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第２１回はつらつ林業⼥性交流会 ２⽉１⽇(⽊)
　〜2⽉２⽇(⾦)

国⽴オリンピック記念⻘少年総
合センター

林業に従事する⼥性及び森林・林業に興味
を持ち林業グループ等と交流をしている⼥性

全国林業研究グループ連
絡協議会及び全国林業
研究グループ連絡協議会
会⼥性会議

http://www.ringyou.or.jp/rin
ken/index.html

第23回全国⻘年・⼥性漁業者交流⼤会 3⽉1⽇（⽊）〜3
⽉2⽇（⾦）

ホテルグランドアーク半蔵⾨
（東京都千代⽥区）

漁業関係者 全国漁業協同組合連合
会

ＪＡ都道府県⼥性組織会⻑事務局合同会議 3⽉1⽇（⽊）〜2
⽇（⾦）

東京都千代⽥区⼤⼿町　Ｊ
Ａビル

ＪＡ都道府県⼥性組織会⻑事務
局

ＪＡ全国⼥性組織協
議会

農業の未来をつくる⼥性活躍経営体100選
「WAP100」表彰式及び⼥性活躍推進セミナー 3⽉6⽇（⽕）

渋⾕区⽂化総合センター⼤和
⽥
「伝承ホール」

農業関係者、⼀般参加者 公益社団法⼈⽇本農業
法⼈協会

http://hojin.or.jp/standard/1
00/cat2391/29wap100_awar
d.html

未来農業DAYｓ 3⽉7⽇（⽔） 東京⼤学安⽥講堂
（東京都⽂京区）

⼥性農林漁業者、農業関係者、⼀般参加
者

未来農業DAYｓ実⾏委
員会

https://www.mirainogyodays
.org/

全国⽣活研究グループ連絡協議会　第54回総会 3⽉8⽇（⽊）
中央労働基準協会ビル会議
室
（東京都千代⽥区）

全国⽣活研究グループ連絡協議会会員 全国⽣活研究グループ連
絡協議会

https://www.nca.or.jp/suppo
rt/farmers/zenkeng/

平成29年度第14回⼥性農業委員活動推進シンポ
ジウム 3⽉8⽇（⽊） 砂防会館

農業委員、農業委員会事務局職員、都道
府県農業会議職員、関係機関・団体職員
等

都道府県農業会議、府県
⼥性農業委員組織

ふるさとの⾷にっぽんの⾷全国フェスティバル 3⽉10⽇(⼟)
〜11⽇（⽇）

東京都渋⾕区神南　ＮＨＫ
放送センター前広場

⼀般参加者

ふるさとの⾷にっぽんの⾷
全国実⾏委員会（ＪＡ
全中、ＪＦ全漁連、⼤⽇
本⽔産会、ＮＨＫ）　各
都道府県実⾏委員会

https://www.nhk-
p.co.jp/event/detail.php?id=854

きたひとネット フォーラム2018 2⽉1⽇（⽊）
〜2⽉2⽇（⾦） 北海道⼤学学術交流会館 会員、賛助会員、⼀般 北海道⼥性農業者ネット

ワーク きたひとネット

平成30年度北海道⼥性指導農業⼠研修会 2⽉21⽇（⽔） ホテル札幌ガーデンパレス 北海道指導農業⼠ 北海道指導農業⼠協会

平成29年度秋⽥県⻘年・⼥性漁業者交流⼤会 1⽉16⽇(⽕) 秋⽥県⽣涯学習センター
（秋⽥県秋⽥市）

漁業関係者 秋⽥県、
秋⽥県漁業協同組合

2018農⼭漁村パートナーシップ推進宮城県⼤会 2⽉1⽇（⽊） 東北⼤学川内萩ホール
（仙台市⻘葉区川内40）

⼥性農林漁業者組織，市町村，農業委
員会，県関係機関，農協・漁協等関係組
織他

宮城県

平成29年度「農⼭漁村⼥性の⽇」⻘森県⼤会 2⽉15⽇(⽊） ホテル⻘森 農林漁業者、関係機関・団体の職員 ⻘森県

平成29年度千葉県次世代ヒロイン研修会及び交流
会 1⽉12⽇（⾦） 千葉市ビジネス⽀援センター

県内の
若⼿⼥性農業者、
⼥性指導農業⼠

千葉県

平成29年度ぐんま農村男⼥（とも）に輝くフェスティ
バル 1⽉16⽇（⽕） 前橋市総合福祉会館（群⾺

県前橋市）

ぐんま農村⼥性会議 加盟団体会員、農業経
営⼠、⻘年農業⼠、農業委員、農業者、市町
村・県関係者等

群⾺県、ぐんま農村⼥性
会議

平成２９年度アグリ⼥性部実践活動研修会 1⽉29⽇（⽉） 熊⾕市スポーツ・⽂化村「くまぴ
あ」

埼⽟県農業研究団体連合会アグリ⼥性部 埼⽟県農業研究団体連
合会アグリ⼥性部 無し

農⼭漁村ときめき⼥性パートナーシップ研修会 2⽉1⽇（⽊） 函南町、富⼠宮市 農⼭漁村ときめき⼥性 静岡県 －

平成２９年度東京都農業・男⼥共同参画フォーラ
ム「⼥性がつくる！新しいTokyo農業〜私のしあわせ
アグリライフ〜」

2⽉8⽇（⽊） ⽴川市⼥性総合センターアイム 主に農業関係者 東京都

とうきょうの恵みTOKYO
GROWNイベント情報ページ
http://tokyogrown.jp/even
t/list.php?date=20180208
&id=166

平成29年度関東ブロック農業⼥⼦⼒アップセミナー 2⽉9⽇（⾦） さいたま新都⼼合同庁舎2号
館

農業⼥⼦プロジェクトメンバー、農業⼥⼦を
志向する⼥性農業者等 関東農政局

利根沼⽥農業・農村男⼥共同参画推進講演会 2⽉15⽇（⽊） 利根沼⽥振興局庁舎（群⾺
県沼⽥市）

男⼥に輝くネットワーク利根沼⽥会議構成団体会
員、ＴＮしありーʼS会員、利根沼⽥りんご研究会員、
利根沼⽥コンニャク研究会員、⻘年農業⼠、農家経
営参画セミナー受講⽣、JA利根沼⽥、NOSAIぐんま
沼⽥⽀所、市町村、各農業委員会、県関係者等

群⾺県利根沼⽥農業事
務所

平成30年度茨城県⼥性農業⼠通常総会 2⽉16⽇（⾦） ⼩美⽟市四季⽂化館みのーれ
（茨城県⼩美⽟市）

茨城県⼥性農業⼠会会員 茨城県⼥性農業⼠会

⻄部地区農村⼥性フォーラム 2⽉21⽇(⽔） ＪＡはぐくみ（⾼崎市菊地
町）

⻄部地区農村⼥性、市町村、ＪＡ等関係
者

⻄部農業事務所
⻄部農村⼥性会議

平成29年度佐波伊勢崎⼥性農業者講演会 2⽉22⽇（⽊） 伊勢崎合同庁舎会議室（群
⾺県伊勢崎市）

佐波伊勢崎農村⼥性会議加盟団体、市
町・県関係者等

群⾺県伊勢崎地区農業
指導センター、佐波伊勢崎
農村⼥性会議

平成29年度「あがつま農業フォーラム」 2⽉22⽇（⽊）
中之条町ツインプラザ（学習セ
ンター）交流ホール（吾妻郡
中之条町）

あがつま農村⼥性会議構成団体会員並びに農村⼥
性農業経営⼠、新規就農者、農業⻘年関係機関
（各町村、各農業委員会、ＪＡ、農業事務所）

吾妻農業事務所（普及
指導課）・あがつま農村⼥
性会議

ＮＡＧＡＮＯ農業⼥⼦会 2⽉23⽇（⾦） えんぱーく
（⻑野県塩尻市）

県内若⼿⼥性農業者 ⻑野県

ねりまde⼥⼦マルシェ 3⽉11⽇（⽇） 練⾺区⽴平成つつじ公園
（東京都練⾺区1-17-6）

⼀般 チームねりまde⼥⼦マル
シェ

⻑野県農村⽣活マイスター協会総会及び研修会 3⽉16⽇（⾦） ⻑野県庁内会議室
（⻑野県⻑野市）

⻑野県農村⽣活マイスター協会会員 ⻑野県農村⽣活マイスター
協会

農村⼥性ネットワークながの総会及び研修会 3⽉23⽇（⾦） ⻑野県庁内会議室
（⻑野県⻑野市）

農村⼥性ネットワークながの会員 農村⼥性ネットワークなが
の

平成29年度農⼭漁村男⼥共同参画推進⼤会 2⽉1⽇（⽊） ⽯川県地場産業振興センター
新館１階コンベンションホール

⽯川県の農林漁業関係者 ⽯川県

平成29年度中能登地区農⼭漁村男⼥共同参画
研修会 2⽉15⽇（⽊） 七尾サンライフプラザ 農林漁業関係者 中能登農林総合事務所

農業の魅⼒発信研修会 3⽉5⽇（⽉）
3⽉12⽇（⽉） 上越市市⺠プラザ

若⼿⼥性農業者
⼥性農業者
関係機関・団体他

新潟県上越地域振興局農林振
興部
上越農業・⽣活改善グループ連
絡会
上越農村地域⽣活アドバイザー
連絡会

平成29年度北蒲原農村地域⽣活アドバイザー研修
会 3⽉16⽇（⾦）

新発⽥市⽣涯学習センター
新潟県新発⽥市中央町5-8-
47

北蒲原農村地域⽣活アドバイザー連絡会
会員、賛助会員、若い⼥性農業者（あぐり
わくわく塾参加者）

北蒲原農村地域⽣活アド
バイザー連絡会
新潟県新発⽥地域振興
局農業振興部

http://pref.niigata.lg.jp/shiba
ta_nogyo/

平成２９年度富⼭県農⼭漁村男⼥共同参画チャ
レンジフォーラム 3⽉12⽇（⽉） 富⼭県⺠会館304号 農林漁業に従事する者及び関係機関担当

者
富⼭県農⼭漁村⼥性活
動推進会議、富⼭県

関東

平成２９年度「農⼭漁村⼥性の⽇」関連⾏事等

全国

北海道

東北

北陸



別添

平成30年2⽉23⽇現在

地域 名称 期間 場所 参集範囲 主催 ＨＰアドレス

平成２９年度「農⼭漁村⼥性の⽇」関連⾏事等

ぎふ農業・農村男⼥共同参画推進会議 1⽉17⽇(⽔) ＯＫＢふれあい会館（岐⾩県
岐⾩市）

農業団体、市町村、関係機関等 岐⾩県農政部農業経営
課

みんなが活躍する農業・農村フォーラム 1⽉17⽇(⽔) ＯＫＢふれあい会館（岐⾩県
岐⾩市）

農業者、市町村、関係機関等 岐⾩県農政部農業経営
課

農業分野における⼥性活躍推進セミナー 3⽉6⽇（⽕） オフィスパーク名駅プレミアホール
403ABC

農業会議・農業委員会・農業協同組合中央
会・農業協同組合・農業法⼈協会・県・市町
村・農業者　等

東海農政局

平成29年度ひょうごの農とくらし研究発表⼤会 ２⽉５⽇（⽉） 神⼾新聞松⽅ホール
（兵庫県神⼾市）

⽣活研究グループ会員、
⾏政関係者　等

兵庫県⽣活研究グループ
連絡協議会、兵庫県

平成29年度むらとくらしを考える会議 ２⽉16⽇(⾦) 和歌⼭県⾃治会館(和歌⼭
市)

⽣活研究グループ会員、
⾏政関係者　等

和歌⼭県⽣活研究グルー
プ連絡協議会、和歌⼭県

次代の農業をリードするアグリレディシンポジウム 1⽉11⽇（⽊） サンメッセ⾹川 農業者、関係機関等 ⾹川県

伊予地区家族経営協定締結協議会会員交流会 1⽉15⽇（⽉） ウェルピア伊予 伊予地区家族経営協定締結協議会員、
市町

伊予地区家族経営協定
締結協議会

とっとり⼥性農業者ネットワーク設⽴総会、研修会 1⽉16⽇(⽕) エキパル倉吉多⽬的ホール
（⿃取県倉吉市上井）

ネットワーク会員、関係機関 とっとり⼥性農業者ネット
ワーク

阿波アグリガールズラボ農業⼥⼦会 1⽉16⽇（⽕） EMILEエミールカルチャー＆マル
チスペース

若⼿⼥性農業者
農業分野に関わりのある⼥性 徳島農業⽀援センター

伊予市農⼭漁村男⼥共同参画社会づくり推進協議
会研修会 1⽉23⽇（⽕） 伊予市役所会議室

えひめ中央農業協同組合伊予ブロック⼥性部、
伊予漁業協同組合⼥性部、伊予市⽣活研究
協議会、あいネットワーク

伊予市農⼭漁村男⼥共
同参画社会づくり推進協
議会

⼤洲喜多地区⽣活研究会「会員交流会」 1⽉23⽇（⽕） ⼤洲市平公⺠館（調理室及
び和室）

⼤洲喜多地区⽣活研究会員 ⼤洲喜多地区⽣活研究
会員

旬菜フェスタ２０１８ 1⽉26⽇（⾦） 新居浜市⽴⼥性総合センター

⻄条・新居浜地区⽣活研究グループ員、⻄条
地区農業指導⼠、⻄条地区認定農業者等連
絡協議会員、⻄条地区⻘年農業者連絡協議
会員、新規就農者及び若⼿⼥性農業者、関係
機関・団体職員

⻄条・新居浜地区⽣活研
究協議会

平成２９年度岩国地域農⼭漁村パートナーシップ
推進⼤会 1⽉30⽇（⽕）

シンフォニア岩国　⼤会議室
（岩国市三笠町1丁⽬1－
1）

岩国地域農⼭漁村男⼥共同参画推進協
議会員、関係機関・関係者　約120⼈

岩国地域農⼭漁村男⼥
共同参画推進協議会
⼭⼝県岩国農林事務所
⼭⼝県柳井⽔産事務所

安芸・室⼾地区農村⼥性リーダーつどい
「明⽇へ男⼥ともに⼿をたずさえてのつどいin芸⻄」 1⽉31⽇（⽔） ⾼知県安芸郡⽥野町ふれあい

センター
農村⼥性リーダー他⼥性農業者、関係機
関

安芸・室⼾地区農村⼥性
リーダー協議会

岡⼭地⽅農⼭漁村はつらつ⼥性のつどい 2⽉1⽇（⽊） 岡⼭県備前県⺠局 岡⼭地域⼥性農業者 岡⼭地⽅農⼭漁村⽣活
交流グループ協議会

平成２９年度下関地域農⼭漁村⼥性のつどい 2⽉1⽇（⽊）
ＪＡ下関豊北町⽀所
（下関市豊北町⼤字滝部
3136-2）

下関農⼭漁村⼥性連携会議加⼊団体等 下関農⼭漁村⼥性連携
会議

伊予地区農業・⽣活研究フォーラム2018 2⽉1⽇（⽊） 砥部町⽂化会館

伊予地区農業経営者連合協議会、伊予
地区⽣活研究協議会、伊予地区⻘年農
業者連絡協議会、あいネットワーク、伊予地
区家族経営協定締結協議会

伊予地区農業・⽣活研究
フォーラム実⾏委員会
伊予地区農業改良普及
事業推進協議会

平成２９年度⻑⾨農⼭漁村⼥性のつどい 2⽉9⽇（⾦） ルネッサながと
（⻑⾨市仙崎818番地１）

⻑⾨農⼭漁村⼥性団体連携会議構成団
体会員、関係機関等

⻑⾨農⼭漁村⼥性団体
連携会議、⼭⼝県⻑⾨農
林事務所

宇和島市・⻤北地区⽣活研究協議会ネットワーク
「わくわく交流会」 2⽉9⽇（⾦） 愛媛県南予地⽅局（宇和島

市）

宇和島市⽣活研究協議会員
⻤北地区⽣活研究協議会員
ほか

宇和島市⽣活研究協議
会
⻤北地区⽣活研究協議

男⼥でつくる農⼭漁村いきいき活動展 2⽉13⽇（⽕）
〜2⽉16⽇（⾦） ⾹川県庁本館１階ギャラリー 県⺠ ⾹川県

H29年度⼤洲・内⼦家族経営協定締結者のつどい 2⽉15⽇（⽊） 内⼦⾃治センター多⽬的ホー
ル

⼤洲市及び内⼦町家族経営協定締結者、
⼤洲市・内⼦町農業委員、⼤洲・内⼦いき
いきネットワーク会員ほか

⼤洲・内⼦いきいきネット
ワーク、⼤洲市・内⼦町農
業委員会、県⼋幡浜⽀局
地域農業室

はちきん農業⼤学　終業式＆交流会 2⽉15⽇（⽊） ⾼知市「ラ・ヴィータ」 ⼥性農業者、関係機関など ⾼知県

平成２９年度宇部・美祢地域農⼭漁村⼥性のつど
い 2⽉21⽇（⽔）

万倉ふれあいセンター
（宇部市⼤字⻄万倉字宮ノ
下1672番地）

宇部・美祢地域農⼭漁村⼥性団体連携会
議構成団体会員、関係機関等

宇部・美祢地域農⼭漁村
⼥性団体連携会議

平成29年度農⼭漁村⼥性の⽇記念⾏事 2⽉21⽇（⽔） 徳島県吉野川合同庁舎

⽣活交流グループ員
⼥性農業者・⼥性起業家
⻘年農業者・指導農業⼠
関係機関　等

阿波吉野川⽣活交流グ
ループ協議会
徳島県東部農林⽔産局
〈吉野川〉

愛南農業者フェスティバル 2⽉22⽇（⽊） 愛南町御荘⽂化センター

管内認定農業者、管内⻘年農業者、愛南
⽣活研究協議会員、愛・レディースネット会
員、愛南町農業委員会、南宇和⾼校農業
科⽣徒

愛南町担い⼿協議会

三好地区農⼭村⼥性の⽇推進⼤会 2⽉27⽇（⽕） 東みよし町中央公⺠館
ＪＡ⼥性部
⽣活交流協議会
池⽥⾼等学校三好校
⻘年農業者，関係機関　等

三好地区農⼭村⼥性組
織連絡会
三好農業⽀援センター

明るい農⼭漁村づくりのつどい 3⽉2⽇（⾦） アクティブやない
（柳井市柳井3718-16）

柳井地域農⼭漁村⼥性連携会議構成団
体会員・農林⽔産関係団体等関係者・農
業委員・関係機関等

柳井地域農⼭漁村⼥性
連携会議・⼭⼝県柳井農
林事務所・⼭⼝県柳井⽔
産事務所

⼥性農業委員研修会 3⽉15⽇（⽊） ⾼知市内 県内⼥性農業委員
⾼知県農業会議
こうち⼥性農業委員リー
ダーネットワーク

中国
四国

近畿

東海農政局消費者の部屋特別展⽰
「3⽉10⽇は農⼭漁村⼥性の⽇です。」

3⽉1⽇（⽊）〜3
⽉11⽇（⽉） 東海農政局消費者の部屋 ⼀般（来庁者全般） 東海農政局

中国
四国

東海



別添

平成30年2⽉23⽇現在

地域 名称 期間 場所 参集範囲 主催 ＨＰアドレス

平成２９年度「農⼭漁村⼥性の⽇」関連⾏事等

熊本県認定農業者連絡会議⼥性部設⽴１０周年
記念式典及び
男⼥共同参画推進セミナー

1⽉23⽇（⽕）〜1
⽉24⽇（⽔）

（１）記念式典及びセミ
ナー、意⾒交換会【１⽇⽬：
１⽉２３⽇（⽕）】
「ザ・ニューホテル熊本」（熊本
市⻄区春⽇１丁⽬１３番１
号）

（２）現地研修【２⽇⽬：1
⽉２４⽇（⽔）】

（１）県内
市町村認定農業者協議会⼥性部会員・役
員等、市町村認定農業者協議会会⻑、各
市町村農業委員会関係者、賛助会員等
関係団体、県関係職員（地域振興局含
む）及び市町村事務局担当者、県担い⼿
育成総合⽀援協議会構成関係機関担当
職員等
（２）県外
全国認定農業者協議会会員、都道府県
認定農業者協議会会⻑・⼥性部⻑等
（23県）、市町村認定農業者協議会関
係者、全国農業会議所及び都道府県農業
会議関係職員等

・熊本県認定農業者連絡
会議「⼥性部」
・熊本県担い⼿育成総合
⽀援協議会

第４回ながさき⼥性農業者の集い 1⽉31⽇（⽔） L&Lホテルセンリュウ（⻑崎県
諫早市）

認定農業者、農業⼠、JA⼥性部、農業委
員、農地利活⽤推進委員、関係機関など

ながさき農業委員会⼥性
ネットワーク
⻑崎県農業経営改善ネッ
トワーク
⼀般社団法⼈⻑崎県農
業会議

平成29年度九州農政局農⼭漁村男⼥共同参画
推進セミナー ２⽉６⽇(⽕)

熊本県⺠交流館パレア（ 熊
本市中央区⼿取本町8番9
号）

⼥性農業者、⾃治体関係者、公募 九州農政局
http://www.maff.go.jp/kyusy
u/press/keiei/sien/180110.ht
ml

くまもとふるさと農⼭漁村フォーラム２０１８ ２⽉１⽇（⽊）
ホテル熊本テルサ　テルサホール
（熊本市中央区⽔前寺公園
２８－５１）

農⼭漁村の⼥性組織会員（ＪＡ⼥性部、
⽣活研究グループ、林業研究グループ⼥性
部、漁協⼥性部）市町村認定農業者連絡
会、地域営農組織、認定新規就農者、農業
委員、農業法⼈協会員、農業経営同友会
員、指導農業⼠、農協⻘壮年部、農業⼥性
アドバイザー、⻘年農業⼠、４Ｈクラブ員、林
業研究グループ員、指導林家、⻘年林業
⼠、認定事業体、普及指導協⼒員、指導漁
業⼠、⻘年漁業⼠、市町村、農業協同組
合、森林組合、椎茸農業協同組合、漁業協
同組合、県関係者等

くまもと農⼭漁村フォーラム
２０１８実⾏委員会
（熊本県農⼭漁村⼥性
組織連携会議、熊本県認
定農業者連絡会議、熊本
県農業会議、熊本県）

⼥性が集う「アグリカフェ」⽵⽥会場 2⽉2⽇（⾦） ⽵⽥市総合社会福祉センター 県内⼥性農業者、関係団体　等 ⼤分県、⽵⽥市、おおいた
ＡＦＦ⼥性ネットワーク

http://www.pref.oita.jp/site/oita-
aff-net/h29agricafe.html

⼤分県⼥性農業経営⼠養成講座第５回 2⽉9⽇（⾦）、2⽉
26⽇（⽉） ⼤分市内、由布市内 意欲ある⼥性農業者、関係団体等 ⼤分県

⼥性が集う「アグリカフェ」豊後⾼⽥会場 3⽉3⽇（⼟） 豊後⾼⽥市健康交流センター
花いろ

県内⼥性農業者、関係団体　等
⼤分県、豊後⾼⽥市、お
おいたＡＦＦ⼥性ネット
ワーク

http://www.pref.oita.jp/site/oita-
aff-net/h29agricafe.html

世界農業遺産・阿蘇の農業の未来を考えるシンポジ
ウム
第18回 全国菜の花サミット in 南阿蘇

平成30年3⽉9⽇
（⾦）〜10⽇

（⼟）

ホテルグリーンピア南阿蘇（熊
本県阿蘇郡南阿蘇村久⽯
4411-9）

⼀般

⼀般社団法⼈GIAHS
ライフ阿蘇、NPO法⼈
菜の花プロジェクトネッ
トワーク

http://aso-
agrisymposium2018.co
m/

九州

注：地域別⽇程順に掲載しています。


