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結婚支援事業東三河五市連携プロジェクト「ハピクル」 

結婚支援イベント等のお知らせ 

令和元年 8 月 27 日 

豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

 

 東三河五市で連携して結婚を希望する方を応援するさまざまな結婚支援事業

を行っています。東三河地域の方が多くの出会いを見つけられるよう、東三河

地域に在住または在勤の方を対象としたイベントや結婚支援のお知らせをお届

けしています。 

結婚支援東三河五市連携プロジェクト「ハピクル*」とは 

*「より多くの方に幸せ（ハッピー）をつかんでほしい、幸せがたくさんやって来ますように」という想いを込めました 

 

以下の目的で平成 30 年 6 月から東三河五市で連携して取り組んでいます 

（１）出会いの機会を広げます！ 

これまで「市内在住または在勤」としていたイベント等の参加要件を可能な限り東三河

地域に拡大することで、参加者のパイを広げ、新たな出会いづくりに取り組みます。 

（２）情報を見つけやすくします！ 

  五市の結婚支援事業の内容を取りまとめたホームページやチラシを作成し、結婚を望

む皆さんに伝わりやすい情報発信に取り組みます。 

  ホームページ URL：http://www.city.toyohashi.lg.jp/34585.htm 

（３）結婚支援の質を高めます！ 

  五市の担当者が密に情報交換することで、五市それぞれの魅力を活かした多様な企画

を実施し、ステキな出会いが実現するよう工夫を凝らし、結婚支援の質を高めていきます。 

 

プロジェクト構成自治体 

・豊橋市こども未来部こども未来政策課 

・豊川市子ども健康部子育て支援課 

・蒲郡市企画部協働まちづくり課 

・新城市企画部企画政策課 

・田原市健康福祉部地域福祉課 

※各市から同日付で同様の報道発表をしています。 

【お問合せ先】 

豊川市役所 子ども健康部 子育て支援課 福田・瀧澤 

TEL:0533-89-2133 Eメール：kosodateshien@city.toyokawa.lg.jp 



※イベント等の詳細は裏面を参照してください

結婚支援東三河五市連携プロジェクト

① 出会いの機会を広げます！
イベント等の参加要件を可能な限り「市

内在住または在勤」から東三河に拡大

② 情報を見つけやすくします！
五市の結婚支援情報をまとめたポータル

サイト、チラシの作成

③ 結婚支援の質を高めます！
五市の担当者が密に情報交換を行い、

ステキな出会いが生まれるよう工夫を凝ら
した企画を実施

より多くの結婚を希望する方に幸せ（ハッピー）をつかんでほしい、幸せがたくさんやってきますように…
との願いを込めて、東三河五市が連携しています。東三河でステキな出会いを見つけませんか？

豊橋市

恋するセミナー＆
スイーツパーティー

結婚を希望する方が登録し、登
録者の中で気に入った相手が見つ
かれば仲介し、お見合いをセッティ
ング、その後も成婚までサポート！
メルマガ「恋サポメール」でイベン

ト情報等の配信も行っています！

豊川市

結婚支援
セミナー

蒲郡市

ニュー
スポーツ婚活

新城市

新城から始まる
縁ブリッジ

ハピクル
ポータルサイト

婚活力アップのためのセミナー
を受けた後、男女の交流パー
ティーを行います♪おいしいケー
キと一緒に交流を楽しみながら、
ステキな出会いを見つけに来ま
せんか？

会話・マナー・見だしなみなど
自分磨きのテクニックを伝授し
ます♪自信を持って婚活イベン
トに参加するための実践的な
内容のセミナーを予定していま
す(^_^)v

田原市

ふれあい
相談センター

ニュースポーツのキンボールで楽しく
交流しながら、スポーツの秋に素敵
な出会いを見つけませんか？
キンボールは直径122cmの大きなバ
ルーンを4人1組で協力しながら、床
に落とさないよう打ち合うゲームです。

3～5人グループで申し込みい
ただき、交流・懇親会を希望す
る他のグループを市が紹介し、
出会いの場を広げます。
男性は同一企業グループ、女

性は友達同士での申し込みも可
です。

最新の募集情報や五市それ
ぞれの取り組みを掲載してい
ます。随時更新予定です！

結婚支援東三河五市連携プロジェクト（豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市）

ハピクル宣言

こ こ

http://www.city.toyohashi.lg.jp/34585.htm

豊橋市 トヨッキー
豊川市 いなりん

蒲郡市
トトまる＆キューティートト

新城市
のんすけ

田原市
キャベゾウ

NO.３



自治体名 タイトル 詳細 参加資格・定員 申込方法

豊橋市 恋するセミナー

＆スイーツパー

ティー

婚活力アップの

ためのセミナー

を受講後、おい

しいケーキを食

べながら男女の

交流パーティー

を行います♪

日時：【セミナー】

第1回 9月22日(日） 女性14:00～16:00

男性17:00～19:00

第2回 10月13日（日） 男性14:00～16:00

女性17:00～19:00

第3回 10月27日（日） 女性14:00～16:00

男性17:00～19:00

【交流会】 12月8日（日） 14:00～17:00

場所：【セミナー】 穂の国とよはし芸術劇場PLAT

【交流会】 豊橋市役所東館13階講堂、

こすたりかシティガーデン

参加費： 【セミナー】 無料 【交流会】 1,500円

20歳～39歳の独身男女

（東三河在住または在

勤）

申込者多数の場合は市

内の方優先で抽選となり

ます。

定員：各25名

必要事項を電子申請また

はFAXで豊橋市まで。

詳細はHP参照。

https://www.city.toyohas

hi.lg.jp/23668.htm

申込期限：8月30日（金）

蒲郡市 ニュースポーツ

婚活

日時：令和元年10月12日（土）14：00～17：00

場所：蒲郡市民体育センター 競技場

参加費：1,500円（飲み物、お菓子代含む）

ニュースポーツのキンボールで楽しく交流しながら、

スポーツの秋に素敵な出会いを見つけませんか？

25歳～35歳の将来蒲郡

市で暮らしていきたい独

身男女(定員を超えた場

合は抽選。市内在住者

優先枠あり）

定員：各12名

蒲郡市協働まちづくり課

HP(下記URL）から電子申

請又はＱＲコードより申込。

http://www.city.gamagori.l

g.jp/unit/kyodo/newspoko

n.html

申込期限：9月19日（木）

田原市 再婚活 日時：令和元年10月20日（日）10:00～15:00
場所：田原福祉センター
参加費：男性3,000円、女性2,000円

再婚を希望される方、再婚に理解のある方素敵な
出会いを見つけませんか。

男性：田原市在住の方ま
たは在勤の方
女性：条件はありません

定員：各12名

必要事項をメール、FAX、

郵送でふれあい相談セン

ターまで。詳細はHP参照。

http://www.city.tahara.aic

hi.jp/kurashi/kekkonshien

/1001035/1006414.html

ま た は http://tahara-

shakyo.or.jp/hureai.html

申込期限：9月30日（月）

自治体名 タイトル 開催日時・場所 内容 詳しくはWEBで！

豊川市 結婚支援セミナー 令和元年11月開催予定

プリオ５階「やねのにっぽうホール豊

川」

会話・マナー・見だしなみなど自分

磨きのテクニックを伝授します♪自

信を持って婚活イベントに参加する

ための実践的な内容のセミナーを

予定しています(^_^)v

令和元年9月下旬申込開始

予定。

https://www.city.toyokawa.lg.

jp/kurashi/marriage_support/

kekkonshienjigyou.html

募集中のイベント

開催予定セミナー

令和元年９月分以降のお知らせです！

※申込方法等最新の情報はハピクルポータルサイトから各市町村の情報をご覧下さい。

自治体名 タイトル 概要 詳しくはＷＥＢで！

豊橋市 出会いづくり応援

企業

東三河地域の企業に勤める同僚・友だち同士のグル―プで市へ登録し、

イベントや交流会へ参加できます。市が出会いの場づくりをサポートした

り、結婚支援事業の情報を随時お届けします。

http://www.city.toyoha

shi.lg.jp/25981.htm

婚活サポーター 市の結婚支援事業にボランティアで協力をいただける方を募集します！

市の事業の周知やイベントにご協力いただくほか、実際にお相手を探し
たり、紹介したり、出会いをつなぐ活動をしてみませんか？

http://www.city.toyoha

shi.lg.jp/25980.htm

蒲郡市 出会いの場創出

事業マッチングテ

ラス

違う企業や業種の異性との交流を希望するグループ同士をマッチングさ

せ、新たな出会いのきっかけを作る「マッチングテラス」を企画いたしまし

た。

http://www.city.gamago

ri.lg.jp/unit/kyodo/matc

hingterrace.html

新城市 新城（ここ）から始

まる縁ブリッジ

３～５人グループでお申込みいただき、交流・懇親会を希望する他のグ

ループを紹介します。

http://www.city.shinshi

ro.lg.jp/index.cfm/7,537

50,192,html

田原市 ふれあい相談セ

ンター

ふれあいカードを登録していただき、登録者の中で気に入った相手がみ

つかれればアドバイザーが仲介を行います。

http://www.city.tahara.aichi.jp/k

urashi/kekkonshien/index.html

またはhttp://tahara-

shakyo.or.jp/hureai.

html恋サポメール

結婚支援メールサービスです。 ①ふれあい相談センターのイベント情

報、②他の市町村が開催するイベント情報、③企業・自治会・ＮＰＯ（応

援会員）が提供する情報をお届けします。

その他募集中 ※申込方法等最新の情報はハピクルポータルサイトから各市町村の情報をご覧下さい。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/23668.htm
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyodo/newspokon.html
http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/kekkonshien/1001035/1006414.html
http://tahara-shakyo.or.jp/hureai.html
http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/kekkonshien/index.html
http://tahara-shakyo.or.jp/hureai.html
http://tahara-shakyo.or.jp/hureai.html
http://tahara-shakyo.or.jp/hureai.html

