お気軽にご相談ください

あきた
結婚支援センター

あきた結婚支援センター問い合わせ先

相談専用ダイヤル

0800-800-0413
北センター 【大館市】

［開設時間］
月曜〜金曜
土曜・日曜

13：00 ～ 21：00
9：00 ～ 18：00

入会のご案内

●大館市立
総合病院

羽 州 街 道
グランドパークホテル大館●
●NTT

北都銀行●

●秋田銀行
ハチ公プラザ
● ●

（完全予約制、年末年始を除く）
［住所］ 〒017-0843  大館市字中町5 ／
旧正札竹村ビル2階
［電話］ 0186-57-8611
［FAX］ 0186-42-0850

月曜〜金曜      
土曜・日曜

9：00 ～ 21：00
9：00 ～ 18：00

（完全予約制、年末年始を除く）
［住所］ 〒010-0001 秋田市中通6丁目7-36 ／
フォーラムアキタ1階
［電話］ 018-874-9471
［FAX］ 018-831-0056

北センター

広 小 路
アトリオン●
中 央 通 り
岩手銀行●

中央センター

秋田市民市場●

フォーラムアキタ 1 階
イヤタカ●

●

南 通 り
明田地下道→
●中通総合病院

南センター 【横手市】
［開設時間］
月曜〜金曜
土曜・日曜

13：00 ～ 21：00
9：00 ～ 18：00

（完全予約制、年末年始を除く）
［住所］ 〒013-0022 横手市四日町6-8 ／
横手市役所本庁舎向
［電話］ 0182-38-8801
［FAX］ 0182-32-0050

ステキな出会い
応援します

旧正札竹村ビル 2 階

中央センター 【秋田市】
［開設時間］

●大館
市役所

富士見大橋

●
虹のホール
アグレム

かまくら館●

横手市役所
本庁舎
● ●

各センター共通

0800 - 800 - 0413

南センター

横手市役所本庁舎向

秋田銀行●
北日本銀行●

13

［ホームページ］h t t p : //w w w. suko y a ka -a kita .com

●横手ステーションホテル

2017.3

一般社団法人あきた結婚支援センターは、秋田県、県内全市町村、秋田県労働福祉協議会、秋田県商工会議所連合会、
秋田県商工会連合会、秋田県農業協同組合中央会、秋田県社会福祉協議会、秋田県中小企業団体中央会、秋田県医師会、
秋田県老人クラブ連合会が共同で設立した法人で、賛助団体等多くの方々のご支援を得て活動を行っています。

しあわせ…

入会条件
入会できる方は、秋田県にお住まいかお勤めの方、または県外にお住まいでも将来秋田県
に移住などを予定している方で、結婚を誠実に希望し、自ら努力される20歳以上の独身の方
です。
あきた結婚支援センターでは、ご本人のご承諾を得ることなく、お名前や住所、電話番号を
お知らせしませんので、安心して入会できます。
お願い

┰

交際して
みようかな

「あきた結婚支援センターご利用のルール」および「個人情報保護に関する指針」
を
よくお読みになり、ご承諾のうえ、入会してください。

◎入会手続き、検索等は予約制ですので、必ず電話してからおいでください。会員同士が顔を合わせないことにも配慮しています。
◎個人情報の管理を徹底するため、来所予約、入会手続き及びお相手の検索は、ご本人のみで行っていただきます。
◎交際開始後、会員同士はマナーを守り、それぞれの責任においてお付き合いしてください。
◎入会後、会員として不適当な行為が認められた場合（不正、悪用、ストーカー的行為等）は、退会とさせて
いただきます。

会ってみようかな…

マッチング

書類が整ったらセンターへ
電話してください
TEL.0800-800-0413

お相手との
調整
お相手の
検索

電話連絡

❶すべて予約制です。
必ず電話してから
おいでください。
※書類等の作成に不明な点が
あれば、お気軽にお問い合
わせください。

書類
準備 OK

❷センターに来所して、
会員登録の手続きを
行います。
●入会手続きは、ご本人が
行います。代理者による手
続きはできません。
●入会申込書に、あなたの
プロフィール、理想のパー
トナー等の情報を記入し
てください。
●記入された内容が真実で
ある等の誓約をしていた
だきます。
※入会手続きには、担当の「結
婚コーディネーター」が丁寧
に対応いたします。
※お相手の検索は、翌日以降と
なりますので、
ご了承ください。

交際が
スタート
確認

入会から結婚までの流れ

会員登録

結婚・退会

❸会ってみたいお相手
の検索を行います。
●検索を希望される会員の
方は、電話でセンターへ
の来所を予約します。
●来 所された方は、ご自身
でパソコン検索システム
を使い、会ってみたい方
を選びます。
※お相手の年齢、お住まいの地
区（県北、
県央、
県南、
県外）、
職業（会社員、公務員、団体
職員、自営業、パート・アル
バイト、無職、その他）、写真
（任意）等の情報により選択
します。
※パソコン検索システムでは、
個人氏名、住所、電話番号
等の情報を開示しませんの
で、安心してご利用できます。

❹会ってみたいお相手
との調整を行います。
●「結婚コーディネーター」
が、
お相手の方へ連絡し、あ
なたとお会いするかどうか
の意思確認を行います。
●お相手の方が承諾した場
合は、
「結婚コーディネー
ター」がお二人のマッチン
グ（お見合い）の日程調
整を行います。
※お相手の方は、来所し、検索
システムで確認してから、お
会いするかどうか返事するこ
ともできます。

❺お相手とのマッチング
（お見合い）
を行います。
●お二人は、指定された
「結
婚支援センター」内でお
会いします。
●あとは、お二人で、お話し
をしていただきます。

❻交 際をスタートする
かどうか、確認を行
います。
●交際を希望するかどうか、
それぞれ「結婚コーディ
ネーター」に連絡してくだ
さい。
●お 互いの交際意思が確
認された場合、
「結婚コー
ディネーター」がお相手に
その旨を連絡します。

※「結婚コーディネーター」が、
お二人のマッチング（お見合
い）をお手伝いします。

※
「結婚コーディネーター」は、
交際中のアドバイスや進行
状況等の確認など、様々な
フォローを行いますので、お
気軽にご相談ください。

お持ちいただくもの
※必要項目をご記入のうえお持ちください。
※センターでご記入いただいても結構です。

（2）本人・住所を確認できる書類
運転免許証、パスポートなど

※マッチング（お見合い）当日
には、
トラブル防止のため、ご
自身のお名前、住所、電話番
号等はお相手に教えないでく
ださい。
はじめまして

DOKI
DOKI…

●お互いに連絡を取り合い、
会員同士の責任において、
お付き合いしてください。

●婚 約や結婚が決まりまし
たら、
「結婚コーディネー
ター」へお知らせください。
退会の手続きを取ります。
●あきた結婚支援センター
から、お祝いを差し上げ
ます。

（1）入会申込書

※「結婚コーディネーター」は、
お二人のお名前、住所、電話
番号等はお知らせしません。

ステキだ┰

❼交際がスタートします。

❽結婚し、退会します。

（3）独身を確認できる書類
各市町村長が発行する「独身証明書」
または「戸籍抄本」
（4）入会登録料10,000円
※登録日から3年間有効
※入会後、登録料以外の費用は一切かかりません。

◎写真
※写真については任意です。
※写真を登録する場合は、センターで撮影することができます。（無料）
また、お持ちいただくことも可能です。
（Lサイズ程度、3か月以内に撮影されたもの1枚）

