
この夏、ならで

出会える。

この夏、ならで出会える。

Nara婚～2018summer～

平成30年８月～９月・・・
奈良県内各地で婚活イベントが開催されます！

～あなたにぴったりのイベントを見つけてください～

奈 良 県
奈良県福祉医療部こども・女性局女性活躍推進課

〒630-8501 奈良市登大路町30 ☎0742-27-8603

イベントの詳細内容・申し込み方法などはホームページ
か問い合わせの連絡先まで！

なら結婚応援団

ＬＩＮＥやメルマガでも確認できます！ イベント情報配信中（週２回）
【 ＬＩＮＥ友だち登録はこちら】 【 メルマガ登録はこちら】



なら結婚応援団・ 市町村主催イベント

ピザ & オレンジフレンチトースト作

り！パンづくり婚活イベント
主催：公益社団法人ｿｰｼｬﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ﾗﾎﾞ

体験

日本テレビ系「news 

every.」にも出演した先

生と、ピザやオレンジフ

レンチトーストをグルー

プで作ります。

場所：キッチンスタジオ
カチート（Cachito）（奈
良市あやめ池南２丁目
1-31 ACT-1 ２F）

奈良

【問い合わせ】 (0742-49-0123
* kamishima@nara-well.net

30歳～47歳

男女各4名

「ハーブソルト作り体験」婚活イベント

主催：公益社団法人ｿｰｼｬﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ﾗﾎﾞ

人気の体験型婚活!今回

はハーブソルト作り。フ

リータイムの時間を設け

ず、1対1でお話していた

だく時間を重視いたしま

す。

場所：奈良ウェルネス倶

楽部（奈良市西大寺国見

町1-7-22）

【問い合わせ】 (0742-49-0123
* amano@nara-well.net

28歳～40歳代

男女各10名

結婚応援セミナー「あなたの婚活入
門」
主催：橿原市

今の時代の結婚につい

て、独身の人だけでなく、

結婚を応援したい人も、

みんなで一緒に考えて

みませんか。

講師：平田民子/熊本縁

結人

場所：かしはら万葉ホー

ル（橿原市小房町11-5）

【問い合わせ】 (0744-47-2638
*kyodo@city.kashihara.nara.jp

どなたでもOK

トレッキングで出会いを！

～大台ケ原トレッキング～
主催：NPO法人飛鳥トレッキングガイドサービス

大台ケ原ビジターセン

ターを起点にトレッキン

グ！景色がきれいな大

台ケ原を歩きながら交流

しませんか！

場所：大台ケ原

（吉野郡上北山村）

【問い合わせ】 (090-3493-6488

*konkatsu@asuka-trek.com

30歳～45歳
男女各12名

この夏、ならで出会える。

Nara婚～2018summer～
イベント情報は７月２５日現在の実施予定を記載しております。

今後、募集人員が定員に達しているなど、募集内容やイベント内容等が変更される可能性がありますので、

最新情報は「なら結婚応援団」ホームページまたは各主催団体の問い合わせ先にご確認ください。

ボウリングで恋のストライクを決めません
か？
主催：かしはら結婚サポーター「こころ結び隊」

スポーツ

ボウリングを通して新し
い出会いにチャレン
ジ！パーティルームで
１対１でお話しする時間
もありますよ。

場所：レインボーワール
ド（橿原市葛本町）

橿原

【問い合わせ】
*tsunagu.kashihara@gmail.com

市在住・在勤の28歳

～38歳

男女各10名

8月5日（日）13時30分開始

市町村

8月11日（土）10時開始

イベント名

主催者名

内容

イベント内容

場所：

（住所）

開催地

問い合わせ先

対象者
募集人数

開催日 開始時間

団員・市

町村別 団員

スポーツ 上北山

8月19（日）8時開始

団員 体験 奈良

8月19日（日）13時開始

団員 自己啓発 橿原

8月19日（日）13時30分開始

市町村



奈良で出逢いたい 奈良に住みたい

主催：カフェジータ

奈良をこよなく愛するみ

なさまの出逢いをお手

伝い。

イベント開催歴12年の

実績があります。

場所：カフェジータ（大和

郡山市杉町207-6）

【問い合わせ】 (0743-57-6654
* customer@caffegita.com

30歳～43歳

男女各12名

アロマ体験～恋の薫りをブレンドし
ませんか～
主催：三輪の月

三輪駅集合→ 恵比須神

社参拝 → 三輪公民館

→ ゲーム → 昼食 → ア

ロマ作り

場所：三輪公民館分館

（三輪恵比須神社裏公

園内）

【問い合わせ】 (0744-42-1066

*miwanotsuki38@yahoo.co.jp

20歳～

男女各8名

独身カフェ Vol.4

主催：ミュージックカフェアンジェス

日頃思っていること、感

じていること、将来のこと

etcざっくばらんに語り合

いましょう。当日は女性

コーディネーターが進行

のお手伝いを致します。

場所：ミュージックカフェ
アンジェス(橿原市新賀
町485)

【問い合わせ】 (0744-35-4018
* info@cafeanges.com

30歳～45歳

男女各10名

JR奈良駅前 ナナイロで夏恋！

Beerパーティ
主催：café&kitchen nanairo

フリートークで盛り上がろ

う！

ナナイロが夏恋ビアホール

を演出します。

冷たいビールを片手に、素

敵な恋をみつけませんか？

場所：café&kitchen 

nanairo(奈良市三条本町8-

1）

【問い合わせ】(0742-63-1100

*info@welove-rianbow.com

28歳～49歳

男女各20名

大自然の中で癒しと出会いがある！
パワースポットめぐり体験婚♪
主催：大和棟古民家JINYA

パワースポットで壮大な

滝を見ながら良縁祈願

をした後、500坪の古民

家邸宅でランチ♪リラッ

クスした空間で涼みなが

ら出会えます♪

場所：大和棟古民家
JINYA(宇陀市室生田口
元上田口1106)

【問い合わせ】 (090-1245-2704
* kominka.jinya@gmail.com

20歳代～40歳代前半

男女各10名

Copineから始まる大人の恋

主催：フレンチ＆イタリアンバル Copine

素敵なパートナーと出

会ってみませんか？す

でにご結婚されたカップ

ルが4組もおられる激熱

イベントです！

場所：大和郡山市馬司

町630-1カタヤマハイツ

1F

【問い合わせ】 (0743-57-0155
* copine-0322@hi3.enjoy.ne.jp

25歳～45歳

男女各10名

動物ぱん作り体験！パンづくり婚活
イベント
主催：公益社団法人ｿｰｼｬﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ﾗﾎﾞ

日本テレビ系「news 

every.」にも出演した先生

と、動物ぱんや夏野菜カ

レーをグループで作りな

がら会話を楽しみましょ

う！
場所：キッチンスタジオ カ
チート（Cachito）（奈良市
あやめ池南２丁目1-
31ACT-1 ２F）

【問い合わせ】 (0742-49-0123
* kamishima@nara-well.net

30歳～47歳

各部とも男女各4名

トレッキングで出会いを！

～大国見山トレッキング～
主催：NPO法人飛鳥トレッキングガイドサービス

石上神宮～大国見山へ

歩きます。山頂からは大

和平野、生駒～金剛山の

山並みが遠望できます。

散策しながら交流を深め

ませんか！

場所：大国見山（天理市）

【問い合わせ】 (090-3493-6488

*konkatsu@asuka-trek.com

30歳～45歳

男女各12名

茶の湯を体験しながら自分に合う本
当の相手を探そう！
主催：喫茶去庵

茶会の本当の姿や作法を
学んでこれからの行動に
役立てよう！折角の機会
だ～美味しい抹茶の点て
方を身に着けて生活に生
かそう！

場所：喫茶去庵(奈良市公
納堂町６)

【問い合わせ】 (0742-81-7407

*kissakoan@tiara.ocn.ne.jp

30歳～40歳

男女各8名

飲食 大和郡山

8月19日(日)17時30分開始

団員 体験 桜井

8月25日(土)10時開始

団員 飲食 橿原

8月25日（土）14時開始

団員

飲食 奈良

8月25日（土）18時開始

団員 体験 宇陀

8月26日（日）11時開始

団員 飲食 大和郡山

8月26日(日)18時開始

団員

体験 奈良

8月・9月の間に２回

団員 スポーツ 天理

9月8日(土)8時開始

団員 体験 奈良

9月9日(日)①10時 ②15時

団員



近日中参加受付開始予定イベント
（秋実施）
詳細は後日「なら結婚応援団」ＨＰで

第４回 王寺ＢＢＱ雪丸コンｉｎ菩提

キャンプ場
主催：王寺町商工会青年部

菩提キャンプ場でバー

ベキューした後、明神山

に登り、願い札に願い事

を書いて、悠久の鐘を

二人で衝くイベントを企

画。

場所：菩提キャンプ場

明神山

【問い合わせ】 (0745-72-5105

２５歳～４０歳

男女各２５名

秘境の村とカメラ女子 ときどき男子

主催：一般社団法人がんばろらえ・かみきた

プロによるカメラ教室で

学び大台ヶ原や秘境の

村を撮影！夜には村男

子とBBQ★ 婚活参加に

悩んでいる方もまずはプ

チ婚活しませんか？

場所：吉野郡上北山村河

合107

【問い合わせ】 (080-5303-8009
* g.kamikita@gmail.com

２０歳代～３０歳代

女性１０名

リフレッシュしながら出会える！古民
家でガーデンパーティーBBQ体験婚
主催：大和棟古民家JINYA

大自然溢れる500坪の古

民家邸宅での貸切ガー

デンパーティー♪本格炭

火でのイタリアンBBQと

生演奏を楽しみながら、

出会えます♪
場所：大和棟古民家
JINYA(宇陀市室生田口
元上田口1106)

【問い合わせ】 (090-1245-2704
* kominka.jinya@gmail.com

20歳代～40歳代前半

男女各10名

～愛に染まった仏様～

西大寺拝観 良縁イベント
主催：公益社団法人ｿｰｼｬﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ﾗﾎﾞ

縁結びにご利益があると

いわれる西大寺を拝観し

ます(会場から徒歩移動)。

1対1でお話していただく

時間を重視します。

場所：奈良ウェルネス倶

楽部（奈良市西大寺国見

町1-7-22）

【問い合わせ】 (0742-49-0123
* amano@nara-well.net

２８歳～４０歳代

男女各１０名

Copineから始まる大人の恋

主催：フレンチ＆イタリアンバル Copine

バイキング形式でのお食

事！プロフィールトーク、

フリートーク等おしゃべり

がメインです！途中数回

パートナーチェンジ致し

ます。

場所：大和郡山市馬司町

630-1カタヤマハイツ1F

【問い合わせ】 (0743-57-0155
* copine-0322@hi3.enjoy.ne.jp

２５歳～４５歳

男女各１０名

『なら結婚応援団』は、
県が結婚を応援する
企業や店舗、NPO等
（なら結婚応援団員）
と協同し、結婚を希
望する独身男女を応
援するものです。
結婚の希望をかなえ
る出会いの場の提供
等を活動目的として
います。

宇陀

9月9日（日）11時開始

団員 体験 奈良

9月16日（日）13時開始

団員 飲食 大和郡山

9月30日（日）18時開始

団員

体験 上北山

10月6日(土)～7日(日)

団員 王寺

10月14日(日)11時開始

市町村

飲食

coming
soon

飲食


