手を、つないで歩こう。
近年、日本では、少子化の進行が危惧されています。
特に人口減少に悩む地方においては、深刻な問題であるため、全国の各自治体などにおいても、
その対策を進めています。
大田原市においても少子化傾向に歯止めをかけるべく、平成 26 年度より独自の婚活支援事業
を開始しました。この婚活支援事業の目的には、市内への定住促進、人口減少の歯止めをかける
ことも含まれています。
今月は、市が行っている、婚活支援事業について、ご紹介します。

婚活マスターとは

少子化問題・地域活性化・定住促進という観点から、平成 26 年度より取り組

んでいる事業のひとつです。
結婚を希望する独身男女の間に入り、ふたりの仲立ちを担う、いわゆる「仲人」
として、出会いから結婚までをボランティアで継続支援します。
また、結婚を希望する独身男女のスキルアップ、イベントの情報提供など、婚
活のサポートも行います。
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「私たちが、婚活をサポートします。
」
――婚活マスターをご紹介

現在、市から認定を受けている婚活マスターの中か
ら、２名の方に、お話を伺いました。

友だちや両親に
相談するような気持ちで
婚活マスター

成 田 圭 子さん

なりた・けいこ

婚活マスターは、まず、結婚を希望する方から『ふれ愛
登録カード』で登録していただき、そのカードをもとに、
マスター同士の情報交換を行います。
そして、婚活マスターは、
『ふれ愛登録カード』の登録者
に他の登録者を紹介したり、今後開催される婚活のイベン
トに、登録者の助言者として参加したりします。もちろん、
婚活に関する相談にも応じてくれます。
また、市から発信される他団体の婚活イベントなどの情
報を、登録者へ提供する役割も担っています。
※『ふれ愛登録カード』の情報は、市で共有しません。
※市から婚活マスターに対して、独身男女のデータなどの
提供はしません。

①『ふれ愛登録カード』
を記入して提出

婚活マスター

③

◦他の登録者の情報提供
◦婚活に関する相談
◦婚活イベントの際の助言・同席
◦婚活イベントなどの情報提供

②カードをもとに情報交換

結婚を希望する独身男女

マスターとしての活動の中で感じるのは、人それぞれ
の考え方、年代、性格、希望があまりにもさまざまであ
るということです。
それを感じるたびに壁にぶつかり、それでもうまく結婚
を意識させつつ、登録者の方を見守れるように、多角的な
視点で、自分の考え方を変えながら活動しています。
登録者の方に、大切にしてほしいと感じていることは
フィーリングです。自分の持つ条件を気にしすぎず、出
会えるチャンスがあるときに、いろいろな方に出会い
『あっいいな。
』と感じる方に出会ってほしいです。
まだ、婚活マスターを知らない、婚活を考えていない方
は、婚活と聞くと、どうしても引いてしまうと思います。
ですが、硬く考えず、肩の力を抜いて、よい出会いが
あればいいなという感じで、気軽に登録をしてほしいで
す。登録者が増えることで、出会いのチャンスも増えて
いきます。
マスターさんはみんなプロではありませんが、真剣に
向き合ってくれます。そして、いつでも相談ができます。
友達や両親に相談するような気持ちで、出会いの幅を
広げるひとつの手段として、選んでもらえるといいかな
と思います。

婚活マスターのしくみ

①『ふれ愛登録カード』
を記入して提出

婚活マスターの協力により、独身男女が結婚および大田
原市定住に至った場合は、婚活マスターに一定額の報酬が
あります。
♥

一期一会ではなく

一歩一会

婚活マスターと連絡を取るには
現在、市では、111 名の方を婚活マスターとして認定して
います。市ホームページに一覧を掲載していますので、連

婚活マスター

佐 藤 通 洋 さん

さとう・つうよう

私は 30 代のときに仲人・結婚式の司会などを経験し
たことがあり、この活動に活かせるのではと思い、自ら
手を挙げました。
しかし、自分の若い頃のことは知り尽くしたつもりで
も、今の若い人のニーズとの違いを痛烈に感じました。
そこから、自分を変えて、相手に合わせられるようにシ
フトチェンジして、活動しています。
最終目的
（結婚）を考えすぎると一歩引いてしまったり
するので、フリーで、オープンで、友達としての話をざっ
くばらんにしようと、登録者に話しかけています。
婚活という言葉に、抵抗を感じる方も多いと思います
が、もっと気軽に、和気藹々とした仲間作りから、目的
が結婚に向かっていくことが私の理想の姿です。
マスターは、一期一会のような最高の人を用意してあ
げることがベスト・理想だと思いますが、ひとつひとつ
の出会いを大切に、今は一歩一会のスタンスでいきいき
と活動しています。
興味のある方は、ぜひこの活動に参画してみませんか。
あなたの人生を大きく変えるチャンスです。
あいあい

絡先などの確認ができます（公表可の婚活マスターのみ）
。
ぜひ、ご利用ください。
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2014112700022/
また、婚活マスターへ直接電話をかけたりすることに抵
抗のある場合は、毎月２回開催されている『婚活マスター
連絡会議』の見学をしていただくことも可能です。
見学に出たから必ず『ふれ愛登録カード』に登録しなけ
ればならないということはありません。婚活に少し興味の
ある方がおりましたら、婚活マスターの活動を覗いてみて
はいかがでしょうか。
婚活マスター連絡会議
《日

時》毎月第２水曜日

18:30 ～ 20:30

毎月第４土曜日

10:00 ～ 12:00

《場

所》生涯学習センター

会議室

1 月の開催日は…

2016.1
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・パーティー
「私たち、婚活セミナーに参加してみました。」
――婚活セミナー体験記

百聞は一見にしかず。
市の職員みずから、市が主催する婚活事業に参
加してみました。

市が主催している婚活セミナー・婚活パーティーをご紹介
します。

11 月 23 日開催
コミュニケーション能力アップ
講座に参加

コミュニケーション能力アップ講座

政策推進課

豊川太一

とよかわ・たいち

コミュニケーションスキルアップと聞き、どん
な内容か少し不安でしたが、先生の話を聞き、自
分の話し方、言葉づかい、しぐさやくせを少しず
つ変えることによって、相手へ与える印象が良い
方へ変わっていくことを実感しました。
先生に教えていただいた自分の見え方・魅せ方
は、婚活だけでなく、仕事などでも活用できるア
イディアがたくさんありました。
「すみません」
「
、と
りあえず」という言葉をついつい使ってしまうの
ですが、口癖も変えていかなければいけないと思
いました。
少しずつでも取り組むことによって、自らのコ
ミュニケーションスキルを高め、相手に良い印象
を持ってもらうことで、自分の考えを伝えやすく
なればいいなと思います。

①自分の見え方・魅せ方～高感度をアップさせる方法～
１月 17 日
（日） 女性 10：00 ～ 12：00
男性 13：00 ～ 15：00
（コミュニケーションアドバイザー）
講師 マダム恵子ヤマザキ氏
②シチュエーション別！すぐに使える会話術
１月 24 日
（日） 女性 10：00 ～ 12：00
男性 13：00 ～ 15：00
（コミュニケーションアドバイザー）
講師 マダム恵子ヤマザキ氏
③実践編 幸せへの近道～パーティー攻略法～
２月 13 日
（土） 女性 10：00 ～ 12：00
男性 13：00 ～ 15：00
講師 大橋 清朗氏（婚活セミナー講師）
《受講料》 無料
《参加条件》 男性：市在住または在勤の 20 ～ 50 歳の独身の方
女性：20 ～ 50 歳の独身の方
※いずれも学生を除く。
♥

婚活パーティー

11 月 23 日・29 日開催
コミュニケーション能力アップ
講座に参加

情報政策課

人見杏子

《日 時》 2 月 13 日（土）17：00 ～ 19：00
《会 場》 KATSUTAYA
《参加費》 男性 4,000 円／女性 1,000 円
《司 会》 大田原ふるさと大使 じんのすけ（だいまじん）
《参加条件》 男性：市在住または在勤の 20 ～ 50 歳の独身の方
女性：20 ～ 50 歳の独身の方
※いずれも学生を除く。
政策推進課
２階
（２３）８７１５

ひとみ・きょうこ

「すぐ結婚したいの？結婚の準備がしたいの？」
講座に参加して、先生に初めに言われたこの
言葉がとても印象に残っています。
私はまだ、結婚にはあまり興味がありませんが、
結婚には準備が必要なんだ…と感心しました。
準備といっても、なにか大がかりなことをす
るのではなく、自身の表情や話し方などを見直
して、少しずつ変える努力をしていけば、より
魅力的な人間になれるというもので、これなら、
これからの生活に活かしていくことができるな、
と感じました。
『婚活』という言葉にためらいを感じている方
でも、気軽に参加できる内容だと思います。
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出会いイベントなどに補助金が出ます

独身男女の出会いの場を提供するための婚活イベントや
交流会などを開催したり、婚活する方の支援として婚活セ
ミナーや講座などを開催する場合、主催する個人
（婚活マス
ター）
や団体
（市内に事務所または店舗などがある団体）
に対
して
「大田原市出会い支援事業費補助金」
が交付されます。
素敵な出会いの場をたくさん提供し、まちぐるみで婚活
をサポートしましょう。
詳細は、お問い合わせください。
問政策推進課
２階 （２３）
８７１５

