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（無料・要
予約）

10：30～16：00
1Ｆパフォーマンス・
スペース ほか

10：30～16：00 1Ｆ ロビー

えほんのひろば
景品交換時間
11：00～16：30

マットの上で寛ぎながら絵
本を自由に読んだり、眺め
たりできるスペースです

協賛：不二製油株式会社/大塚製薬株式会社/
株式会社マックス/小林製薬株式会社/
キリンビバレッジ株式会社

Basil.sc

農家が作る
手作りバジルソース

黒にんにく専門店
大地の恵
3倍大きい大阪産（もん）黒にん
にくは、女性の方々に大好評。

はっぴいおかん

大阪いちじく使用オリジナル
食品。（いちじくチップなど）

開屋本舖株式会社

MOTTAINAIを美味しいに！

株式会社
マルヤファームプラス
マルヤファームの包近の桃を
使った酵素ドリンク。

マルシェスタイル
Marché style
今日の献立が決まる！&レパー
トリーが増える！

大阪府ファーム
レディネットワーク
大阪で活躍する女性農業者が
自慢の商品を販売します！

御菓子司
津村屋
メディア掲載多数！大阪産(も
ん)和菓子を特別販売。

原田屋の生ぎょうざ

季節を包む、地域を包む。原
田屋の生ぎょうざ。

Quiléle
よく切れ、長持ち、天然木を使っ
た自分だけのカッター。

豊中メゾンの会 株式会社
アトリエ アイ
服飾の力でエンパワーメント
の機会を提案します。

納豆ＢＡＲ
小金庵
食文化の中心・大阪から最高
の品質の納豆をご用意。

ミルメルシー
Mille Mercis

「玄米カイロ」でココロとカラ
ダを癒しませんか？

MILCA
お客様の声から生まれたコン
パクトケースです。

うるぷる赤ちゃん肌
体感コーナー
1200人の女性の声で商品化！
エキス濃度は50倍！

木下らんま店

伝統的工芸品「大阪欄間」の
技術技法で製作しています。

株式会社 f-pzl
ぬわずにかんたん。エフパズ
ルでかわいく脳トレ。

DOMIGO

ひっぱるとたちあがる、ふしぎ
なつみき DOMIGO。

ICIデザイン研究所

触覚から感性をはぐくむ知育
玩具「ノシリス」。

こさえたん

パンや雑貨など、障がい福祉
施設の製品を販売します。

井阪硝子製作所
ランプワークによるトンボ玉
アクセサリーと硝子動物。

一緒に
写真を
撮ってね！

9/2土

先着500人

OSAKA女性活躍推進

主催：大阪府、ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議　共催：ドーン運営共同体
OSAKA女性活躍推進会議構成団体（５０音順）：大阪商工会議所、大阪府、大阪労働局、公益社団法人関西経済連合会、
近畿経済産業局日本労働組合総連合会大阪府連合会、特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム ドーン キラリフェス 検索

女性の活躍応援イベント開催 in ドーンセンター

メインシンポジウム
 ７階ホール 定員/400人（申込先着順）

13：30～15：15

トークセッション

基調講演第2部

第1部「可能性は無限大！もっと女性が輝くOSAKAへ」

「経営戦略としての女性活躍推進」

朝原宣治さん
大阪ガス、2008年北京オリンピック
男子4x100mリレーの銀メダリスト

よしもとクリエイティブ・
エージェンシー

なるみさん 松井一郎
大阪府知事
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

岩田
喜美枝さん

朝原
宣治さん

なるみ
さん

06-6910-8005FAX.

インターネットで検索、もしくは右記QRより

府民お問合せセンター「女性活躍シンポ」係
※FAXの場合は、氏名（ふりがな）、ご職業、企業・団体名、電話番号を記入してください。

お問合せ先 >> 府民お問合せセンター 電話/06-6910-8001 FAX/06-6910-8005

無料

ドーン キラリシンポ 検索インターネットまたは
ファクシミリにて
お申込みください。

出演

岩田喜美枝さん 公益財団法人21世紀職業財団 会長講師

女性の活躍を応援！「キラリ」商品が勢揃い！

働く女性・働きたい女性のための 予約
優先無料

「お悩み」相談会
裏表紙へ >>中面へ >>

申込みサイトへ

スタンプラリー

無料
体験

無料
体験

無料
体験

無料
体験

有料
体験

家族で楽しめるイベントを開催。ぜひご家族連れでお越しください

女性の活躍を応援！「キラリ」商品が勢揃い！！

素敵なプレゼントがもらえる！

も
ず
や
ん
が

  

やって
く
る

〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目3番49号

・京阪・地下鉄谷町線「天満橋」駅1番出口から東へ350m
・JR東西線「大阪城北詰」駅2号出入口から西へ550m
・市バス「京阪東口」からすぐ

大阪府立男女共同参画・青少年センター

ドーンdeキラリ フェスティバル  会場アクセス



※原則、申込先着順で参加を受け付けます。　※FAX・メールでのお申込みに必要な記載内容は、ホームページ等で確認してください。　※終了時刻は前後する可能性があります。

就職・起業・経営相談、生活の悩み、職業訓練、法律相談、
職場のハラスメントなど女性を取り巻く様々な悩みについて、
各分野の相談に携わっている職員が相談に応じます。

働く女性・働きたい女性のための

「お悩み」相談会
予約
優先無料

両日 10：00～16：50
（受付は16：00まで）

4Ｆ中会議室① ほか

インターネットまたはFAXでお申込みください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/topic/onestop.html

主催：大阪府・ＯＳＡＫＡしごとフィールド女性活躍支援ネットワーク会議
大阪府男女参画・府民協働課 TEL.06-6210-9321

大阪府 男女トピックス 検索

06-6210-9322FAX.
※FAXの場合は、相談希望日、時間、氏名（ふりがな）、
　連絡先電話番号、相談のおおまかな内容を記入してください。

お問合せ先

《対象》女性、
女性の”働く”に関わる人など

合同企業説明会「ハッピーJOBフェア」

9/1 金 9/2 土

女性採用に積極的な
大阪府「男女いきいき・元気宣言」登録事業者や
大阪市「女性活躍リーディングカンパニー」
認証企業が集結し、求職中の女性との
マッチングを進めます。

10：00～16：00
４F 大会議室③
《対象》求職中の方

要
予約

無料

大阪府雇用推進室就業促進課 TEL.06-6360-9073
大阪市市民局雇用・勤労施策課 TEL.06-6208-7351

お問合せ先

予約
優先

無料

予約
優先

無料

要
予約

無料

主催：大阪府・大阪商工会議所

協力：小林製薬株式会社

要
予約

無料

予約
優先

無料

※材料がなくなり次第終了

当日
受付

一部
有料

無料

当日
受付

※ヨガマットレンタル
　希望の方は、別途１００円

お問合せ先

大阪府男女参画・府民協働課
TEL.06-6210-9321

無料

要
予約

主催：大阪府・大阪府立大学女性研究者支援センター・
大阪府立大学ダイバーシティ研究環境研究所・
南大阪地域大学コンソーシアム

予約
優先

有料

※１週間前までに事前予約が必要です。
（ただし、状況により空きがあれば当日受付も可能。）
※予約後にキャンセルされる場合は必ずご連絡ください。

※オムツ、飲食物については持ち込みとし、食事介助は行いません。

《対象》生後6カ月～小学校就学前

イベントに参加される間、無料でお子様をお預かりします。

9/1（金）/9：30～17：30
9/2（土）/9：30～16：30
３F 保育スペース 「こどものへや」

9/1 2金 土

要
予約無料

人材確保につながる！
企業主導型保育施設事例紹介セミナー

事業所内保育施設に関する事例紹介を実施します。15：30～17：00
１F パフォーマンススペース

《対象》企業の経営者、
管理職、人事担当者など

OSAKAしごとフィールド TEL.06-4794-9198お問合せ先

保育士復職応援セミナー
就業に向けた現役の保育士との意見交換会や、
ヨガを通したメンタルヘルス対策・保育に活かせる
キッズヨガ体験を行います。

10：00～12：00
４F 大会議室①

《対象》保育士の仕事に関心のある方

大阪府保育士・保育所支援センター（大阪府受託事業） TEL.06-6762-9006お問合せ先

50人定員
ホームページ / TEL.06-6762-9006予約

50人定員
ホームページ予約

要
予約

無料トップリーダーセミナー
女性役員の登用や人材育成に積極的に取組む企業や
労働組合のトップが企業経営について語ります。15：30～

５F 大会議室②
《対象》

連合大阪構成組織三役等役員

日本労働組合総連合会大阪府連合会（連合大阪） TEL.06-6949-1105お問合せ先

30人定員
FAX.06-6944-0055予約

要
予約

無料しごと力向上セミナー「チャレンジ会」
大阪府が開発した、女性が働き続けるために必要な
”しごと力”（全8科目）のうち、1科目のエッセンスを
お試し体験できるセミナー。

15：30～17：30
４F 中会議室③
《対象》企業の経営者、
管理職、人事担当者など

関西経済連合会労働政策部 TEL.06-6441-0103お問合せ先

30人定員
ホームページ予約

要
予約

無料
女性、若者採用に向けた
「自社の魅力発見ワークショップ」決起会

人材確保に欠かせない、「自社の魅力」を明らかにする
ワークショップの第1回目。社内を巻き込み、
参加企業間で刺激し合えるよう、目指す姿を共有します。18：30～20：00

７F ホール
《対象》職場環境改善のための
プログラム（パッションプログラムⅠ）
受講企業または製造業、運輸業、
建設業の方で見学希望者 ＯＳＡＫＡしごとフィールド TEL.06-4794-9198お問合せ先

250人定員
ホームページ予約

要
予約

無料
企業向けセミナー
「ＳＴＯＰ！マタハラ・パワハラ」
～男女がともにいきいきと働き続けられる職場づくり～

職場におけるハラスメントの予防・解決をテーマに、
基礎知識を学び、実践的なワークも交えたセミナーで、
男女がともに働きやすい職場づくりを考えましょう。

15：30～16：50
５F 特別会議室

《対象》企業の経営者、管理職、
人事労務担当者、その他関心のある方

大阪府総合労働事務所 TEL.06-6946-2604お問合せ先

50人定員
FAX.06-6946-2635
メール sogorodo@sbox.pref.osaka.lg.jp予約要

予約

無料女性活躍推進セミナー
女性活躍の取組みを後押しする助成金、
改正育児・介護休業法等についてご説明します。10：00～12：00

５F 特別会議室
《対象》

企業の人事労務担当者など

大阪労働局雇用環境・均等部 指導課 TEL.06-6941-8940お問合せ先

80人定員
ホームページ予約

子育て中のしごと応援セミナー
～働きたい全ての女性を応援します！～

時短家事や夫婦の家事分担、
ワーク・ライフ・バランスなどを
テーマにした、就職・継続就業に役立つイベント

10：30～12：00
１Fパフォーマンススペース

《対象》
すべての年代の女性

10：30～12：00
5F 大会議室②

《対象》
概ね20～30代の女性

大阪府雇用推進室就業促進課 TEL.06-6360-9073
大阪市市民局雇用・勤労施策課 TEL.06-6208-7351

大阪府男女参画・府民協働課 TEL.06-6210-9321

お問合せ先

40人定員
ホームページ予約

～心とカラダのセルフケア術～働く女性の健康を応援！
子育てをしながら働く、小林製薬株式会社の『働く先輩ママ』の
お話を通じて、女性の健康と働き方について考えてみませんか。
アンケートにお答えいただいた方にお土産あり。

お問合せ先

40人定員 ホームページ予約

女性社員のキャリアアップに役立つ
「リーダーシップを発揮する対話スキル」
強化セミナー

リーダーシップは管理者限定のスキルではありません。
女性がキャリアを重ねる上で有効な“相手の行動を変える
対話スキル”を身につけ、周りをうまく巻き込む秘訣を伝授します。15：30～18：00

４F 大会議室①

《対象》
全女性社員

大阪商工会議所 研修担当 TEL.06-6944-6421お問合せ先

５０人（１社２人まで）定員
ホームページ / FAX.06-6944-5188予約

お一人/3,000円 大阪商工会議所会員の方は 価格

身近なもので揃える家庭の防災
～女性の視点で防災を考えてみよう！～

平日の昼間に災害が発生したら・・？
女性の視点で災害への「備え」について考えてみませんか。
100円ショップ等で買えるお役立ちグッズを紹介！
非常食のプレゼント付き。

10：30～12：30
５F 大会議室②

《対象》どなたでも
（主婦・主夫、子育て中の方など）

大阪府男女参画・府民協働課 TEL.06-6210-9321お問合せ先

50人定員
ホームページ / FAX.06-6210-9322予約

男性も家事・育児でもっと活躍できるはず！
料理を通じて親子の絆を深めませんか？
子育て中のお父さん同士の
交流の機会も提供します。

①10：00～12：30
②13：30～16：00

４F 調理室

《対象》男性とその子ども
（４歳～小学６年生）

大阪府男女参画・府民協働課 TEL.06-6210-9321お問合せ先

各回親子
４～６組程度

定員

ホームページ予約

500円（材料費）価格

要
予約

有料気軽に気楽にゆっくりくつろぎヨガ（少人数教室）
女性のココロとカラダを整えるヨガ体験。
初心者も気楽に参加していただける少人数教室です。
身体が硬くでも大丈夫。ドーンセンター主催の
ヨガ教室の特別講座です。

午前の部
10：30～11：30

午後の部
15：00～16：00

４F 和室
《対象》女性のみ

ドーン運営共同体 ＴＥＬ.０６-６９１０-８５００お問合せ先

各部 ８人程度定員

FAX.０６-６９１０-８７７５ / 来館予約

１,０００円
価格

上映会
「Ｇｉｒｌ Ｒｉｓｉｎｇ～私が決める、私の未来～」

９カ国から９人の女の子が登場、各国出身の
ディレクターが取材し、全て実話に基づいて制作。
世界の女の子たちの現状を知り、
日本にも共通する問題を考えてみませんか。

１回目 １０：30～
２回目 １４：00～
５F 視聴覚スタジオ

《対象》どなたでも

ドーン財団 TEL.06-6910-8615お問合せ先

各回 ５０人定員
TEL.０６-６９１０-８６１５予約

５００円価格

理系女に聞く！ 理系のミリョク
～理系のミになる話～

リケジョ

大阪府立大学の理系女子大学院生チーム
「IRIS（アイリス）」が理系の魅力について語り、
グループトークで皆さんの疑問にお応えします。
理系女（リケジョ）の現状を知る絶好の機会です。14：00～16：00

４F 大会議室①

《対象》理系進学を考えている、
理系か文系かを迷っている女子高校生、

女子中学生、保護者、教員

大阪府男女参画・府民協働課 TEL.06-6210-9321お問合せ先

女子高校生・中学生 40人
保護者・教員 10人程度定員

ホームページ / FAX.06-6210-9322予約

保育士復職応援セミナー
就業に向けた現役の保育士との意見交換会や、
ヨガを通したメンタルヘルス対策・保育に活かせる
キッズヨガ体験を行います。10：00～12：00

４F 大会議室①

《対象》
保育士の仕事に関心のある方

大阪府保育士・保育所支援センター（大阪府受託事業） TEL.06-6762-9006お問合せ先

50人定員
ホームページ / TEL.06-6762-9006予約

「木の素材」遊び
触れて楽しめる木のおもちゃで遊んだり、持ち帰りできる
小物を製作できます。木は素材になっても生きています。
その温もりを感じてみませんか？
「木の一言クリップ」「木のストラップ」製作

10：30～16：00
４F 中会議室③

《対象》
お子様連れの方、他、どなたでも

ドーン運営共同体 ＴＥＬ.０６-６９１０-８５００お問合せ先

先着順定員

木の素材小物製作
1個 ３００円

価格

当日
受付

有料

有料

簡単！可愛い！ ヒーリングキャンドル作り
世界でひとつだけの
オリジナルキャンドルを作りませんか？
カラフルなカラーキューブから
好きな色を選んで型に入れて作ります。
２歳のお子様から作っていただけます。

10：30～16：00
４F 中会議室③

《対象》
お子様連れの方、他、どなたでも

ドーン運営共同体 ＴＥＬ.０６-６９１０-８５００お問合せ先

先着順定員

参加費 1,000円（キャンドル１個つき）
キャンドル追加 1個500円
親子でお越しの場合、お子様の参加費は不要で、
キャンドル追加個数分の料金となります。

価格

主催：大阪人材確保推進会議・ＯＳＡＫＡ女性活躍推進会議

詳細・お申込みはこちら ドーン キラリフェス 検索

15人程度定員 ホームページ予約

9/1金 2土

要
予約

有料
お父さんのための親子料理教室

要
予約

※一部無料

無料


