
メールマガジン「やまぐち幸せおいでませ通信」（九州・山口地域 あかい糸めーる）登録募集中 ▷ https://kekkon-ouen.pref.fukuoka.lg.jp/user/

やまぐち結婚応縁センター

TEL.083-976-8300
［所在地］山口市神田町1-80 パルトピアやまぐち（防長青年館）3階

月・木・金▶12：00～19：00　土・日・祝▶10：00～17：00
※火曜日・水曜日・年末年始はお休みです。

受付
時間

岩国サポートセンター

TEL.0827-22-8300
［所在地］岩国市三笠町1丁目1-1 岩国総合庁舎2階

月・木・金▶12：00～19：00　土・日・祝▶10：00～17：00
※火曜日・水曜日・年末年始はお休みです。

受付
時間

下関サポートセンター

TEL.083-222-8300
［所在地］下関市豊前田町3丁目3-1 海峡メッセ下関3階

月・木・金▶12：00～19：00　土・日・祝▶10：00～17：00
※火曜日・水曜日・年末年始はお休みです。

受付
時間

萩サポートセンター

TEL.0838-26-8300
［所在地］萩市江向531-1 萩健康福祉センター2階

金▶10：00～17：00
※金曜日以外の曜日、祝日、年末年始はお休みです。

受付
時間

❸入会登録料（5,000円／年  ※登録日から1年間有効）

やまぐち結婚応縁センターは、ご希望の条件の方とお引き合わせの実現を必ずお約束するものではありません。
また、誓約書に偽りがあった場合や、会員規約に違反した場合は、入会をお断りし会員登録を抹消する場合があります。おことわり

❹本人写真（閲覧用に掲載する上半身の写真1枚
※縦Lサイズ：横89mm×縦127mm／無帽で本人のみが写り、3ヶ月以内に撮影されたもの）

忘
れ
ず
に

持
参
し
ま
し
ょ
う
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5,000円／年 （登録日から1年間有効）※退会時のご返金はございません。予めご了承ください。
※有効期限終了後、引き続き登録を希望される場合は、更新手続きが必要となります。

き
っ
と
、ど
こ
か
に

│

企業が始める結婚支援! 職場でできる結婚支援セミナー 子どもの為に親は何をすれば良い!? 親の婚活セミナー

素敵な出会いを引き寄せる方法

どんなメイクが好印象? 婚活メイクセミナー

会話を楽しもう! 婚活男性のコミュ力アップセミナー

誰からも好感を持たれるファッションで “第一印象”アップ！セミナー

※各イベントの詳細はパンフレット中面およびWEBサイトにてご確認ください。

結婚を希望する独身男女の皆様に向けたセミナー＆交流会を開催! 
自分の魅力を高めて交流会イベントに参加してみませんか。同時に、
結婚支援に取り組む企業の交流会や、親の代理お見合いも開催します。

※従来型携帯電話の一部の機種は、システムに対応しておりません。ご注意ください。　※ご利用に必要な機器、通信にかかる費用等は、会員様のご負担となります。

20歳以上の結婚を希望する独身の方 やまぐち結婚応縁センターのご利用には、インターネット及びメールが
できるパソコン・タブレットまたはスマートフォンが必要です。

ホームページからご登録! センターのホームページから仮登録・来所予約の後、
必要書類をセンターにご持参いただき、会員登録。

https://www.yamaguchi-kekkon.com/やまぐち結婚応縁センター 検索早くてカンタン♪ まずは検索ください!

左のQRコードを
読み取ると、公式
ホームページに
アクセスできます。

※魅力アップセミナーには、男性と女性で内容や実施
　時間が異なるものがございます。ご留意ください。

スイーツ好き男女大集合!
スイーツ交流会1011/

2019

s u n

頭を使ってハートを射止める!? 
恋愛クイズ交流会2212/

2019

s u n

やまぐち結婚応縁センターでは、1対1の出会いのサポートを行います。
※ご利用いただくには会員登録が必要です。

会 員 募 集 中

❶本人・住所を確認できる書類
（運転免許証等写真付身分証明書 ※現住所と記載住所が一致していること）

❷独身証明書
（発行から6ヶ月以内の原本 ※本籍地のある市区町村の窓口でのみ取得可能）



頭を使ってハートを射止める!? 
恋愛クイズ交流会

恋愛クイズで相手の心理を学びながら楽しい交流会に参加してみませんか。
クイズを通じて、同じ恋愛観のお相手も見つかるかも!?

2212/
2019

su n

素敵な出会いを
引き寄せる方法

どんなメイクが好印象？
婚活メイクセミナー

やまぐち婚活大作戦 
https://konkatsudaisakusen.com

検索
お申込はホームページから!

お申込・お問い合わせいただく前にご確認ください
●各イベント対象の方のみご応募いただけます。　●参加費は、当日現金でお持ちください。
●イベント直前・当日にキャンセルされた方は、次回以降のイベントに参加できなくなることがあります。
●セミナー＆交流会への応募者多数の場合、やまぐち結婚応縁センター会員・結婚応縁企業従業員・
　魅力アップセミナー参加者を優先いたします。

【お問い合わせ先】
TEL.080-5757-0812

結婚応縁セミナー事務局▶株式会社セントラル広告
（10：00～17：00　※土・日・祝のぞく）

未婚のお子様をお持ちの親御さん同士で情報交換をしませんか? お子様のプロフィールカードを交換して、自慢の息
子さん、娘さんをお互いに紹介しましょう。山口で活躍する婚活講師を招いてのセミナーも予定しております。

子どもの為に親は何をすれば良い!? 親の婚活セミナー

ホテルサンルート徳山（周南市）会　場
13：00～17：00（受付12：00～）時　間

4,000円参加費
定　員 男女各50名

対　象 結婚を希望する20代～40代の独身男女

スイーツ好き男女大集合!  
スイーツ交流会

大自然に囲まれた緑あふれる会場で、いつまでも自然体でいられるような素敵なパートナーを探してみません
か。甘くて美味しい色 な々スイーツをご用意して、皆様のご参加をお待ちしております。ぜひ、スイートな時間を。

第一印象アップのテクニックやコミュニケー
ションの仕方など、婚活に大事なスキルを教
えます。

※募集定員を超えた場合は抽選となります。

※募集定員を超えた場合は抽選となります。

※ご夫婦で参加される場合はその旨をお知らせください。
※お申込はお電話でも受付いたします。必ずお子様の同意を得た上でお申込ください。

新山口ターミナルホテル（山口市）会　場
13：30～16：30（受付13：00～）時　間

定　員 独身男女の親御様各20名（組）

対　象 独身のお子様をお持ちの親御様

2,000円参加費

ナチュラルグリーンパークホテル（山陽小野田市）会　場
13：00～17：00（受付12：00～）時　間

4,000円参加費

対　象 結婚を希望する20代～40代の独身男女

定　員 男女各50名

セントコア山口（山口市）会　場
13：30～16：30（受付13：00～）時　間

定　員 30名

対　象 企業内婚活サポーター
（結婚支援や企業間交流会に
興味のある方）

無料参加費

セミナーでは、セクハラ・パワハラをはじめとする企業としての結婚支援における大事なポイントや社内での結婚支援の具体的な方
法、企業間交流会の具体的なプロデュース法などが学べます。また、参加企業様同士のつながりができるよう交流会も予定しています。

企業が始める結婚支援！ 職場でできる結婚支援セミナー

セミナー＆
交流会情報

原貴恵氏

株式会社原企画
代表

山口県を拠点にやまぐち婚活塾を運営
し、結婚を希望する男女にお見合いシュ
ミレーションや、自己PRの効果的な書き
方など、多岐にわたりアドバイス行ってい
る。登録者は1,000人を超え、実際に交
際・結婚に至ったカップルも多い。

講
師

羽林由鶴氏

103㎏の恋愛カウンセラー・
生き方カウンセラー 

DV・離婚・体型コンプレックスを乗り越え、体重
１０３kg、バツイチ子持ちでありながら、１３歳年
下の東大生と出会い、結婚。自身の経験をもとに
生み出した恋愛術・カウンセリングは、大きな支
持を得ており、その活躍は多くのメディアで取り
上げられ、恋愛カウンセラーとして活躍中です。 

あなたの魅力アップに繋がるセミナー! 参加して今後の婚活に活かしてみませんか。

2004年で有限会社チアーズ設
立。婚活プロデュース事業と人材
育成事業を手がけ、岡山県内外
の市町村より継続的に結婚支援
事業の委託を受けて、独身者の
交流の場創出事業とセミナー事
業を開催している。

講
師

山根理絵氏

有限会社チアーズ
代表取締役
有限会社チアーズ
代表取締役

カップルになれない、会話が続かない。そん
な悩みにお答えします！「すぐに使える」婚活
のポイントもレクチャー。

会話を楽しもう！
婚活男性のコミュ力アップセミナー

女性が求める会話をわかりやす
く、楽しくレッスンしてもらえると多
くの結婚相談所・地方自治体か
ら婚活セミナー・個人レッスンの
相談が寄せられる。アドバイス経
験豊富な信頼できるアドバイザー
として、活躍中。

講
師

西田千佳子氏

婚活男性専門ラフソウル
代表
婚活男性専門ラフソウル
代表

普段と婚活メイクの違いや実際にデモンスト
レーションを見ながら、実践的なメイクテク
ニックを学んでいただけます。 

エステティックサロンで営業総店
長兼務でメイク、 ネイル、カラー
のインストラクターを経験。現在、
e’clat de beaut’e の代表を務
め、テレビ局のヘアメイク担当 と
しても活躍中。豊富な知識や経
験を生かしたわかりやすい理論
は多くの女性から絶大の人気を
得ている。

講
師

清水恵美子氏

e’clat de beaut’e（エクラボーテ）
代表

山口県セミナーパーク
（山口市） 研修室102

会　場

定　員 男女各50名

対　象 結婚を希望する
20代～40代の独身男女

時　間 男性 10：00～12：00
女性 13：30～15：30

山口県セミナーパーク
（山口市） 研修室101

会　場

定　員 男性50名

対　象 結婚を希望する
20代～40代の独身男性

時　間 男性 10：00～12：00

山口県セミナーパーク
（山口市） 研修室101

会　場

定　員 女性50名

対　象 結婚を希望する
20代～40代の独身女性

時　間 女性 13：30～15：30

山口県セミナーパーク
（山口市） 研修室101

会　場

定　員 男女各50名

対　象 結婚を希望する
20代～40代の独身男女

時　間 男性 10：00～12：00
女性 13：30～15：30

元気の出る色、落ち着く色、やせて見える色、太っ
て見える色など、色は身近な存在です。このような
特性を知り、上手に楽しく「色のパワー」を活用し
て、似合う服(ファッション)に活かしてみませんか。

誰からも好感を持たれるファッションで
“第一印象”アップ！セミナー

日本パーソナルカラー協会認定講
師として、各自治体・カルチャース
クールなどでのカラー教室を開催。
また、テレビ局のイベント講師や百
貨店のトークショー、企業研修など
福岡県を中心に活躍している。 

講
師

市原玖美氏

福岡ファッションラボ「True Color」
代表
福岡ファッションラボ「True Color」
代表

申込期間
〈先着順〉
2019.09.02
～09.30

大橋清朗氏

一般社団法人
日本婚活コミュニケーション協会
代表理事

これまで９００回以上の婚活セミ
ナー講師を全国の自治体、ＪＡ、商工
会などで務め、結婚支援にセミナー
を取り入れた第一人者。これまで１５
０件以上のマスコミに取材され、未
婚男性だけでなく、未婚女性、未婚
の子を持つ親御さん、結婚を目指す
多くの方 を々サポートしている。

講
師

※申込状況等に関するお問い合わせはご遠慮ください。

講
師

※鏡をご持参いただき、普段または
　婚活時のメイクをしてご参加ください。

山崎雅子氏

春日の母の婚活道場MIYABI塾
代表

全国各地で講演や婚活イベント
を担当し、過去17年間で1400回
以上の婚活イベントを開催。また、
個別カウンセリングは1万件を超
える。自身がボランティアでサポー
トしたイベントからは、これまでに
160組以上の結婚を成立させた
婚活アドバイザーです。 

講
師

申込期間
〈先着順〉
2019.09.02
～10.11

申込期間
〈先着順〉
2019.09.02
～10.11

申込期間
〈先着順〉
2019.09.02
～10.25

申込期間
〈抽選〉

2019.10.01
～11.22

申込期間
〈先着順〉
2019.09.02
～10.18

申込期間
〈先着順〉
2019.09.02
～2020.01.08

申込期間
〈抽選〉

2019.09.02
～10.18

私たちが交流会の司会を務めます!!

1910/
2019

sat

1910/
2019

sat
211/

2019

sat

3010/
2019

wed

1011/
2019

su n

191/
2020

su n

510/
2019

sat

I NFORMATION
参加無料

新山口ターミナルホテル

セントコア山口

ナチュラルグリーンパークホテル

image

image
image

※受付はセミナー開始30分前から実施します。  ※男性と女性で内容や実施時間が異なるものがございます。  ※当日は筆記用具をご持参ください。 


