
町では、結婚を希望する人たちに幅広い出会いを提供できるよう婚活を応援しています！
本特集では、婚活イベントや相談事業、県との連携支援事業などをご紹介します。

長与町主催の婚活イベントのこと。会場は町内の人気レストラン＆カフェで開催。
長与町産の新鮮な食材を活かした美味しいお食事会、婚活セミナーを実施します。
また、１対１のトークタイムを通して、結婚を希望する方同士の交流で結婚に

一歩近づくような時間を過ごしていただけます。

町では、結婚に関する不安や悩みの相談をはじめ、お見合い
システムの登録やプロフィール作成アドバイス、町・県の婚活
事業の情報提供などを行います。ご本人はもちろんご両親か
らのご相談も受け付けています。

「いい人に巡り合う機会がない。」「結婚や恋愛に一歩踏み出せない。」
とよく耳にします。その様な思いをお持ちの方、一歩踏み出して結婚相
談会へお越しください。お知り合いの方には相談しにくい悩みを私た
ちに話してみませんか？
結婚相談会では私たちがイベントや県の婚活システムなど制度の紹
介をしています。ご本人様はもちろん、ご家族様も対象です。
結婚につながる道を一緒に探しましょう！
ご連絡お待ちしております。

このイベントには親からの勧めや、レストランに惹
かれて応募しました。
セミナーでは視覚であたえる印象の重要性やワン
ポイントアドバイスもあり、今後も意識して生活し
たいと思いました。
トークタイムではプロフィールシートのおかげで話
しやすく、1人あたり10分のトーク時
間でしたが、あっという間でした！
このイベントをとおして、婚活や出会
いに対して前向きになれて、楽しかっ
たです！

出会いがないため、今回のイベントに参加しました。
セミナーでは苦手なことでも克服しないといけな
いな、と改めて感じましたし、お料理もとても美味
しくいただきました。
トークタイムでは初対面の方でも抵抗はなく、話題
作りのサイコロが無くても話すことができました！
今後このようなイベントがあったら
またお邪魔すると思います！

とは？

日　付

1回目は10月23日にTOUで開催しました。

11月27日○土
11時～15時

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、イベント内容の変更や延期・中止の可能性があります。
最新の情報は、Nagayo婚サイトでご確認ください。

定   員

登　録　料

入会方法

各回　男性   ８名　女性   ８名

各回  3,000円

対   象

参加費
「Nagayo婚」サイトから申込みください。 「Nagayo婚」サイト

長崎県婚活サポート
センターサイト

お見合いシステム補助金

令和3年度結婚相談会

▲

11月以降の開催については
こちらをご覧ください

申込み

男性   30歳～38歳　女性   27歳～35歳
（交際相手のいない独身の方）

BORDERLESS LOUNGE
（ボーダレスラウンジ）12月11日○土

11月13日○土
11月28日○日

時　間 場　所

婚活セミナー＆イベントを開催しています！

結婚相談を
　　 受け付けています

長与町結婚相談員のお2人

お気軽にご相談ください♪

町が登録料を全額補助します！

第 1 回 婚 活 イベント＆ セミナーの参 加 者 の声

ご 成 婚された 方 のコメント

申込締切

第 2 回目

第 3 回目

トウ

政策企画課　☎801-5661問

長崎県では、お見合いシステムに登録した会員同士を
データマッチングによりお引き合わせをする１対１のお
見合い事業を実施しています。12月31日まで、新規登録
者の登録料半額キャンペーンを実施中です。現在2,000
人を超える方が登録しています。素敵な出会いにつなが
るかも！この機会に登録しませんか？

町では、20歳～44歳までの
町民の方を対象に、
「お見合いシステム」
登録料全額補助を行ってい
ます。
詳しくはお見合いシステム補助金
ページをご覧ください。

長崎県婚活サポートセンター
☎893-8860

問

11月22日㊊11時から17時時

電話で政策企画課へ事前予約申

イオンタウン長与
浜屋横共用スペース

所

通常価格

①長崎県婚活サポートセンターサイトから入会申込、
　来所予約
②登録料入金後、必要書類を持って、政策企画課
　または長崎県婚活サポートセンターへ

長与町での登録可能日
月曜日～金曜日8時45分～17時
（土日・祝日・12月29日～１月３日除く）

（30代 男性） （30代 女性）

身分証明もきちんとされている事、最初
からお相手と２人でない事、気軽に登
録してる方のプロフィールが見れない
事を知り、母に勧められ、それならいい
かなと登録しました。実際にお会いし、
良い人そうでその後も何度かお会い
し、結婚まで至りました。思っ
てもみない出会いでしたが、
今となっては母に感謝です。

婚活センターに登録したのは、長与町で
新規登録ができるようになったのがきっ
かけでした。マッチングが成立し、初めて
奥さんと会う時には、ドキドキしました
が、サポータの方が同席していたのでよ
かったです。
そこから数回会い、付き合うこ
ととなり、無事に結婚すること
ができました。登録して本当に
よかったです。

（30代 男性） （30代 女性）

２年間
10,000円 キャンペーン

価格 5,000円→

お見合いシステムに
　　 登録しませんか？
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町では、結婚を希望する人たちに幅広い出会いを提供できるよう婚活を応援しています！
本特集では、婚活イベントや相談事業、県との連携支援事業などをご紹介します。

長与町主催の婚活イベントのこと。会場は町内の人気レストラン＆カフェで開催。
長与町産の新鮮な食材を活かした美味しいお食事会、婚活セミナーを実施します。
また、１対１のトークタイムを通して、結婚を希望する方同士の交流で結婚に

一歩近づくような時間を過ごしていただけます。

町では、結婚に関する不安や悩みの相談をはじめ、お見合い
システムの登録やプロフィール作成アドバイス、町・県の婚活
事業の情報提供などを行います。ご本人はもちろんご両親か
らのご相談も受け付けています。

「いい人に巡り合う機会がない。」「結婚や恋愛に一歩踏み出せない。」
とよく耳にします。その様な思いをお持ちの方、一歩踏み出して結婚相
談会へお越しください。お知り合いの方には相談しにくい悩みを私た
ちに話してみませんか？
結婚相談会では私たちがイベントや県の婚活システムなど制度の紹
介をしています。ご本人様はもちろん、ご家族様も対象です。
結婚につながる道を一緒に探しましょう！
ご連絡お待ちしております。

このイベントには親からの勧めや、レストランに惹
かれて応募しました。
セミナーでは視覚であたえる印象の重要性やワン
ポイントアドバイスもあり、今後も意識して生活し
たいと思いました。
トークタイムではプロフィールシートのおかげで話
しやすく、1人あたり10分のトーク時
間でしたが、あっという間でした！
このイベントをとおして、婚活や出会
いに対して前向きになれて、楽しかっ
たです！

出会いがないため、今回のイベントに参加しました。
セミナーでは苦手なことでも克服しないといけな
いな、と改めて感じましたし、お料理もとても美味
しくいただきました。
トークタイムでは初対面の方でも抵抗はなく、話題
作りのサイコロが無くても話すことができました！
今後このようなイベントがあったら
またお邪魔すると思います！

とは？

日　付

1回目は10月23日にTOUで開催しました。

11月27日○土
11時～15時

新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、イベント内容の変更や延期・中止の可能性があります。
最新の情報は、Nagayo婚サイトでご確認ください。

定   員

登　録　料

入会方法

各回　男性   ８名　女性   ８名

各回  3,000円

対   象

参加費
「Nagayo婚」サイトから申込みください。 「Nagayo婚」サイト

長崎県婚活サポート
センターサイト

お見合いシステム補助金

令和3年度結婚相談会

▲

11月以降の開催については
こちらをご覧ください

申込み

男性   30歳～38歳　女性   27歳～35歳
（交際相手のいない独身の方）

BORDERLESS LOUNGE
（ボーダレスラウンジ）12月11日○土

11月13日○土
11月28日○日

時　間 場　所

婚活セミナー＆イベントを開催しています！

結婚相談を
　　 受け付けています

長与町結婚相談員のお2人

お気軽にご相談ください♪

町が登録料を全額補助します！

第 1 回 婚 活 イベント＆ セミナーの参 加 者 の声

ご 成 婚された 方 のコメント

申込締切

第 2 回目

第 3 回目

トウ

政策企画課　☎801-5661問

長崎県では、お見合いシステムに登録した会員同士を
データマッチングによりお引き合わせをする１対１のお
見合い事業を実施しています。12月31日まで、新規登録
者の登録料半額キャンペーンを実施中です。現在2,000
人を超える方が登録しています。素敵な出会いにつなが
るかも！この機会に登録しませんか？

町では、20歳～44歳までの
町民の方を対象に、
「お見合いシステム」
登録料全額補助を行ってい
ます。
詳しくはお見合いシステム補助金
ページをご覧ください。

長崎県婚活サポートセンター
☎893-8860

問

11月22日㊊11時から17時時

電話で政策企画課へ事前予約申

イオンタウン長与
浜屋横共用スペース

所

通常価格

①長崎県婚活サポートセンターサイトから入会申込、
　来所予約
②登録料入金後、必要書類を持って、政策企画課
　または長崎県婚活サポートセンターへ

長与町での登録可能日
月曜日～金曜日8時45分～17時
（土日・祝日・12月29日～１月３日除く）

（30代 男性） （30代 女性）

身分証明もきちんとされている事、最初
からお相手と２人でない事、気軽に登
録してる方のプロフィールが見れない
事を知り、母に勧められ、それならいい
かなと登録しました。実際にお会いし、
良い人そうでその後も何度かお会い
し、結婚まで至りました。思っ
てもみない出会いでしたが、
今となっては母に感謝です。

婚活センターに登録したのは、長与町で
新規登録ができるようになったのがきっ
かけでした。マッチングが成立し、初めて
奥さんと会う時には、ドキドキしました
が、サポータの方が同席していたのでよ
かったです。
そこから数回会い、付き合うこ
ととなり、無事に結婚すること
ができました。登録して本当に
よかったです。

（30代 男性） （30代 女性）

２年間
10,000円 キャンペーン

価格 5,000円→

お見合いシステムに
　　 登録しませんか？
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