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博報堂、地域の婚活を支援するプロジェクト「日本婚活会議」を開始 
「恋札」を用いてコミュニケーションを促進、第 1 回は 12 月に群馬県嬬恋村で開催 

 

株式会社博報堂のソーシャルデザイン専門組織 hakuhodo i+d は、地域の未婚男女の婚活を支援する

プロジェクト「日本婚活会議」を設立し、全国での活動を開始いたします。地域の男女が出会う場を提供し、

独自に開発した価値観交換カードゲーム「恋札」などを用いたプログラムで、結婚に向けた異性間コミュニ

ケーションを支援します。 

 

hakuhodo i+d とは、デザインが持つ力で社会課題の解決に挑む専門組織です。「新・母子健康手帳」

や、東日本大震災支援の「できますゼッケン」、旅行ガイドブック「海士人」「福井人」など、多様なアプロ

ーチで地域や国が抱える課題解決のプロジェクトを推進中です。 

今回 hakuhodo i+d は、“地域の未婚者の増加”という社会課題に注目しました。生涯未婚率は増加の

一途をたどっており、2030 年には男性の 29.5％、女性の 22.4％に達すると予測されています。特に地

方都市の未婚者の増加は深刻で、全国各地で地域の存続に直結する大きな問題となっています。 

 

この問題の解決を目指して、「日本婚活会議」を立ち上げます。全国の地域で自治体と共同で婚活プログ

ラムを開催、専用のカードを使いながら男女の価値観を近づけていくカードゲーム「恋札」などを用いて、

地域に「未婚男女の出会いと対話の場」「相互理解を促すプログラム」「異性間コミュニケーション能力の向

上」という３つの価値をもたらしていきます。（※「恋札」については添付の参考資料をご覧ください。） 

 

 

第１回「日本婚活会議」開催のご案内 
 

価値観交換カードゲーム「恋札」を含めた１泊２日のプログラムを、12 月 22 日～23 日に

群馬県嬬恋村にて開催いたします。報道関係者様におかれましては、事前および会議当日のご

取材についてご検討いただきたく、下記の通りご案内申し上げます。 

 

・第１回日本婚活会議「恋の花を咲かせましょう。」 

・2012 年 12 月 22 日（土）～23 日（日） ホテルグリーンプラザ軽井沢 他 

・主催：嬬恋村／嬬恋村少子化対策・後継者対策プロジェクト委員会 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日目

15:00 集合
15:30 日程説明/自己紹介
16:00 “恋札”ゲーム
18:30 立食パーティー
21:00 パーティー閉会

2 日目

9:30 ホテル出発
10:00 クッキング交流会
12:00 昼食
13:00 解散

報道関係者様からのお問合せ（取材のお申し込みもこちら）：博報堂 広報室 山野・森 (03-6441-6161) 

「日本婚活会議」・「恋札」に関する各種お問合せ    ：hakuhodo i+d 筧   (03-6441-7752)  

 

※ご注意事項 

プログラム参加者への取材は、プライバシー保護の観点

から制限を設けさせて頂きますが、予めご了承ください。

運営関係者（嬬恋村、日本婚活会議）への取材は、柔軟

にご対応させて頂きます。 



生涯未婚率が増加の一途をたどり、未婚者の増加が離島・中山間地域

をはじめ全国各地で地域の存続に直結する大きな問題となっています。

未婚率が増加し始めた 1970 年代、お見合い結婚と恋愛結婚の比率が逆転

しました。結婚は用意されるものから、個人の技量でつかみとる時代

へと変化したのです。「恋札」は地域に「未婚男女の出逢いと対話の場」

「相互理解を促すプログラム」、そして「異性間コミュニケーション

能力の向上」という 3 つの価値をもたらす婚活支援ワークショップです。

恋  札
恋の花を、咲かせましょう。

婚活支援ワークショップ



恋札Workshop Program
価値観がわかるカードゲーム“恋札”を使った婚活支援のプログラムです。
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恋札
恋の花を、咲かせましょう。

恋、していますか？ 
恋の予感は、ありますか？

あの人がほんとうに好きだから、気になること。 じっくり話してみたいなと思うこと。
―どんな人なのかな？
―相性はいいのかな？

「恋札」には、こんな質問がぎゅっと詰まっています。
あの人と２人で。 仲良しと一緒に。

一枚一枚めくって、相手に問いかけてみてください。
もっともっと、あの人のことを知れるはずです。

もっともっと、あなたのことを知ってもらえるはずです。
「恋札」は男女が一緒に生きる上で、価値観の違いによって議論になりがちな質問がカードゲームにまと
まっています。互いの価値観の違いや多様さを知ることで、相手の考え方や背景を理解し、一緒に生きる

ことを助けます。
十人十色のすてきな恋の花を咲かせてください。
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婚活支援ワークショップ「恋札」とは

背景❶   結婚は奪うものへ

未婚率が増加し始めた 1970年代、お見合い結婚と恋愛結婚の比率が逆転。

結婚は用意されるものから、個人の技量でつかみとる時代へと変化したのです。

背景❷   ラブシャイな男性像

経験不足により、女性と会話することに対して強い不安を感じるため、

女性と会話をはじめることができない男性が増えています。

背景❸   女性の選択肢の多様化

女性の社会進出とともに、結婚をしない生活を選択することも容易な時代に

なりました。

・2030 年、男性 29.5％　女性 22.4％が未婚

・特に地方都市の未婚者の増加が深刻

社会心理学者ルイスの提唱する「結婚に至る6段階」を応用したプログラムのデザインです。

単に出逢って会話するだけではなく、この段階を経て、男女の距離を近づけます。

「結婚に至る6段階」

段階❶ 類似性の認知 … 価値観、興味、関心などについての二人の共通点を認識します。

段階❷ 望ましい関係を築く … 楽しい経験を共にします。相互理解が促進されます。

段階❸ 自己開示 … 自分のことについてありのままに話すことで、親密さの促進につながります。

段階❹ 役割取得 … お互いが足りない部分を補い合い、助け合います。

段階❺ 役割適合 … その役割がうまくかみ合うようになります。

段階❻ 結晶 … ２人の関わり合いを認め、2人で一つの単位として行動します。

❸ 自治体向け婚活支援パッケージ

♥「恋札」実施の背景

♥「恋札」の特徴

甲南大学の牧野 幸志教授によると異性間コミュニケーションスキルには次の4種類があげられると言います。

婚活支援ワークショップ「恋札」では、この４種類のスキルをゲームによって学習、実践することができます。

スキル❶ 異性との会話スキル … 異性と楽しく会話できる

スキル❷ 状況判断スキル … 異性と楽しく会話する話題がある

スキル❸ 異性への自己表現スキル  … 異性に自分の考えをはっきり伝えられる

スキル❹ 葛藤解決スキル … 異性が自分とは違う考えをもっていてもうまくやっていける

❶ 異性間コミュニケーションの実践の場   

❷ 結婚に至る 6 段階の疑似体験   

生涯未婚者の増加

地域には地域ごとにそれぞれ違った結婚へのハードルが潜んでいます。

それぞれの地域に即した独自のプログラムを地域の人々と開発し、その地域だけのオリジナル恋札を制作します。

  STEP1 　地域の結婚課題調査

地域の中の未婚男女や結婚した男女へのヒアリングを通して、地域の恋のハードルと成功ポイントを探ります。

  STEP2 　プログラム作成ワークショップ

自治体職員やヒアリング対象者、そして未婚者を交えて地域独自のプログラムとオリジナル恋札をつくるワークショップを開催します。

未婚者の次回のワークショップ参加のモチベーションの向上にもつながります。

  STEP3 　恋札ワークショップ本番

オリジナルプログラムの運営と参加者同士のコミュニケーションの促進と手助けをします。

  STEP4 　オリジナル恋札の普及

その地域に恋札を普及させることにより、地域の男女がワークショップ以外の場でも自分たちで恋札を使えるよう支援します。



主催：嬬恋村 / 嬬恋村少子化対策・後継者対策プロジェクト委員会　後援：日本愛妻家協会 / 日本婚活会議

対　　象：【男性】嬬恋村内在住の独身者
　　　　　【女性】独身者

定　　員：男女各 20 名（先着順）

募集期間：2012年11月1日（木）～11月 30日（金）　

参 加 費：【男性】12,000 円　【女性】6,000 円

　　　　　（宿泊費・食事代込み） 

申 込 み：電話、FAX、メールのいずれかの方法でお申し
　　　　　込み下さい。
　　　　　【必要事項】住所、氏名、年齢、昼間連絡できる
　　　　　電話番号、使用する交通機関名　

プログラム：

1日目 　15：00　ホテル集合
　　　　15：30　日程説明 / 自己紹介
　　　　16：00　“恋札” ゲーム
　　　　18：30　立食パーティー
　　　　21：00　パーティー閉会

2 日目　　9：30　ホテル出発
　　　　10：00　クッキング交流会
　　　　12：00　昼食
　　　　13：00　解散

お申し込み・お問い合わせ

嬬恋村役場　企画財政課　

tel：0279-96-1257（平日のみ）　 fax：0279-96-0516 　mail：kikaku@vill.tsumagoi.gunma.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※メールでのお申し込みの際は件名を「婚活申し込み」として下さい。

嬬恋村「出会いの場」提供プログラム  ×

恋の花を咲かせましょう。
2012年12 月 22 日（土）～23日（日） ＠ホテルグリーンプラザ軽井沢　他
妻を愛する「嬬恋村」と男女の恋を応援する「日本婚活会議」が出会いの場を提供します。嬬恋村の特産品、

高原キャベツをたくさん食べてきた嬬恋男子は少し控えめな草食系？実は肉食系ロールキャベツ男子も

います。一方で最近の女子は積極的な肉食系？いえいえ、恥ずかしがりやな草食系もいますよね。そんな

もどかしい２人の恋を助けるカードゲーム「恋札」と地元の食材を使ってのクッキング交流会で素敵な恋が

生まれる 1泊 2 日のプログラムです。

※注意事項
2 日間通じての参加が原則となります／宿泊は相部屋です／交通費はご自身の負担となります（軽井沢、万座鹿沢口駅から送迎します）
募集人員に達し次第、受付を終了します／お申し込み後に詳細をご案内致します




