母なる海の色・ブルーの古称である縹色は、広く深い母の愛をイメージさせます。
ひょうご女性未来会議では、未来に向けて羽ばたく女性たちを温かく見つめ、
心からエールを贈ります。
平成 15 年

平成 16 年

平成 17 年

平成 18 年

平成 19 年

平成 20 年

平成 21 年

田中 千洋さん （マラソン）
加古 美穂さん （播州歌舞伎）
八十 庸子さん （市民活動支援）
鈴木 まやさん （児童養護）
蓬莱 智子さん （酪農）
藪 まゆみさん （地域消防団）
嘉住 友子さん （子育て支援）
北浪 良佳さん （音楽(ジャズ))
多田 佳子さん （イラスト）
東
朋子さん （ＮＰＯ活動）
山口 由美さん （スポーツ）
和田 友紀さん （演劇）
佐藤 春美さん （高分子学）
末永 美紀子さん（子育て支援）
玉田 恵美さん （地域活動）
大封 香代子さん（農業）
長手 聖美さん （環境教育）
舩木 伸江さん （防災教育）
大滝 あやさん （環境教育）
野村 真波さん （スポーツ）
村井 さおりさん（地域活動）

平成 22 年

平成 23 年

平成 24 年

平成 25 年

平成 26 年

平成 27 年

川石 光代さん （杜氏）
増田 真樹子さん（障害者支援）
宮前 みゆきさん（バリスタ）
熊谷 恵利子さん（臨床道化師）
小林 恵さん
（林業）
山本 夏穂さん （スポーツ）
合田 三奈子さん（地域づくり）
的崎 睦子さん （スポーツ）
山下 陽子さん （食と健康）
大歳 久美子さん（伝統文化）
黒田 美福さん （農業）
廣嶋 千恵さん （児童福祉）
高橋 陽子さん （地域活動）
たみのともみさん（芸術）
飛田 敦子さん （NPO 活動）
瀧井 智美さん（ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ講師）
玉木 新雌さん （ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、地域振興）
防災女子神戸学院大学さん （防災）

様々な分野で活躍する兵庫の女性たちが集まり、ネットワークを広げ、エンパワーメントを図りながら、
誰もがその個性と能力を十分に発揮し、いきいきと暮らしていける社会の実現をめざす活動を行っています。
2002（平成 14）年に設立以来、県内各地で例会を開催し、異業種間の交流を図りながら、情報発信、
ネットワークづくりを進めています。
〈会員数 702 名（平成 27 年 10 月末現在）
〉
ひょうご女性未来会議事務局（兵庫県立男女共同参画センター内）
神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー７階
TEL ０７８－３６０－８５５０
FAX ０７８－３６０－８５５８
開催年
H14 設立総会
H15 第 1 回
第2回
第3回
H16 第 4 回
第5回
第6回
H17 第 7 回
第8回
第9回
H18 第 10 回

テーマ〈開催地〉
〈神戸市〉

第 12 回

食と農の架け橋
〈三田市〉
自然と環境
〈城崎町〉
H19 第 13 回
子育て支援
〈尼崎市〉
男女共同参画
〈姫路市〉
第 14 回
震災復興＆環境〈北淡町・東浦町〉
H20 第 15 回
ユニバーサル社会 〈加西市〉
第 16 回
甦る神戸〈神戸市〉
H21 第 17 回
ふるさとの未来づくり〈上郡町〉
第 18 回
丹波のぬくもり詩 〈丹波市〉
H22 第 19 回
健やかにこころ安らぐまちづくり
第 20 回
〈養父市〉

第11回

開催年

H23 第 21 回
第 22 回
〈加古川市〉 H24 第 23 回

みんなで考えようこどもの未来を

テーマ〈開催地〉
語らい・ふれあい・創りあい
〈神戸市〉

素敵に 元気に ええとこやん！おの

開催年

テーマ〈開催地〉

第 24 回
H25 第 25 回
第 26 回

協同のこころ～次の世代へ〈神戸市〉
絵本がつなぐ心と心 〈神戸市〉
音楽をとおして紡ぐ、未来へ
のネットワーク！ 〈伊丹市〉
＜ひょうご女性フォーラム＞
防災・減災、復興に女性の力を

〈小野市〉

女性よ！めざせ理工系 〈西宮市〉
ざ、おやつ
〈姫路市〉
輝け 女性の“のう・ぎょ！” 〈神戸市〉
共に築こう 輝く未来！〈淡路市〉
子どもを育むまちづくり 〈宝塚市〉
みんなきらきらつなごう未来へ 〈三木市〉
未来につなぐ
〈神戸市〉
つながる世代
〈芦屋市〉
ふるさとから夢を世界へ 〈篠山市〉
現在(いま)を生きる〈たつの市〉

H26 第 27 回

〈神戸市〉
第 28 回
H27 第 29 回

第 30 回

未来をになう子どもを育て
るために
（尼崎市）
女性の力で地域をエンパワ
メント～地に足をつけた
活動は健康から～ 〈姫路市〉
地域活動における女性の
光と影
〈神戸市〉

