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がお届けする素敵な
『婚活セミナー』と
   『婚活パーティー』。   

大分市
NPO法人

大分情報化推進ネットワーク

『　　　ときめき出会い』係 097-574-6120

ときめき出会いプロジェクトって何？

ときめき出会いプロジェクト2   21ときめき出会いプロジェクト2   21

報告方法

大分市では「　　　　　　　　　   フォーム」
婚約・結婚の報告ページを開設しています。
　　　　　　     ・   　　　　　　　　　に参加された、
全ての方が対象の「婚約、入籍、結婚の報告専用ページ」です。

Ⓐ 　　　のホームページ内、「ときめき出会いプロジェクト専用ページ」 マリードレポートバナーをクリック 
Ⓑ 「　　　　 HPマリードレポートフォーム」　https://nakoud.jp/marriedreport
Ⓒ 右のＱＲコードから申し込むか、下記の番号に連絡する　　　　　　  のいずれかからご報告ください。

※お名前が公表されることは、ございません。 ※お祝いの受付期限は、参加した年度の、翌々年度の3月31日までです。 

これまでにプロジェクト〈セミナー（のみでも可）・イベント〉に参加して
カップルになられた方から、婚約・結婚の嬉しいご報告が届いています！

の

のご案内

お祝いご報告いただいた方にはもれなく、大分市から、『　　　　 』を差し上げます。

2015年から始まった大分市の婚活事業です。 参加費無料 の ① 　　　　　　　 　  を受講して、
自分の苦手を克服し、自信をつけてから ② 　　　　　　　  　 　    にエントリーすることができる

『婚活セミナー』と『婚活パーティー』が一体となったプロジェクトです。 
セミナー・イベント参加後には ③ 無料の「アフターフォロー」もあり、　　　　　　　　　  を使って
講師に質問や相談ができます。
その後、参加者が結婚された場合は、専用フォームから報告すると、 ④ 大分市から「お祝い」を差し上げます。
※大分市内外の20歳以上の独身男女であれば参加でき、すでにパートナーがいる方もセミナーに参加できます。
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ときめき出会いプロジェクトときめき出会いプロジェクトQ＆A

※セミナーだけの参加もＯＫです。
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NPO法人  大分情報化推進ネットワーク

お問い合わせ

充実の

サポー
ト

「ハッピーロードセミナー」 「ラッキーチャンスイベント」 参加後に、
　　　　　　　　　　　 　　 の 　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　で受けることができます！ 〈アフターフォロー受付期間〉 
２０23年2月28日まで

「アフターフォロー」
無料で！

https://oita-enmusubu.com

　　　　　　　    　   の講師はすべて、

　  　　　　 　　　　であるため、

①セミナー参加前に予め、講師の詳細が分かります。
②セミナー終了後は、セミナー内容の疑問について、
　無料で質問や相談することができます。
　※セミナーに参加していない方は、セミナーの質問はできません。

セミナーを受講し、アンケートに答えたらもらえる
　　　　　　　　　　を使用し、
相談したい　　　　　　　　　 の講師のページから

　　　　　　  　 ボタンを押し、質問時に、
①     　　　　 、②「お名前」、③「電話番号」、④「相談内容」
　 を記入してください。確認がとれ次第、返答が届きます。

　　　　　　　　　　 に参加した人全員を対象に
「婚活コーディネーター」荒木直美さんに

　　　　　　　　  　  から、無料で相談ができます。

　お付き合いの不安や疑問を解消してくれたり、
　婚活がうまくいくアドバイスをしてくれます。

　　　　　　　　　の荒木直美先生のページ

から　　　　　　　　ボタンを押し、
①「参加したイベント名」、②「お名前」、
③「電話番号」、④「相談内容」を記入してください。
　確認がとれ次第、返答が届きます。

https://mbp-japan.com/oita/araki/

キーワードキーワード

とは？

「どこに相談すれば良いのかわからない」といった「ちょっと困った」や「暮らしの悩み」を、プロフェッショナルが解決してくれます。
　　　　　　　　　　　  のページにある　　　　　　　　 　ボタンから、専門家に 無料 で気軽に質問ができたり、
さまざまな情報を得ることができます。 https://mbp-japan.com/oita/

または でマイベストプロ大分 検索

「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」

質問
方法

相談
方法

問い合わせる

問い合わせる

問い合わせる

　　  が運営する、「街の専門家紹介サイト」です。
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特設ページはこちら

スマホ婚

好評につき  　　　 
今年も導入！

「スマホ婚」 スマホのボタンひとつで、お相手に好意が伝わるので、
周りの目を気にすることなく気軽にアプローチできます。
パーティ終了後、データは全て消去されるので
セキュリティーも安心！

50.0
%

「婚活パーティーは苦手」という方は … 
　  大分県が1対 1の出会いをサポートします ! 大分県が行う結婚応援プロジェクト

会員制による1対1のお見合いサービスを提供

★2022年 7月
　サポートセンター移転フルリニューアル！

★2022年12月
　AIマッチングシステム導入予定！
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サポート１ サポート2



会場　　　　　　　　　  7F

テレビで活躍中の芸人「えとう窓口」さんが、ときめきセミナーに初登場！出会って
5ヶ月のスピード婚、そして子育て、さらに大分市への移住と、まさしく人生の大改造
を果たした「えとう窓口」さん。これまでの婚活経験や幸せを掴むきっかけ、現在の
様子などを、婚活先生の酒井氏が根掘り葉掘り裏話を聞きだしながら、婚活のヒント
となる結婚のビフォーアフターエピソードを、本音で楽しく語ってもらいます。

婚活イベントペア率５割超え‼「婚活界の瞬間接着剤」「婚活界の松岡修造」「歩く
カップル製造機」という異名を持つカリスマアドバイザーが結果につながる戦術を
オリジナル婚活語録で教えます。パートナー探しで重要な選ばれる自分を作るため
のセルフプロデュース術や好意の伝え方、交際時のルールなど、令和婚活のトリセ
ツを知ればあなたの婚活がガラッと変わります‼

大分市出身のお笑い芸人
（ワタナベエンターテインメント所属） 
大改造!!劇的ビフォーアフター（ABC
テレビ）の番組出演がきっかけで
出会った妻と結婚し関東に住んでい
たが、2022年１月、大分市にUターン
移住。２児の父。現在は、大分を中心
に「れじゃぐる」（大分朝日放送）「前川
清の笑顔まんてんタビ好キ」（九州朝
日放送）にレギュラー出演中。

ゲスト 講師
えとう窓口  profiｌe

〈エントリー締切〉２０２２年9月25日(日)

グループ対抗で得点を競いながら楽しもう！

結婚を意識した相手と、お金について価値観を合
わせ、話し合っておくことは大切です。貯め方や、増
やし方を知り、ライフサイクルを考えて将来のお
金を見える化することを、一緒に取り組んでいけ
ば、苦労は半分、喜びは2倍になります。これから、
婚活を考えている方も必見の役に立つ内容です。

フジテレビ「セブンルール」でも特集
され、KBC、KAB、RKKで番組を持
ち、週刊女性PRIME、朝日新聞全国
版など各マスコミからも、引っ張りだ
この婚活業界のカリスマ。「荒木メソッ
ド」で全国を飛び回り、自治体や企業
に、心構えや必勝法などを説く。
コーディネーター歴22年。
成立させたカップル数は、約1800組。

荒木 直美  profiｌe
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ソレイユ７階カトレアA
① 10:00～  ② 14:00～
１,０００円
①20～30代独身 ②30～40代独身

会　場
時　間
参加費
参加対象

〈エントリー締切〉２０２２年10月27日(木)

ソレイユ７階カトレアA
① 10:00～  ② 14:00～
１,０００円
①30代独身 ②20～30代独身

会　場
時　間
参加費
参加対象

〈エントリー締切〉２０２２年11月16日(水)

ソレイユ７階カトレアA
① 10:00～  ② 14:00～
１,０００円
①30～40代独身 ②20代以上独身

会　場
時　間
参加費
参加対象

フォールパーティー

〈エントリー締切〉２０２２年11月27日(日)

ソレイユ７階カトレアA
① 10:00～  ② 14:00～
１,０００円
①20代以上独身 ②30～40代独身

会　場
時　間
参加費
参加対象

〈エントリー締切〉２０２２年12月18日(日)

ソレイユ７階カトレアA、WASD
① 10:00～  ② 14:00～
2,０００円
①20～30代独身 ②30代独身

会　場
時　間
参加費
参加対象

WEB
セミナー① WEB

セミナー②
雑談力があがると、異性と１対１で向き合っ
て、緊張していても困らず、各段に仲良くなる
確率が上がります。雑談における心構えを知
ることで、あなたの人柄の魅力が増していきま
す。自分を、客観的にみられる視点を持てるこ
とが重要です。

大分市内外の20歳以上の独身男女が対象で、A Bどちらかの方法で
セミナーを受講します。　

参加は「ハッピーロードセミナー」受講者限定です。　

8月、もしくは10月に開催の
スペシャルセミナーに参加します。
特設ページよりご応募ください。

特設ページよりご応募ください。

特設ページにて
WEBセミナー動画を視聴します。

10月～12月に開催の　　　　　　　　　　　　 に参加します。

2つのセミナー動画を視聴したのち、
簡単なアンケートに回答して
　　　　　　　　　  を受け取ります。「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」

第1弾
Wエンジン

えとう窓口 氏

スペシャルセミナーに参加

※スペシャルセミナーに参加できない方
　向けに今年もWEBセミナーを開催します。

※パートナーがいらっしゃる方も、
　セミナーのみの受講はOKです。

第2弾
婚活コーディネーター

荒木 直美 氏

いずれかのセミナーを受講後、会場で
　　　　　　　　　  を受け取ります。

　　　　　　　　　  を使って、　　　　　　　　　　　　 にエントリーします。「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」

★ 定員は、各回20名（男女各10名）で、応募多数の場合は、抽選となります。
★ 「ラッキーチャンスイベント」の詳細は、　　　  のホームページをご覧ください。　

A WEBセミナーを視聴B

にエントリーするためには が必要です！

　　　　　　　　　　    を使うことで、無料のアフターフォロー※を受けることができます。

「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」

「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」

　　　　　　　　　　    を使うことで、無料のアフターフォロー※を受けることができます。「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」
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スペシャルセミナー 第1弾
『人生大改造！！ 
  結婚ビフォーアフター』

スペシャルセミナー 第2弾
『結果にコミットする婚活術 
  令和婚活のトリセツ大公開』

8月

28日

2日

10日

3日

23日

4日

25日

上旬

9月

10月

11月

12月

WEBセミナー ② 

WEBセミナー ① 

※

※

フォールパーティー

※～2/28まで配信

年間スケジュール

結婚を意識し始めたら
知っておきたいお金の話

ダーツゲーム

カルチャーデーパーティー

ボッチャ

サンクスギビングデーパーティー

スポーツチャンバラ

ウインターパーティー

eスポーツ

クリスマスパーティー

セミナー・
イベント参加後…

ボードゲーム

心の距離を近づける雑談力

時間　13:00～14:30 会場　　　　　　　　　  7F 時間　13:00～14:30

※詳しくは裏面の  アフターフォロー　　　　　　　　　をご確認ください。

※詳しくは裏面の  アフターフォロー　　　　　　　　　をご確認ください。

カルチャーデーパーティー

サンクスギビングデーパーティー

ウィンターパーティー

クリスマスパーティー

今話題のボードゲームで盛り上がろう！

童心に戻ってチャンバラて遊ぼう！

パラリンピックで脚光を浴びた競技を体験しよう！

競技人口急増中 eスポーツの面白さに触れよう！

２０２３年2月28日（火）まで

婚活における魅力や実力、自信をアップさせることはもちろん、
日常生活にも役立つ内容です。セミナー受講は全て無料で、
受講後にイベントエントリーなどに使える
　　　　　　　　　  が受け取れます。「幸運のキーワード」「幸運のキーワード」★

「ハッピーロードセミナー」を受講して、
魅力がアップした、素敵な方ばかりが
参加する「婚活イベント」です。

〈応募締切〉２０２２年8月21日（日）

酒井 佐穂
婚活・結婚プロジェクト / 株式会社 en. 
https://mbp-japan.com/oita/sakai/

M　C

本村 恵
FPはーとさぽーと株式会社
https://mbp-japan.com/oita/fp-heart/

講　師

〈応募締切〉２０２２年10月2日（日）

荒木 直美
婚活コーディネーター / タレント 
https://mbp-japan.com/oita/araki/

講　師

岩川 義枝
株式会社トーク オフィス
https://mbp-japan.com/oita/talk/

講　師

https://www.oab.co.jp/event/deai/
2   22 特設ページ

スペシャルセミナー 第 1弾！A

B

スペシャルセミナー 第 2弾！ 全てのイベントに楽しいアトラクションをご用意しました！

日 月 祝

プロジェクトの流れ

木 祝

日

 ※飲食の提供はございません。

★

★

A

からあるいは

をチェック！
スマートフォンの方は

こちらから ⬆

水 祝

いずれかに参加して婚約・結婚が決まり、

フォームから結婚報告をすると ▶▶▶

　　大分市からもれなく、
『　　　　  』をお届けします！お祝い

詳しいご案内は裏面をご確認ください

無料 参加無料 !
1

2

3

4
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