
参加料
￥3,000－

参加料
￥3,000－

参加料
￥1,000－

参加料
￥2,000－

TEL: 0153-82-2131　内235 TEL: 0153-82-2131　内235 
mobile: 080-1886-9991 滝本清

HP ： http://www.shibetsutown.jp/konkatsu

mobile: 090-2698-0376 横井喜子
mail: takimoto_kiyoshi@shibetsutown.jp mail: yokoi_yoshiko@shibetsutown.jp

・申し込み・当協議会HP申込みフォームから。
交流会、お見合い会ともに随時予約受付中

◇ 参加対象女性～概ね25歳から4０歳の独身

知床しべつの婚活は楽しさ、美味しさ最優先。
                                かっこいい男たちが待ってるよ !

※イベント詳細はTEL、インターネット、町広報紙・フリーペーパーなどでご確認ください。
～日程、料金等は若干変更となる場合があります。ご了承ください。
個人単位でのお見合い会ではご紹介の他にも、
ご希望に応じてお食事会や景勝地散策などもご提案させて頂きます。

6月1日木曜日より
婚活イベント参加登録希望

受付開始！
※全対象者に登録ご案内郵送

◆募集中◆

前浜クルージング＆フィッシング　
・ 9：45出航
・12：30～14：30、標津番屋にてBBQ&ゲームで交流会

・30日　17：00～21：00　標津サーモンハウス
・　1日　 9：00～15：30　標津番屋 他

・13日　15：30　ファームステイ
・14日～15日　阿寒国立公園内温泉地で交流会

8月
20(日 )

3 月

ソフトバレーボール交流大会
（独身者限定）クリスマスパーティー交流会

※ パーティのみの参加も可
17(日)

12月

知床しべつ♡恋物語2017　
　　　　（町内での体験交流と出会い婚活イベント）

農業後継者協議会主催　温泉 de交流会10月13( 金 )～
  15( 日 )

9月/10月

30( 土 )～
   10月 1( 日 )

※ 参加料にはホテル1泊分、夕食パーティー、当日昼食会、指定交通費などが含まれます。

※ 参加料にはホテル1泊分、夕食パーティー、当日昼食会、現地交通費などが含まれます。

※ 参加料にはファーム、ホテル各1泊分、その他一切の現地経費などが含まれます。

※ 救命衣、釣り道具一式は事務局でご用意致します

   道立自然公園・野付半島丸ごとウォーニック (ウォーク＆ピクニック ) 7 月
15(土 )～
   16( 日 )

女性は町内、道内から参加受付 　( 先着順　男性10人・女性10人 )　

女性は町内、近隣から参加受付 　( 先着順　男性８人・女性８人 )　

女性は全国、道内、町内から参加受付 　( 先着順　男性１２人・女性１２人 )　

女性は全国、道内、町内から参加受付 　( 先着順　男女とも6～7人 )　

女性は町内、近隣から参加受付 　
( バレーは年齢・人数の制限なし、パーティーは先着順　男女とも10人 )　

標津町プロジェクト協議会(標津町役場内) 標津町農業後継者対策推進協議会

申込締切
9/８( 金）

参加料
￥3,000－

申込締切
9/20（水）

申込締切
7/5（水）

申込締切
8/10（木）

2 0 1 7 標 津町婚活イベント決定！！

SKSP 2017年発行
標津町結婚活動支援プロジェクト協議会

男性 女性

参加料
パーティーのみ
￥1,000－

申込締切
12/12（火）

※携帯番号から LINE での連絡も可能です

www.shibetsutown.jp

・15日　18：00～21：00　歓迎パ～ティー
・16日　9：30～ウォーニック、12：00～15：00交流会

・19：00～22：00　ゲームパーティー交流会　他

2017婚活イベント紹介・
　パーティー
　　　参加のススメ !!

2017婚活イベント紹介・
　パーティー
　　　参加のススメ !!

『 『

未来をしっかり見据え
婚活出来る男はかっこいい

① 2017協議会のイベント紹介
② オススメ婚活パーティー
① 2017協議会のイベント紹介
② オススメ婚活パーティー

特集！

お問い合わせ・お申し込みは、TEL又は下記のQRコードのフォームから



１
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4
3

標津町結婚活動支援プロジェクト協議会では、今年も沢山の
イベントを開催します。でも、地元開催には「ちょっと・・・」
と抵抗を感じる方には都市部での婚活パーティーや、セミナー
などへの参加をお勧めします。次のページのパーティーはほ
んの一例。でも安心してお勧めできます。インターネットや
スマホなどで「北海道婚活パーティー」で検索してみて下さい。

都市部でのイベントに参加される場合には、距離に応じ
てイベント参加に伴う交通費の一部助成制度をご用意し
ました。（釧根管内は助成対象外）　

パーティーは本気で結婚を望んでいる方ばかりです。
この機会を利用して参加してみませんか？

どこに申し込むの？　どうやっていけばいいの？　ホテルはどうするの？何を話すの？
・・・などなど、悩んだり迷った時は、いつでも協議会にご相談下さい。秘密は厳守致します。
　さあ今年はちょっとだけアクティブに

協議会イベントでカップルになった方へ。
再開旅費制度をご利用下さい。道外：3万円　道内：2万円 を上限に旅費を支援します !
条件：イベント開催後概ね4ヶ月以内（原則一回）

※再開旅費一部助成

「恥ずかしい」

NPO法人
北海道マリッジ
カウンセリングセンター

マリッジセンター婚活年間パーティー”決定”（一般参加）　札幌

婚活は今や当たり前の時代

positivist

「面倒臭い」

1 2

パーティー
参加に伴う交通費、
再開の為の交通費の
一部を助成致します！

POINT!

助成上限は2万円
お１人様１回限り

はもうやめようよ

〒060-0002　札幌市中央区北2条西 2丁目 34　ﾀﾞｲｱﾋﾞﾙディング札幌9F
Web: http://crocus2.xsrv.jp/ mail: mmc2@crocus.ocn.ne.jp TEL: 011-251-5033

開催日
8/20    （日）
10/22（日）
12/10（日）

パーティー名
サマーパーティー
秋のリフレッシュパーティー
クリスマスパーティー

対象年齢（おおむね）
男女 44 歳以下
男女 35 歳～60 歳
男性 44 歳以下　女性 40 歳以下

「婚活パーティー」ホワイトキー　釧路　北見　帯広　札幌会場 他

～ まずは友活から ～　交流会不定期開催中　札幌市

〒060-0062　札幌市中央区南2条西 2丁目 10番　冨樫ビル6F

札幌エクシオ会場 ２Ｆ
〒060-0809 北海道 札幌市北区 北 9条西 4-10-3 ガレリアビル2F

Web: http://www.whitekey.co.jp/m/
TEL: 011-252-3950

〒007-0838　札幌市東区北38条東 1丁目 1番 10-2
Web: http://www.kitakoi.jp/ TEL: 011-790-8648

開催日前
毎月 15 日頃 HPで公開
パーティーは毎月 30～40 回開催

対象年齢、参加条件等
・各年齢層
・職業別などによるパーティー有り

詳しくは無料会員登録をお済ませの上ホームページよりご確認ください。

料金・申込み方法等
・気軽に参加できる出会いの場
・簡単なスナックやソフトドリンクなどを用意
①自己紹介タイム　②中間指名　③フリートークタイム　
④最終カップリング（ご指名）平均カップル率は 40％前後
・メール交換など可能・服装は自由（襟付き）
・参加料￥2,500～￥4,000
・随時受付（TEL、専用フォームから）

お出かけパーティー参加者・随時募集中 !
 ～参加交通費一部助成～

※札幌市2万円・帯広市、北見市１万円から1.4万円ほか距離に応じて助成

料金・申込み方法等
・標津町として会員登録
　につき登録料は負担なし。
・参加料 3,500 円～4,000 円
　随時受付
　（TEL、専用フォームから）

黙っていても始まらない。
　　今年はアクティブにいこう！

ほっかいどう出会い応援センター
Hokkaido L ve Meeting Center

HOKKAIDO SUPPORTER

北海道活性化推進委員会
KH NPO法人
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～婚活・出会いパーティご案内～ 　< 1 例 >

Web: http://www.exeo-japan.com

全国47都道府県で毎日開催される婚活パーティー
年代別や職業別楽しい企画も目白押しです！


