
大阪府　女性に役立つ情報 検索

女性のためのコロナ禍に関連する情報サイトコロナ禍に関連する情報サイト
さまざまな相談窓口を、女性の視点でとりまとめた
「女性のためのコロナ禍に関連する情報サイト」を開設しています。

大阪府や国が開設しているさまざまな相談窓口等を紹介しています。
また、必要な情報が見つからない場合のため、
お問合せフォームも設置しています。
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ドーン deキラリ 2days 2022 事務局
大阪府府民文化部男女参画・府民協働課
TEL：06-6210-9321
FAX：06-6210-9322

検索

●Osaka　Metro谷町線・京阪
　「天満橋」駅1番出入口から
　東へ約350m

●JR東西線「大阪城北詰」駅
　2号出入口から西へ約550m

●大阪シティバス「京阪東口」
　からすぐ

府民お問合せセンター TEL.06-6910-8001（平日9:00～18:00） ※原則、電話での参加申込受付は行っておりませんお問合せ先

参加者の皆様におかれまし
ても、マスクを着用いただく
とともに、咳・発熱等の症状
がある場合は参加見合わせ
ていただきますようお願い
申し上げます。

マスク

室内換気等の必要な対策を
講じた運営により実施しま
す。

換気・消毒

ドーンセンター館内で検温
を実施いたします。37.5度
以上の方はご参加いただけ
ませんのでご了承くださ
い。

検 温
新型コロナウイルス感染症
の拡大状況によっては、イ
ベントの中止、延期、変更の
可能性があります。最新情
報はホームページでご確認
ください。

最新情報

参加にあたっては、国の接触
確認アプリ「COCOA」の導入
または大阪コロナ追跡システ
ムへの登録をお願いします。

コロナ追跡システム

「仕事や生き方」「DV、性犯罪・性暴力」「健康」「経済面」
「労働」「教育・子育て・子ども」「ひとり親」「虐待」
「妊娠・不妊」「人権」のカテゴリーに分けて、

登録後、万が一ご自身の感染が判明したときは、
大阪府からの案内に従って、登録したメールアドレスと
発症日を、大阪府にお知らせください。

登録した施設・イベントに感染者がいたことがわかったとき

大阪府から注意喚起のメールが届きます。

来場した施設にて、ご自身の
スマートフォン等のカメラで、
コードを読み取ってください

方法でメールアドレスを登録してください

ステップ

ステップ

１

２

①

②

登録完了！

登録完了メールが自動返信
されるので、確認してください

ステップ ３ ③

登録するのは
メールアドレス
のみです！

メールアドレスを
入力せず登録

メールアドレスを
入力し登録又は

メールソフト
（メ－ルアプリ）が
起動し、空メールを
送信することで
登録されます。

メールソフト
（メ－ルアプリ）を
使わず、メール
アドレスを自分で
入力することで登録されます。

表示された画面から、次のいずれかの

登録の仕方

9/16(金）・17(土）

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、一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団、
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、
公益財団法人２１世紀職業財団（関西事務所）、
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

申込メール
フォームへ

《対象》原則生後6カ月から小学校就学前
（小学生のお子様はお問合せください）
※着替え、オムツ、お茶など、お子様に必要なものをご持参ください。
　食事介助は行いません。
　申込先着順とし、会場定員に達した場合はご利用いただけません。

申
込
・
お
問
合
せ

両日とも9:30～16:30  

9月8日（木） 17：00までに電話／メール
ドーンセンター２階 総合受付(ドーン事業共同体)
TEL.06-6910-8500(火～日 9:00～17:00)
メール hoiku@dawncenter.jp　　
メール本文に
①申込者氏名・ふりがな、②電話番号、③メールアドレス、
④希望利用日時、⑤参加事業番号・事業名、
⑥お子様のお名前・ふりがな・生年月日・性別・アレルギーの有無を記入

F1

S1

9/16
9/17

金

土

定員20人程度要申込 9/8（木）まで

主催：大阪府、OSAKA女性活躍推進会議
共催：ドーン事業共同体（ドーンセンター指定管理者）、
　　 関西女性活躍推進フォーラム

2days 2022

コロンビア大学国際公共政策大学院修了。国連開発計画（UNDP）でジェンダー
平等と女性のエンパワーメントの推進を担当し、世界各地で、女性の教育、雇用・
起業、政治参加などのプロジェクトを手掛けた。
現在は、グローバルとローカルをつなぐ専門家として、政府、自治体、企業、ＮＰＯ、
メディアで幅広く活躍中。
内閣府男女共同参画会議専門調査会委員、兵庫県豊岡市ジェンダーアドバイザー、
関西学院大学客員教授等を務める。

女性活躍推進セミナーー午後の部ー
基調講演 男女いきいき事業者表彰 受賞企業事例発表

アンコンシャス・バイアスを
　　　　　　　乗り越えろ！
～わたし、職場、社会が取るべきアクションとは？～
講師 ： 大崎 麻子氏（NPO法人 Gender Action Platform 理事）

基調講演

株式会社 関西みらい銀行
株式会社 ダイアナ

大阪府男女いきいき事業者表彰 受賞企業による事例発表

F7

14：00～15：40 
5F 特別会議室
定員 ： 来館80人　
　　　 WEB定員なし

来館・WEB

要申込

詳細サイトへ

その他、各種セミナー、合同企業説明会など、
多彩なイベントを開催

その他、各種セミナー、合同企業説明会など、
多彩なイベントを開催

9 16
金

YouTubeライブ
でも同時配信！

（後日アーカイブ配信予定）

9 17
土

新型コロナウイルス
感染症予防対策

について

《対象》

どなたでも 定員 ： 来館500人　
　　　 WEB定員なし

11：00～12：00 11：00～12：00 
７Fホール

S10

《対象》

どなたでも

お問合せ先 府民お問合せセンター　TEL.06-6910-8001
申込 ホームページ

主催 大阪府・OSAKA女性活躍推進会議

府民向けトークショー

詳細サイトへ
要申込 お子様OK来館・WEB

お問合せ先 府民お問合せセンター　TEL.06-6910-8001

主催 大阪府・OSAKA女性活躍推進会議

申込 ホームページ

出演 ： イシバシハザマ（石橋尊久氏、ハザマ陽平氏）

おとう飯（はん）始めよう！
～みんなで家事シェアやってみよう～

リーズナブルな材料で手早く簡単にできて美味しい料理を「おとう飯（はん）」と
命名し、「おとう飯（はん）」を作ることから男性の家庭参画を始めようというキャ
ンペーンです（内閣府男女共同参画局実施）。
イシバシハザマの石橋尊久氏を「おとう飯（はん）大使」に任命し、内閣府のホー
ムページで美味しい「おとう飯（はん）」を紹介しています。

「おとう飯（はん）」とは…

「おとう飯（はん）」キャンペーンホームページ
https://www.gender.go.jp/public/otouhan/index.html

夫婦が本音で話せる魔法のシート　〇〇家作戦会議
https://www.gender.go.jp/public/sakusenkaigi/index.html

グランドピアノをご用意しております。
ご自由に演奏ください。

ストリートピアノ
9/16(金）

1Fパフォーマンススペース 
利用時間 9：30～12：00、15：00～17：00

OSAKA女性活躍推進OSAKA女性活躍推進

9月16日㊎・17日㊏ in ドーンセンター



事業番号
（金曜日はF○、
土曜日はS○と
表示しています。）

F○ S○
主に女性向け 主に企業向け どなたでも

F3
10:00 

F4
女性活躍推進セミナー・午前の部
「改正育児・介護休業法等説明会」

10:00

F5

10:30 企業向けセミナー 女性が輝く組織づくり

明治安田グループにおける、女性活躍を後押しするための環境づ
くりや実際のグループ各社の展開事例についてご紹介いたします。
講師：明治安田生命保険相互会社　松尾 つぐみ氏、福元 歩氏
　　 （第3回大阪府「男女いきいき事業者表彰」優秀賞受賞)
申込 ホームページ

お問合せ先 OSAKAしごとフィールド　TEL.06-4794-9198

10:00 制度×想い×データで目指す、
誰もが自分らしく働ける会社へ

SAPジャパンは、「世界をより良くし、人々の生活を向上させる」というPurposeのもと、
職場のDE&Iと、オフィスからでもリモートでも働けるハイブリッドワークを推進していま
す。人事制度に加え、継続的なデータ分析、社員の想いと意識を広げていく活動を通し、
誰もが自分らしく働ける会社の実現に向けた取組みをご紹介します。
講師：SAPジャパン株式会社（第４回大阪府「男女いきいき事業者表彰」優秀賞受賞）デジタル社会基盤事

業統括本部　通信営業部　シニアアカウントエグゼクティブ、DE＆I Lead, Japan　長谷川 直美
HRビジネスパートナ－/DE&I Lead, Japan HR　施向 寿栄

申込 ホームページ
お問合せ先 大阪府行政経営課

申込 ホームページ
お問合せ先 大阪労働局　指導課　TEL.06-6941-8940

保育士復職応援セミナー
「保育士に求められる子ども虐待への対応・支援」

14:00 女性活躍推進セミナー・午後の部
「基調講演、男女いきいき事業者表彰 受賞企業事例発表」F7

10：00～13：00　5F大会議室②
児童ならびに保護者への子ども虐待への対応、ならびに支援等、
今後、保育士に求められる考え方等について学びます。
講師：関西大学　人間健康学部　人間健康学科　教授　山縣文治氏

令和4年4月より順次施行されている改正育児・介護休業法に
ついて、ポイントを解説します。　
講師：大阪労働局職員

10：00～11：30　5F特別会議室

企業の人事・労務・
総務担当者、管理職 等

《対象》

会場30人
WEB定員なし

保育の仕事に
興味のある方

《対象》

定員30人

10：30～11：30　OSAKAしごとフィールドからの配信

10：00～11:30　4F大会議室③

（詳細は表紙にて）

F10

聞いてみよう！一歩先行く働き方　
～両立支援とダイバーシティ～

申込 ホームページ／FAX
お問合せ先 大阪府労働環境課　TEL.06-6946-2605／FAX.06-6946-2635

14:00

育児と仕事の両立支援、女性活躍、
ダイバーシティの先進企業から取り組み事例を
学びます。
講師 ： キリンホールディングス株式会社　豊福美咲氏
 日本生命保険相互会社　宇田優香氏

14：00～16：00　5F視聴覚スタジオ

来館・WEB
要申込

F11

18:00

申込 ホームページ／FAX
お問合せ先 連合大阪　TEL.06-6949-1105

　　　　　FAX.06-6944-0055

《対象》

労働組合役員、
企業の管理職など

アンコンシャス・バイアスとは何か？を正しく理解し、個人が能
力を発揮できるジェンダー平等な職場・組織づくりのために、
トップリーダーの役割とは何かを考えます。
講師：パク・スックチャさん（(株)アパショナータ代表／コンサルタント）

18：00～20：00　4F大会議室①

連合大阪 男女平等推進トップリーダーセミナー
アンコンシャス・バイアス～個人の能力発揮をめざすために～

会場30人
WEB定員70人

《対象》

企業の人事・
労務・総務担当者、
管理職　等

会場50人
WEB定員100人

来館・WEB 要申込

WEB 要申込

来館・WEB
要申込

F8

15:30

企業等の人材育成、
ダイバーシティ
推進担当者

企業向けセミナー
「ダイバーシティ・マネジメント」

多様な人材が活躍する職場を目指し、 「ダイバーシティ・マネジ
メントの基本知識と現場での実践」を学んでいただく管理職向け
セミナーの一部をご体験いただきます。
講師：21世紀職業財団客員講師　岡田留美子
申込 ホームページ／FAX

お問合せ先 21世紀職業財団　
TEL.06-4963-3820／FAX.06-4963-3821

15：30～17:00　21世紀職業財団事務所からの配信《対象》

WEB定員20人 WEB 要申込

F9

14:00

申込 ホームページ
お問合せ先 OSAKAしごとフィールド　TEL.06-4794-9198

人材採用が難しくなっているなか、多様な手法で採用に取り組む
企業が増えています。貴社の採用力を客観的に理解し、今すべき
対策を考えましょう。
講師：中小企業診断士　松本与士隆

14：00～15：30　OSAKAしごとフィールドからの配信

採用担当者

《対象》

企業向けセミナー
今、取り組むべき「多様な採用手法」

WEB定員なし WEB 要申込

F12

第４回大阪サクヤヒメ国際女性会議
「グローバルで活躍するニューリーダーとは」

18:00

キャロリン・デービッドソン在大阪英国総領事が、元外交官のパー
トナーと世界初のジョブ・シェアリングなどを行いながら、リーダー
としてどのように活躍してきたのかを語ります。建設業界で女性
活躍を推進する株式会社竹延の竹延幸雄社長、女性経営者や若
手女性、大学院生とのパネルディスカッションも行います。

18：00～20：00　7Fホール

F13

18:30 SDGsの視点を養うカードゲーム

頭を柔らかくしてアイデアを発想！カードを使って楽
しく遊びながら、ゲーム感覚でサステナブルな社会
や働き方について一緒に考えませんか？

18：30～20：00　5F特別会議室

定員30人

F14

18:00

起業に至るまでのドラマ、苦労、喜び、そして起業をめざす
女性へのエールを基調講演とトークセッションでお伝えします。
基調講演講師：増田正子司法書士事務所代表、
　　　　　　 大阪市女性起業家情報交流協会会員　
　　　　　　 増田正子氏

18：00～20：00　5F視聴覚スタジオ（放映のみ）

《対象》

起業に
興味のある方 申込 ホームページ

お問合せ先 大阪府商業・サービス産業課　TEL.06-6210-9492
ビジネスプラザおおさか（関西みらい銀行・りそな銀行）
TEL.06-6202-1755

人間国宝・奥村旭翠  筑前琵琶の演奏とお話

女性のための起業セミナー 
「自分らしく生きるコツ」～自立と自律のための３つの魔法～

琵琶の世界で、現在唯一の女性の人間国宝としてご活躍され
ている奥村旭翠先生からお話を伺い、筑前琵琶の演奏もご披
露いただきます。
演奏者・話し手：奥村旭翠
聞き手：山本佳誌枝/公益財団法人山本能楽堂事務局長

13：00～14：00　１FパフォーマンススペースF15

13:00

《対象》

どなたでも

《対象》

どなたでも、
SDGs・ダイバー
シティに興味が
ある方、学生

申込 ホームページ
お問合せ先 公益財団法人 山本能楽堂

TEL.06-6943-9454／FAX.06-6942-5744
MAIL:yamamoto@noh-theater.com定員100人

会場50人
WEB定員300人

山縣文治氏 宇田優香氏

パク・スックチャさん

豊福美咲氏

岡田留美子氏

松尾つぐみ氏

大阪府ホームページ「ドンキラ」から、各事業の詳細ページや申込サイトへリンクしています。
・主催者と問合せ先が同一の場合は、主催者の記載を省略しています。
・　　　　　 は、定員に達していない場合、当日参加も受け付けます。

・終了時刻は前後する可能性があります。
・障がい等により配慮を希望される方は、
事前に担当までご相談ください。

申込優先

申込 ホームページ／FAX
お問合せ先 大阪府保育士・保育所支援センター  TEL：06-6762-9006
主催 大阪府

WEB定員なし 主催 大阪府

主催 Well-Being OSAKA Lab

主催 大阪府

《対象》

SDGsや働き方に
興味がある方

来   館 要申込

9/16 金

松本与士隆氏

申込優先
来館・WEB

申込優先
来館・WEB

キャロリン・デービッドソン
在大阪英国総領事

来   館
要申込

イメージ

来館・WEB
申込優先
お子様OK

増田正子氏

奥村旭翠氏

来   館
申込優先

金

土S2

F2

働く女性、これから働きたい女性が抱える
さまざまな悩みについて、専門機関の相談員が
無料で相談に応じます。お気軽にご相談ください。
10:00～16:30（受付は15:30まで）
4F中会議室①（受付）

お気軽に
ご相談
ください！

《対象》

働く女性、
これから
働きたい女性

働く女性・
働きたい女性のための
相談会

お問合せ先 大阪府男女参画・府民協働課
TEL．06－6210－9321

主催 大阪府・OSAKAしごとフィールド
女性活躍推進ネットワーク

申 

込

ホームページ
FAX.06-6210-9322
FAXには相談希望日、時間、氏名、
連絡先電話番号、メールアドレス、
相談したいことを記入

詳細サイトへ

来館・WEB お子様OK
来館：申込優先
WEB：完全予約制

9/17 土

S4
学校看護師個別相談・説明会
「学校看護師を募集しています!!」
10：00～12：00　4F小会議室①
支援学校に通う医療的ケアの必要な子どもを支援してくだ
さる看護師を希望する方の登録を受け付けています。学校
生活や職務の内容についてご説明します。

10:00

S5
仕事と家庭  両立応援セミナー
10：00～12：00　4F大会議室①
子育て、介護等の家庭と両立して働くための心構えや知っておく
べきポイント、会社選び、働き方についてお話しします。
講師：社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー  中坪 夏海氏

10:00

《対象》

学校看護師に
興味のある方

定員なし
申込 事前申込み不要

お問合せ先 大阪府教育振興室支援教育課

申込 ホームページ
お問合せ先 大阪市しごと情報ひろば　TEL：06-6467-5145
主催 大阪市（しごと情報ひろば）、大阪府（就業促進課）

来館・WEB
申込優先

会場30人
WEB定員なし

S6
キラリdeジョブ発見会
１部：11:00～13:00、２部：14:00～16:00　4F大会議室③
就活を考えているけど、不安だしよく分からない
…という方にピッタリのイベントです。私服で参
加OK！打ち解けた雰囲気で、企業担当者と気軽
にお話してみませんか？思わぬ本音が聞けるか
も？！やってみたい仕事、自分らしい働き方、自分
に合う会社を見つけよう！

11:00

会場各部40人
WEB定員なし

申込 ホームページ
お問合せ先 OSAKAしごとフィールド　TEL.06-4794-9198
主催 大阪府、大阪市

S7
ネガティブ感情との上手な付き合い方
13：30～15：00　4F大会議室①
思うようにいかないと、イライラしたり、落ち込んだり…。そんな自分の感じ方
のクセを知り、ネガティブな感情と上手に付き合ってみませんか？　
講師：OSAKAしごとフィールドキャリアカウンセラー

13:30

《対象》

全ての年代の女性
申込 ホームページ

お問合せ先 OSAKAしごとフィールド　TEL.06-4794-9198
主催 大阪府

来   館
要申込定員20人

全ての年代の女性

《対象》

全ての年代の女性

《対象》

10:00 保育士復職応援セミナー
「保育士に求められる子ども虐待への対応・支援」
10：00～13：00　5F大会議室②
児童ならびに保護者への子ども虐待への対応、ならびに支援等、
今後、保育士に求められる考え方等について学びます。
講師：関西大学　人間健康学部　人間健康学科　
教授　山縣文治氏

保育の仕事に
興味のある方

《対象》

定員30人
来   館

お子様OK
当日受付
来   館

要申込

申込 ホームページ／FAX
お問合せ先 大阪府保育士・保育所支援センター  TEL.06-6762-9006
主催 大阪府

S3

中坪 夏海氏

申込み先着順（当日受付あり）
※相談機関の受付状況により変動

11:00

（詳細は表紙にて）
S10

10:30

S8

《対象》

全ての年代の女性 WEB
要申込

申込 ホームページ
お問合せ先 OSAKAしごとフィールド　TEL.06-4794-9198
主催 大阪府WEB定員なし

S9
シングルマザーの応援フェスタ2022
13：30～16：30　5F特別会議室、視聴覚スタジオ

13:30

《対象》

シングルマザー
（プレ・シングルマザー含む）

定員50人程度
申込 電話／ホームページで事前申込み（※当日参加も可能）

お問合せ先 ドーン財団　TEL.06-6910-8615 

来   館
申込優先

女子中学生、女子高校生向けセミナー
理系女子大学院生 IRISに聞く！理系の魅力
14：00～16：00　1Fパフォーマンススペース 
「理系の女性は少ない？」「進路や就職は実際どうなの？」そんな疑問をも
つみなさん。理系で活躍する先輩に、進学のきっかけや理系の魅力を
聞いてみませんか？ ※グループワークでスマートフォンを使用します。
講師：大阪公立大学理系女子大学院生チームIRIS

14:00

S11

申込 ホームページ
お問合せ先 大阪府男女参画・府民協働課　TEL.06-6210-9321定員100人

《対象》

女子中学生、
女子高校生

要申込
来   館

モヤモヤを解消する「はじめての自己分析セミナー」
10：30～12：00　OSAKAしごとフィールドからの配信
就活で重要な自己分析。でも「そもそもどうやるの？」とお悩みの方へ。それぞれの方
に合った手法をご紹介するとともに、セミナー後、すぐに実践いただけるよう、簡単な
グループワークを実施します。　
講師：NPO法人HELLOlife森正樹

同じ立場の女性同士でゆっくり語り合ったり、ほっこり癒されたり、 
楽しい1日を過ごしてください。ひとりでも大丈夫、安心してご参加ください。

S12
今さら聞けない・・・社会人としての基本マナー講座
14：30～15：30　5F大会議室②
「しばらく仕事から離れている」、「就職をしたことがない」など、
ご自身のマナーに不安がある方！今さら聞けない社会人に必要
な基本的マナーをお伝えします。
講師：大阪マザーズハローワークスタッフ

14:30

申込 電話／窓口
お問合せ先 大阪マザーズハローワーク　TEL.06-7653-1098定員20人

来   館
要申込

S13

10:00

申込 事前申込不要
お問合せ先 大阪府人材育成課　TEL.06-6210-9533定員なし

来   館
当日受付

女性求職者向けイベント
「ものづくりの魅力とは」（高等職業技術専門校体験イベント）
10：00～12：00　1Fパフォーマンススペース 
ものづくり企業で働く楽しさをお伝えします♪ものづくり体験を通じて
楽しさを体感しましょう♪
講師：（一社）西日本プラステック製品工業協会　専務理事平田園子氏、
大阪府立高等職業技術専門校職業訓練指導員

求職者

《対象》

9/16
9/17

山縣文治氏

企業担当者

《対象》

会場100人
WEB定員100人

申込 ホームページ
お問合せ先 大阪商工会議所　TEL.06-6944-6499
主催 大阪商工会議所　大阪サクヤヒメＳＤＧｓ研究会

申込 ホームページ
お問合せ先 大阪商工会議所　TEL.06-6944-6499
主催 大阪商工会議所　サクヤ・ワーキング・コミュニティ

● 元気アップセミナー＆交流会
● わくわくお楽しみコーナー
  ①衣類、小物、オムツなどのプレゼント  ②リフレッシュコーナー  など

女性求職者

《対象》

《対象》

どなたでも

F6 会場100人
WEB定員200人

来館・WEB
申込優先

府民向けトークショー
おとう飯（はん）始めよう！
～みんなで家事シェアやってみよう～


