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第22回はつらつ林業女性交流会
１月29日(水)

～30日(金)

国立オリンピック記念青少年総合セン

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/rinken/index.html

ＪＡ都道府県女性組織会長事務局合同会議
２月28日（木）

～３月１日(金）
東京都千代田区大手町　ＪＡビル ＪＡ都道府県女性組織会長事務局 ＪＡ全国女性組織協議会

舞台「私、農業始めます！」
２月26日（火）

～３月３日(日）

シダックスカルチャーホールA（東京都

渋谷区神南1-12-10）
一般 ★

舞台・農業女子製作委員会（美カルチャー

ジャパン内）

https://nougyoujoshi.

maff.go.jp/event/e_ot

her/15312/

第24回全国青年・女性漁業者交流大会
２月28日(木)

～３月１日(金)

ホテルグランドアーク半蔵門

（東京都千代田区）
全国の漁業者および関連団体 ＪＦ全漁連

未来農業DAYｓ ３月８日（金）
東京国際フォーラム

（東京都千代田区）

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.mirainog

yodays.org/

全国生活研究グループ連絡協議会　第55回総

会
３月９日（土）

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

/support/farmers/zenk

eng/

ふるさとの食にっぽんの食全国フェスティバル
３月９日(土)

～10日（日）
東京都渋谷区神南　代々木公園 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

農業女子プロジェクト「大農業女子会」 ３月14日（木） 農林水産省本館 農林水産省農業女子プロジェクトメンバー 農林水産省農業女子プロジェクト事務局

きたひとネット フォーラム2018
１月13日(日)

～１月14日(月)
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31年度北海道女性指導農業士研修会 ２月20日（水） ホテルポールスター札幌 北海道指導農業士、農業士 北海道指導農業士協会

平成30年度秋田県青年・女性漁業者交流大会 １月22日（火）
秋田県生涯学習センター

（秋田県秋田市）

県内漁業者、水産関係団体、県内沿海

市町、秋田県

秋田県、

秋田県漁業協同組合

平成30年度　農林漁業に携わる若手女性の交

流会
１月29日（火）

盛岡グランドホテル

（岩手県盛岡市）

農林漁業に従事している岩手県内の女

性、関係機関・団体等
岩手県（農林水産部農林水産企画室）

http://www.pref.iwate

.jp/event/moyooshi/07

0024.html

2019農山漁村パートナーシップ推進宮城県大会 １月29日（火）

多賀城市文化センター

（宮城県多賀城市中央2丁目27-

1）

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30年度「農山漁村女性の日」青森県大会 ２月12日(火） ホテル青森 農林漁業者、関係機関・団体の職員 青森県

やまがた農業女子ネットワーク

キックオフミーティング
２月15日（金）

山形市健康保健センター

（山形県山形市）
女性農業者、関係機関 やまがた農業女子ネットワーク

ぐんま農村男女に輝くフェスティバル １月15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、青年農業士、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30年度アグリ女性部実践活動研修会 １月28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

平成30年度千葉県農山漁村女性リーダー研修

会
２月13日（水） 千葉県文書館

千葉県農山漁村女性団体ネットワーク会

員、千葉県農山漁村いきいきアドバイ

ザー、関係機関

千葉県

平成30年度茨城県女性農業士通常総会 ２月25日（月）
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

ＮＡＧＡＮＯ農業女子ウィンターミーティング(仮

称)
２月28日(木) えんぱーく(長野県塩尻市) 県内若手女性農業者 長野県

関東農政局「消費者の部屋」2、3月特別展示

①2月15日(金）

～3月1日（金）

②3月１日(金）

～3月15日(金）

①さいたま新都心合同庁舎２号館

②埼玉県男女共同参画推進セン

ター

一般（来庁者全般） ★ 関東農政局

平成30年ちば県女性農業者ネットワーク第１回

研修会
３月５日（火） 千葉県教育会館

ちば県女性農業者ネットワーク会員、県内

女性農業者、関係機関
千葉県、ちば県女性農業者ネットワーク

ねりまde女子マルシェ ３月９日（土）
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

長野県農村生活マイスター協会総会及び研修会 ３月19日(火) 長野県庁内会議室(長野県長野市) 長野県農村生活マイスター協会会員他 長野県農村生活マイスター協会

農業女性ネットワークフォーラム ３月20日（水） 静岡市
県内の農業女性及び農業に興味のある一

般女性等
静岡県

農村女性ネットワークながの総会及び研修会 ３月22日(金) 長野県庁内会議室(長野県長野市) 農村女性ネットワークながの会員他 農村女性ネットワークながの

平成30年度「農山漁村女性の日」関連行事等

全国

北海道

東北

関東
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平成30年度「農山漁村女性の日」関連行事等

キラキラ農Lifeミーティング １月30日（水）
新潟市秋葉区

新津健康センター

新潟地域(新潟市・五泉市・阿賀町)の若

手女性農業者及び関係機関

・新潟県新潟地域振興局農林振興部

・新潟地域若手女性農業者ネットワーク「キラ

キラ農Life」

平成30年度農山漁村男女共同参画推進大会 ２月19日（火）
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

新潟県農村地域生活アドバイザー連絡会総会及

び研修会
３月7日（木） 新潟県自治会館

新潟県農村地域生活アドバイザー連絡会

会員、賛助会員、関係者
新潟県農村地域生活アドバイザー連絡会

上越女性農業者の集い ３月12日（火） 上越市市民プラザ

農村地域生活アドバイザー

女性農業者

関係機関・団体他

上越地域振興局農林振興部

上越農村地域生活アドバイザー連絡会

平成30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15日（金） 富山県民会館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

東海
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。」

２月13日（水）

～25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

http://www.maff.go.jp

/tokai/shohi/seikatsu/

heya/tokubetsu/index.

html

「畑女子in京都丹波」研修会＆意見交換会 ２月7日（木） 京都府園部総合庁舎 「畑女子in京都丹波」メンバー、関係機関 京都府

平成30年度ひょうごの農とくらし研究発表大会

(※大会内で、ひょうご農業女子交流会を開催）
２月7日（木）

神戸新聞松方ホール

(兵庫県神戸市）

生活研究グループ会員、女性農業者、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

(一部、ひょうご農業女子交流会企画実行委

員会と共催）

平成30年度むらとくらしを考える会議 ２月19日(火) 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

平成30年度南あわじ市農業女子フェス会 ２月19日（火）
吉備国際大学志知キャンパス

（兵庫県南あわじ市）

南あわじ市農業女子メンバー、次世代農

業女子、女性農業教室受講生
南あわじ市農業再生協議会

わかやま農業女子ネットワークワークショップ ２月21日（木） 財部会館（御坊市） わかやま農業女子ネットワークメンバー 近畿農政局和歌山支局

京の農林女子ネットワーク　視察研修会 ２月25日（月） 京都府農林水産技術センター
京の農林女子ネットワークメンバー、丹後王

国、関係機関など
京都府

平成３1年大阪府ファームレディネットワーク総会

及び研修会
２月26日（火） ＪＡ大阪中河内営農総合センター ファームレディネットワーク会員 大阪府ファームレディネットワーク

京都府各地域生活研究グループ連絡協議会総

会

３月４日（月）

～22日（金）の

各日で開催

京都府総合庁舎、各市町、JA施設

等

地域生活研究グループ連絡協議会グルー

プ員、関係機関
各地域生活研究グループ連絡協議会

全国ウメ生産者女性サミット2019 in 五條
３月９日（土）

～10日（日）
リバーサイドホテル

全国女性梅生産者、関係団体・企業、行

政機関、JAならけん・梅加工業者・一般消

費者

第4回全国ウメ生産者女性サミット実行委員

会・奈良県果樹研究会・一般社団法人自治

総合センター

京の農林女子ネットワーク交流会と便利機能グッ

ズ試作品発表会

３月13日（水）

～15日（金）の

いずれかで調整中

京都府庁周辺
京の農林女子ネットワークメンバー、商品開

発協力企業、丹後王国、関係機関など
京都府

農山漁村女性ビジョン地区連絡会議 １月11日（金） 八幡浜支局

管内JA女性部長、管内生活研究協議会長、管

内認定農業者等連絡協議会長、管内青年農

業者連絡協議会長、農業指導士、農業委員

会、管内市町、JA担当課職員

愛媛県

旬菜フェスタ2019 １月23日（水） 西条市中央公民館

西条・新居浜地区生活研究グループ員、西条地

区農業指導士、西条地区認定農業者等連絡

協議会員、西条地区青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

西条・新居浜地区生活研究協議会

岡山地方農山漁村はつらつ農業者のつどい １月30日（水） 岡山県備前県民局 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

岡山地域農業技術者連絡協議会

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31日（木） サンメッセ香川 農業者、関係機関等 香川県
https://ja-

jp.facebook.com/sakur

ahime.network/

安芸・室戸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芸西」
１月31日（木）

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・室戸地区農村女性リーダー協議会

輝く女性グループ活動事例交流会 ２月４日（月） 徳島県立総合教育センター
鳴門市・板野郡管内女性農業者、その他

関係機関
鳴門藍住生活交流協議会、徳島県

https://www.facebook

.com/yoshinogawa.no

ugyoushien

平成30年度長門農山漁村女性のつどい ２月６日（水）

ラポールゆや

（山口県長門市油谷新別名

10833）

長門農山漁村女性団体連携会議構成団

体会員、関係機関等

長門農山漁村女性団体連携会議、山口県

長門農林水産事務所

伊予地区農業・生活研究フォーラム2019 ２月６日（水） 松前総合文化センター

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、伊予地区青年農業者連絡

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

近畿

北陸

中国

四国
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平成30年度「農山漁村女性の日」関連行事等

「一次産業女子ネットワーク・さくらひめ」パワーアップ

交流会
２月７日（木） 松山市　ザ・グライト

一次産業女子ネットワーク・さくらひめ

メンバー・ネクストメンバー・サポーター・関係

者

愛媛県

平成30年度下関地域農山漁村女性のつどい ２月８日（金）

下関市立川棚公民館

（山口県下関市豊浦町大字川棚

6167番地2）

下関農山漁村女性連携会議加入団体会員、

関係組織の女性リーダー、関係機関、団体職員

等

下関農山漁村女性連携会議

はちきん農業大学　終業式 ２月12日（火） 高知市「ラ・ヴィータ」 女性農業者、関係機関など
高知県

農山漁村女性ビジョン東予地区連絡会議 ２月15日（金） 東予地方局西条庁舎

管内JA女性部長、管内生活研究協議会長、管

内認定農業者等連絡協議会長、管内青年農

業者連絡協議会長、管内市、JA担当課職員

愛媛県

平成30年度岩国地域農山漁村パートナーシップ

推進大会
２月15日（金）

シンフォニア岩国

（山口県岩国市三笠町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

岩国地域農山漁村男女共同参画推進協議

会、山口県岩国農林水産事務所

オレンジフェスタ2019 ２月17日（木） 八幡浜みなっと　みなと交流館

八西生活研究協議会・ＪＡにしうわ女性部・八

西ブロック漁協女性部協議会・八幡浜市連合婦

人会・八西地区青年農業者連絡協議会・一般

消費者

★

八西生活研究協議会

後援：シトラスブーケ（ＪＡにしうわ女性部・八西ブ

ロック漁協女性部協議会・八幡浜市連合婦人会・八

西生活研究協議会）

柳井地域農山漁村女性のための学習会 ２月21日（木）

田布施町商工会館サリジェ

（山口県田布施町下田布施814-

1）

柳井地域農山漁村女性連携会議構成団体会

員、農林漁業女性、女性農業委員、関係機関

等

柳井地域農山漁村女性連携会議、山口県

柳井農林水産事務所

次代の農業をリードするアグリレディ活動展
２月22日（金）

～24日（日）
イオンモール綾川 一般来場者 ★ 香川県

三好地区農山村女性の日推進大会 ２月27日（水） 東みよし町中央公民館

三好地区生活交流協議会

ＪＡ阿波みよし女性部

三好アグリクラブ

池田高等学校三好校

関係機関

三好地区農山村女性組織連絡会

三好農業支援センター

https://pasona-

nouentai.co.jp/event/1
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平成30年度農山漁村女性の日記念行事 ２月28日（木） 徳島県吉野川合同庁舎
生活交流グループ員、女性農業者、新規

就農者、青年農業者等

徳島県吉野川農業支援センター

阿波吉野川生活交流グループ協議会

第１回さが農業女子サミットinうれしの １月11日(金) 嬉野市社会文化会館リバティ 県内女性農業者、関係機関等 佐賀県農業士会、嬉野市、佐賀県

平成30年度福岡県農村女性グループ連絡研究

会起業化研修会
１月22日（火）

福岡東総合庁舎（福岡市博多区

博多駅東１丁目１７番１号）

福岡県農村女性グループ連絡研究会会

員
福岡県農村女性グループ連絡研究会

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（長崎県諫早

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

長崎県農業経営改善ネットワーク

一般社団法人長崎県農業会議

くまもとふるさと農山漁村フォーラム２０１9 ２月６日（水）

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、

農協青壮年部、農業女性アドバイザー、青年農

業士、４Ｈクラブ員、林業研究グループ員、指導

林家、青年林業士、認定事業体、普及指導協

力員、指導漁業士、青年漁業士、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２０１9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）

ひた　あぐり　かふぇ ２月20日（水） 日田市桂林公民館 農山漁村女性、関係者等 大分県、日田市

平成30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26日(火)

熊本県民交流館パレア（ 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

/kyusyu/press/keiei/si

en/190117.html

大分県農山漁村食文化研修会 ３月８日（火） 大分県農業文化講演 農山漁村女性、関係者等 大分県

注：地域別日程順に掲載しています。

九州

中国

四国

3
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