
婚活マスターとは

婚活マスターがお二人の縁結びをお世話します。

「婚活マスター」登録一覧
（登録順）

「婚活マスター」とは、結婚したい独身の男女の婚活を京都府といっしょに応援す

るボランティアのみなさんです。

府主催の講座を受講し、マスター活動について同意いただいた方を「婚活マス

ター」として登録しています。

地域のつながりが密だったころ、周りの人たちがお見合い結婚をお世話したよう

に、婚活マスターは、結婚したいと願うあなた自身のこと、お相手に希望する条件

などをお聞きして、婚活の相談や引き合わせなどさまざまな支援を行います。

出会いのきっかけを作り、結婚に向けて共に活動し、支えます。

マスターの活動は、お二人のお引き合わせまでで、成婚をお約束するものではあり

ません。一番大事なのは、結婚に向けたあなたの意思と行動です。
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婚活マスター制度

広岡 雅博
（ヒロオカ　マサヒロ）

居住地：久御山町

宇治で婚活イベント団

体「Happy Together」

の代表をしてます。

ひとこと

石井 信人
（イシイ　ノブヒト）

居住地：宇治市

宇治で婚活イベント団

体「Happy Together」

の副代表をしてます。

ひとこと

和田 淑子
（ワダ　ヨシコ）

居住地：京都市左京区

「結婚したい！」と思
う方々の力になりたい
と思います。

ひとこと

（2023年2月18日現在）

吉田 辰男
（ヨシダ　タツオ）

居住地：南丹市

地元世木地域振興会の
副会長として地域活性
化にがんばってます。

ひとこと



宮原 美代子
（ミヤハラ　ミヨコ）

居住地：京都市西京区

“男女でおもてなしの心”
を一緒に学びましょ
う。山菜取りや漬物作
りの勉強会をします。

ひとこと

馬場 信二
（バンバ　シンジ）

居住地：精華町

チーム「街コミ」とし
て独居高齢者の癒し、
居場所づくりの為各地
域でのイベント、食事
会を開催しています。

ひとこと

岩木 由恵
（イワキ　ヨシエ）

居住地：京都市右京区

婚活中の人たちのお話
を聞き、出会いのお手
伝いをしています。

ひとこと

加藤 欣也
（カトウ　キンヤ）

居住地：滋賀県大津市

1986年産まれで若い立
場から色々と活動して
いきたいです。

ひとこと

久保 妙子
（クボ　タエコ）

居住地：京都市下京区

幅広い年齢の方のお気持
ちに寄り添い、ご意見を
尊重しつつ、成婚に結び
つくようにサポートした
いと考えています。

ひとこと

西村 真奈美
（ニシムラ　マナミ）

居住地：京都市西京区

たくさんの方々とお話

しすることを楽しみに

しています。

ひとこと

今川 みや
（イマガワ　ミヤ ）

居住地：宇治市

宇治市で、婚活イベント
団体「Happy Together」
でスタッフ・司会者とし
て活動しております。

ひとこと

池田 妙子
（イケダ　タエコ）

居住地：京都市右京区

常に親切ていねいを旨
としています。人の縁
を大切にして行きたい
です。

ひとこと

高橋 寿子
（タカハシ　ヒサコ）

居住地：京都市南区

結婚して47年目、まも
なく金婚に到達します。
現在の若い方々へ、いろ
いろな面から結婚へのサ
ポートがしたい。

ひとこと

日比野 久美枝
（ヒビノ　クミエ）

居住地：京都市右京区

人生のパートナーのご
縁を求めて、その方に
ふさわしい出会のお手
伝いをさせていただき
たいと思っています。

ひとこと



東 靖寛
（アズマ　ヤスヒロ）

居住地：福知山市

皆様に満足してもらえ
るうようなイベントをし
ていきたいと思います。

ひとこと

高橋 将彦
（タカハシ　マサヒコ）

居住地：京丹後市

本当に良かったと思え
る出会いが出来るよう
にお手伝いします。

ひとこと

山本 光孝
（ヤマモト　ミツタカ）

居住地：福知山市

人生のパートナーを見つ
けるお手伝いを、また人
と人の縁を大切にしてい
きたいと思います。

ひとこと

中谷 亜以子
（ナカタニ　アイコ）

居住地：京都市山科区

ご縁を結び、幸せのお手
伝いが出来たらと思って
おります。

ひとこと

中村 美幸
（ナカムラ　ミユキ）

居住地：京丹後市

１人でも多くの方の「出逢

い」のお手伝いができれ

ばと思っています。気楽

に、気軽に相談できる婚

活マスターを目指します。

よろしくお願いします。

ひとこと

辻　曙美
（ツジ　アケミ）

居住地：京都市山科区

今まで約1000件の婚礼
のお手伝いをしました。
今後はそのきっかけとな
る出会いのお手伝いでも
お役に立ちたいです。

ひとこと

嶋田 茂雄
（シマダ　シゲオ）

居住地：宮津市

過疎化の進む地域を何
とか盛り立てたいと
思っています。

ひとこと

西山 芳明
（ニシヤマ　ヨシアキ）

居住地：京丹波町

まずは、出会いの場を
全力サポートいたしま
す。

ひとこと

居原田 晃司
（イハラダ　コウジ）

居住地：宇治市

「宇治で出会って宇治で
暮らす」そんな機会を提
供できるよう頑張りま
す。

ひとこと

野田 晃子
（ノダ　テルコ）

居住地：京都市北区

出会いとは、新しい自分の
発見の感動にあると思いま
す。沢山の方に出会いと感
動のお役に立ち喜んでいた
だきたいと思います。

ひとこと



橋本　由美子
（ハシモト　ユミコ）

居住地：京都市上京区

ひとこと
気軽に声をかけて頂け
て、婚活をされてる方々
の心情を大切にする婚活
マスターをめざしていま
す。

足立　由美子
（アダチ　ユミコ）

居住地：京都市山科区

ひとこと
婚活の第一歩！みなさん
の出会いのお手伝いをさ
せていただきます。気楽に
気軽にご相談ください。よ
ろしくお願いします。

佐藤　和香
（サトウ　ワカ）

居住地：千葉県市川市

ひとこと
結婚する意志を持ちなが
ら、結婚に至らず悩んでい
る方に寄り添い、一人でも
多くの方を結婚へと導いて
いければと思います。

勝部　真由美
（カツベ　マユミ）

居住地：京都市中京区

ひとこと
偶然の出会いを繋げてい
けるお手伝いをしたいと
思っています。よろしく
お願いします。

西谷　早恵
（ニシタニ　サエ）

居住地：京都市北区

ひとこと
たくさんの出逢いを応援
したいです。

岩井　栄美
（いわい　えみ）

居住地：京都市北区

ひとこと
皆様のお気持ちに寄り
添って、ご縁のお手伝い
が出来たらと思っており
ます。

中井　千佳子
（ナカイ　チカコ）

居住地：京都市右京区

ひとこと
明るく、楽しい人生を共に
歩むパートナー作り。
素晴らしい出会いをみつ
けましょう。

小池　育子
（コイケ　イクコ）

居住地：京都市伏見区

ひとこと
共に助け合い、協力し合
いながら、結婚を諦めら
れる事なく幸せな人生を
送って下さればと願って
おります。

中村　舞
（ナカムラ　マイ）

居住地：京都市北区

ひとこと
私自身、婚活経験者で
す。皆様の良きご縁のお
手伝いが出来ればと思っ
ております。よろしくお
願いいたします。

片山　悟
（カタヤマ　サトル）

居住地：京都市伏見区

ひとこと
出会いはつくるものという
想いで「４０歳からの出会
い塾」を実施。主に、４０
歳以上の出会い活動をこ
れからも応援したい。



山本　浩文
（ヤマモト　ヒロフミ）

居住地：京都市上京区

ひとこと
皆様の素晴らしいご縁を
繋げられますように。

橋本　順子
（ハシモト　ジュンコ）

居住地：京都市北区

ひとこと
結婚を考えると、仕事や私
生活への意識が高まりま
す。結婚を考えましょう！
結婚をしましょう！まずは
センターにご相談を。

岡田　良子
（オカダ　リョウコ）

居住地：大山崎町

ひとこと
ポジティブな気持ちで取
り組んでいただける様、
尽力させていただきま
す。

福林　正行
（フクバヤシ　マサユキ）

居住地：舞鶴市

ひとこと
私は、結婚に向き合おう
とされる際の相談、一歩
前に動こうとされる動機
付け、迷いの際のフォ
ローなどをさせて頂けれ
ば幸いです。

谷口　みゆき
（タニグチ　ミユキ）

居住地：京都市北区

ひとこと
私はお見合いで、６歳年上
の夫と結婚をしました。イ
ンスピレーションとコミ二
ケーションを大切にして、
結婚を決めた経験がお役
に立てばと思います。

森　恵子
（モリ　ケイコ）

居住地：京都市左京区

ひとこと
「食養生は心の養生」が
モットーです。自らの人
生の試行錯誤が、未来あ
る皆様の縁結びのお役に
立てれば幸いです。

長谷　美智子
（ハセ　ミチコ）

居住地：京都市伏見区

ひとこと
結婚に繋がる一瞬のタイ
ミングを逃さず後押しを
お手伝いします。失敗し
ても大丈夫。全力で応援
します。

川口　美紀
（カワグチ　ミキ）

居住地：京都市山科区

ひとこと
素敵なパートナーとの出
逢いを、真心込めてお手
伝いさせて戴きます。どん
な事でも話せるマスターと
して日々努めて参ります。

児島　信行
（コジマ　ノブユキ）

居住地：舞鶴市

ひとこと
何でも話せる良き婚活マ
スターとして、あなたさま
に良いご縁をつなぎ幸せ
のお手伝いをさせていた
だます。

渡邉　充啓
（ワタナベ　ミツヒロ）

居住地：綾部市

ひとこと
地元で婚活イベントを企
画してきた経験を活か
し、皆様の成婚に繋がれ
ばと思います。
どうぞよろしくお願いい
たします。



竹田　龍史
（タケダ　リュウジ）

居住地：福知山市

ひとこと
地 元 、福 知 山 で バ ー
「Chalcedony(カルセド
ニー)」を経営しています。
人が根付き活気ある地域
にしていきたいです。

足立　治之
（アダチ　ハルユキ）

居住地：福知山市

ひとこと
「馬には乗ってみよ人に
は添うてみよ」が私の
モットーです。
明るさだけが取り柄です
が、皆様のお役にたてる
よう頑張ります。


