3年6月6日（日）　

16:10 ～ 17:40

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

30歳～39歳位

※県内在住・

在勤の方

27歳～39歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
6/6(日)

15:00

ベルメール

080-3077-8602

38
男女20代中心 スイーツ Party

 (ソーシャルディスタンス企画)

令和3年6月6日（日）　

18:20 ～ 19:50

「長良川スポーツプラザ」

岐阜市長良福光2070-7

ベルメールでは新型コロナ対策として従来のパー

ティー形式とは様々な点で異なるパーティーのご提

供をおこないます。参加者様にはマスク着用の徹底

や消毒液での除菌、検温などをお願いします。また

パーティー中にはこちらから様々な指示をお願いす

る場合もございます、必ず指示に従ってください。

皆様の安全を守るためにお互いが協力し合いながら

婚活イベントを楽しみましょう。

22歳～32歳位

※県内在住・

在勤の方

20歳～30歳位

※県内在住・

在勤の方

6名 6名 5,000円 無料
6/6(日)

17:00

ベルメール

080-3077-8602

46
男女30代･40代 Party

 in アンティーク

令和3年6月12日（土）　

19:00 ～ 20:30

「アンティーク岐阜店」

岐阜市宇佐3-5

岐阜で婚活パーティーをスタートし今年（2021年）

で15年目を迎えるベルメールが専門家の指示のもと

新型コロナ対策を実施し安心してイベントを開催で

きるレベルまで徹底した“SD(ソーシャルディスタン

ス)パーティー゛を開催いたします！会場も新型コロ

ナ感染対策レベルの高い人気店アンティーク内の

イートスペースでの開催です♪

※新型コロナ対策によりスイーツの提供はありませ

ん。フリードリンクのみのご提供となります。

30歳～49歳

※県内在住・

在勤の方

30歳～49歳

※県内・県外

の方大歓迎！

10名 10名 6,000円 無料
6/12(土)

18:00

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】
掲載NO

44 美濃加茂　交流会
令和3年6月13日（日）

14:50 ～ 15:50

「RIVER PORT PARK 

Minokamo」

ビジターハウス

美濃加茂市御門町２丁目６−

６

結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女

に、出会いの場を提供しています。

皆さんに婚活イベントの企画、運営をすることで、

素敵な出会いの場を提供しています。

話題になっている「婚活」がなぜ必要なのでしょう

か。

重要なことは出会いの場を増やすことではないで

しょうか。皆さんに素敵な出会いの場を提供しま

す。

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！

6名 6名 5,000円 無料
6/13(日)

14:50

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

45 関市　交流会
令和3年6月19日（土）

 15:00 ～ 16:00

「せきてらす　会議室」

関市平和通4丁目12番地1

結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女

に、出会いの場を提供しています。

皆さんに婚活イベントの企画、運営をすることで、

素敵な出会いの場を提供しています。

話題になっている「婚活」がなぜ必要なのでしょう

か。

重要なことは出会いの場を増やすことではないで

しょうか。皆さんに素敵な出会いの場を提供しま

す。

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！

6名 6名 5,000円 無料
6/19(土)

15:00

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5

47

30代中心Premium Party 

in アンティーク

(コロナ対策実施企画)

令和3年6月19日（土）　

19:00 ～ 20:30

「アンティーク岐阜店」

岐阜市宇佐3-5

岐阜で婚活パーティーをスタートし今年（2021年）

で15年目を迎えるベルメールが専門家の指示のもと

新型コロナ対策を実施し安心してイベントを開催で

きるレベルまで徹底した“SD(ソーシャルディスタン

ス)パーティー゛を開催いたします！会場も新型コロ

ナ感染対策レベルの高い人気店アンティーク内の

イートスペースでの開催です♪

※新型コロナ対策によりスイーツの提供はありませ

ん。フリードリンクのみのご提供となります。

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！

10名 10名 6,000円 無料
6/19(土)

18:00

ベルメール

080-3077-8602

16 交流会
令和3年6月20日（日）　

14:50 ～ 15:50

「ぎふメディアコスモス」

１階　あつまるスタジオ

岐阜市司町40番地5

女性参加者にはお菓子のお土産付き

NPO音楽クラブが運営する事業です。

NPO音楽クラブでは結婚を考えながらも出会いの機

会が少ない独身男女に、出会いの場を提供していま

す。

NPO音楽クラブが皆さんに婚活イベントの企画、運

営をすることで、素敵な出会いの場を提供していま

す。

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！

7名 7名 5,000円 無料
6/20(日)

13:50

ＮＰＯ音楽クラブ

https://forms.gle/RtH

xPcZE6ojjChwr5
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男性 女性 男性 女性 男性 女性
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】
掲載NO

48

同年代限定Party 

in アンティーク

(コロナ対策実施企画)

令和3年6月26日（土）　

19:00 ～ 20:30

「アンティーク岐阜店」

岐阜市宇佐3-5

岐阜で婚活パーティーをスタートし今年（2021年）

で15年目を迎えるベルメールが専門家の指示のもと

新型コロナ対策を実施し安心してイベントを開催で

きるレベルまで徹底した“SD(ソーシャルディスタン

ス)パーティー゛を開催いたします！会場も新型コロ

ナ感染対策レベルの高い人気店アンティーク内の

イートスペースでの開催です♪

※新型コロナ対策によりスイーツの提供はありませ

ん。フリードリンクのみのご提供となります。

24歳～34歳

※県内在住・

在勤の方

22歳～32歳

※県内・県外

の方大歓迎！

10名 10名 6,000円 無料
6/26(土)

18:00

ベルメール

080-3077-8602

       ※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。 　　　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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