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平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ２ ３ 日 

(公財)いしかわ結婚・子育て支援財団 

TEL ０７６－２５５－１５４３ 

 

 

『ときめき婚活スクール』（第２期）参加者募集について 

 

 

 （公財）いしかわ結婚・子育て支援財団では、結婚を希望する独身男女を対象とした標

記スクールを、別添チラシのとおり開催します。 

このスクールは、第１期（７月～９月）にも開催しており、定員を超える応募をいただ

くなど、参加者から大変好評を得ているものです。 

第２期となる今回も、独身男女の婚活に役立つ内容となっておりますので、ぜひご参加

ください。 

なお、今後、来年１～３月を第３期とし、開催していく予定です。 

 

１ 名  称  『ときめき婚活スクール～出会いのチャンスを２００％活かす方法～』 

 

２ 開催日時・場所  別添チラシ参照 

          

３ 概  要  (1) スクール内容 別添チラシ参照 

        (2) 募集対象    県内在住の結婚願望のある独身男女で４５歳まで 

の方  

        (3) 募集人数   各回男女各３０名 

※いずれも申込者多数の場合は抽選で決定 

        (4) 参 加 費    スクール       ：無料 

                  卒業パーティー ：3,000円 

４ 申込期限  別添チラシ参照 

 

５ 主  催  （公財）いしかわ結婚・子育て支援財団 いしかわ結婚支援センター 

 

６ 問合わせ  （公財）いしかわ結婚・子育て支援財団 いしかわ結婚支援センター 

 ［担当：北国
ほっこく

・平井］ 

〒920－8201 金沢市鞍月東２丁目１番地 

         ＴＥＬ（０７６）２５５－１５４３ 



ときめき

45歳までの方
参加対象

年齢

各回
県内在住の結婚を
希望する独身男女

受講については、各回締切後にご案内を郵送します。

募集人数 男女各30名
※申込者多数の場合は抽選

第2期

H28「いしかわ婚活実践大学校事業」 【主催】いしかわ結婚支援センター

参加申込み用紙 ※申込締切は各スクールをご確認ください。

下記の項目をご記入の上、ホームページ・メール、またはFAX・郵送でお申込みください。

FAX 076-255-1544  E-mail konkatsu@i-oyacomi.net
URL https://www.i-oyacomi.net/kekkon/school/

メールでお申込みされる方は、タイトルに「婚活スクール」と明記の上、①参加希望の回②氏名③性別④年齢⑤住所⑥連絡先⑦ご職業を必ずご記入ください。
【申込先】（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団 いしかわ結婚支援センター　〒920-8201 金沢市鞍月東２丁目１番地　Tel：076-255-1543

※お申込みの際にいただいた個人情報については秘密を厳守し、他の目的に使用することはありません。

□第1回　□第2回　□第3回　□第4回　□卒業パーティー参加希望のスクールを選択してください
（当てはまる□にチェック。複数選択可能。）

氏　名

ふりがな

〒　　　-

歳

住　所 連絡先

ご職業

性  別 男 ・ 女 年  齢

自　　宅

携帯電話

メ ー ル

会場：DOUBLE LOCAL RESORT（金沢市片町2-8-3）
参加費：3，000円

17:00～
20:3012/17土 申込締切

12/7（水）

ベストパートナーと
確信できる、出逢いが
必ずやってくるために！

新しい出逢いの
チャンスのために！

男性向け 13：30～16：00（150分） 

会場：石川県地場産業振興センター

10/2 日
申込締切
9/20（火）

女性向け 10：00～12：30（150分）

第1回 第2回 第4回第3回

婚活スクール卒業パーティー
─スクールの成果を発揮しよう─

第1～4回までの継続参加がおすすめです！ ご希望のスクールを選んでお申込みください。

いしかわ結婚支援センター

「女と男のおもしろ心理学ワークショップ」
継続参加者の89％が結婚という実績を持つ、
本城稔先生のワークショップセミナーを開催！

継続参加で結婚に近づこう！

婚活スクール
～出会いのチャンスを200％活かす方法～

スクール

卒業パーティー 3,000円
参加費

無料

愛を深める
七つの秘訣

愛を長続きさせる
心の大切さ

男性向け 13：30～16：00（150分） 

会場：石川県地場産業振興センター

10/22土 申込締切
10/12（水）

女性向け 10：00～12：30（150分）

結婚したい心理と
ためらう心理

人生のパートナーとして
一番大切なこと

会場：石川県地場産業振興センター

11/19土 申込締切
11/9（水）

男性向け 10：00～12：30（150分）

男女合同 13：30～16：00（150分）

運命の人に
出逢うために

会場：DOUBLE LOCAL RESORT

12/17土 申込締切
12/7（水）

　　男女合同 13：30～16：00
（150分）



3,000円〈参加費〉

婚活スクール卒業パーティー
スクールの成果を発揮しよう！

17:00～20:30 男女各30名

DOUBLE LOCAL RESORT
（金沢市片町2-8-3）

募集人数

会　場 応募条件

ときめき婚活スクール第2期、第1～4回
のスクールのいずれかに参加された方
※第4回【12/17（土）】のスクールを受講された
　方優先

第2期

ベストパートナーと確信できる、
出逢いが必ずやってくるために！

新しい出逢いのチャンスのために！

10：00～12：30（150分）

石川県地場産業振興センター
（金沢市鞍月2丁目1番地）

10/2 日

スクール内容

第1回

〈会場〉

“ベストパートナー”とは、自分の人生に本当に必要な相手のことです。
“ベストパートナー”と必ず出逢うために、グループディスカッションなどを
通して、共に学びあいましょう。

新しい出逢いのチャンスをつかむためには、相手の立場に立って考え
る力が大切です。話題の幅を広げるための努力のあり方、お互いに聞
きあうことのできる会話などについて、グループワークなどを通して共に
学びあいましょう。

本城 稔
女と男のおもしろ心理学ワークショップ（全4回）
講師 （株）I.B.P総合研究所代表取締役所長

「1回だけ」でも「4回全部」でも受講回数は自由に選択して頂けます。ご希望のスクールを選んでお申込みください。

受講については、各回締切後にご案内を郵送します。

スクールは今後、第3期（2017年1月～3月）に開催予定です。

第1～4回までの
継続参加が
おすすめです！

講

第3期予
定

継続参加者の89％が結婚という実績を持つ、
本城稔先生のワークショップセミナーを4回続けて開催！
継続参加で結婚に近づこう！

女性向け

13：30～16：00（150分）
男性向け

申込締切

9/20（火）

10/22土 申込締切

10/12（水）

愛を深める七つの秘訣
10：00～12：30（150分）

石川県地場産業振興センター
（金沢市鞍月2丁目1番地）

第2回

〈会場〉

良好な人間関係を育てる豊かなコミュニケーション力は、心豊かな人生
へと導いてくれます。愛を深めるための「七つの秘訣」について、共に学
びましょう。

愛を長続きさせる心の大切さ
愛とは、プレゼントの中身や金額によって測られるものではありません。
相手に対する自分の気持ちを見つめ直し、愛を長続きさせる心の大切
さについて、共に学びましょう。

女性向け

13：30～16：00（150分）
男性向け

11/19土 申込締切

11/9（水）

結婚したい心理とためらう心理
10：00～12：30（150分）

石川県地場産業振興センター
（金沢市鞍月2丁目1番地）

第3回

〈会場〉

「結婚したい５つの心理」と「結婚をためらう５つの心理」について共に
考え、様々な考え方や思いを話し合うことを通して、結婚して幸せな家
庭づくりを目指しましょう。

人生のパートナーとして一番大切なこと
愛は、相手の自由意志を認め受け入れることであり、相手を所有すること
でも束縛することでもないのです。お互いの魅力を高め、お互いを愛し合
う、人生のパートナーとして一番大切なことについて共に学びましょう。

男性向け

13：30～16：00（150分）
男女合同

12/17土 申込締切

12/7（水）

運命の人に出逢うために

DOUBLE LOCAL RESORT
（金沢市片町2-8-3）

第4回

〈会場〉

12/17土 申込締切

12/7（水）

あなたの自発的な行動の先に、運命の出逢いが待っています。そして、
あなたの積極性と言葉・表現が出逢いを引き寄せることになります。“運
命の人”と出逢うために、具体的な学びを共にしましょう。

13：30～16：00（150分）
男女合同
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