
会場表記のないものは、当日は2F総合受付へお越しください。 ※ライブ配信を除く

すべて無料 予約制

セミナーカレンダー
働くママ応援コーナー
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10/1
金

11  30
10  00

両立支援セミナー 
私らしく働き子育てするために（マインドチェンジ編）
仕事がしたい、仕事を続けたい!けど、子育てして、仕事もして、家庭の
こともやっていけるのかな？自分のキャリアをあきらめずに、仕事も
子育ても大切にしたい、ママの不安を希望に変えるセミナーです。

10/4
月

12  00
10  30

わたしのRe:スタートプログラム ～パーソナルカラー診断編～

キャリアブランクのある女性が就職に向けて『Re:スタート』するために全6回で開催します。
今回は『パーソナルカラー診断』。自分を魅力的に見せるカラーを知り、自信を取り戻してみ
ませんか？

10/14
木

15  00
14  00

肌トラブルでお悩みの女性を応援！皮膚疾患セミナー

「周囲の目が気になる」「肌の悩みで気分よく過ごせない」とお悩みの女性に向けて、女性の
皮膚専門医師を招き、セミナーを開催します。

10/19
火

11  30
10  00

わたしと向き合う90分「伝え上手になる！アサーション講座」
アサーションとは自分の意見も相手の意見も大事にするコミュニケーション手法です。
自分の対人行動のタイプを知り、適切なアサーションを身につけて職場や家庭での人間
関係がラクになる力をつけましょう。

10/21
木

15  00
10  00

働く女性・働きたい女性のための相談会
毎月開催！あなたの働くに関する悩みを、専門機関の相談員に相談してみませんか？仕事
探しが思うようにいかない方や、不安を抱えている方も、ひとりで悩まずお気軽にご相談
ください。起業・経営についても相談可能です。

10/25
月

13  00
12  00

「コンプレックスをポジティブに」
～自分らしく輝く生き方のヒント～
「自分のカラダをもっと好きになってほしい」というコンセプトで下着をプロデュースしたり、
女性の生き方など様々なことを発信し、女性から支持を得るバービーさんから、自分らしく
生きる方法を学びます。

Web

Web

Web

10/27
水

13  00
12  00

印象アップコーデでめざせ！キャリアUP講座
働くときもオシャレに！大人気のインフルエンサーがトレンドを押さえた印象アップのプチ
プラコーディネイトを伝授！さらに派遣社員から起業して社長になった経歴もお話しして
いただきます。

10/28
木

15  00
14  00

「キャリア迷子」でも大丈夫！
未経験でライターに転身した私の実体験
女優、アイドル、会社員、ライターと異色の経歴を持つ大木さん。「アイドルとして詰み、会社
員としても詰んだ」ところからライターという天職に出会うまでの経験や、新しいことに
挑戦し続けるマインドをお話ししていただきます。

10/29
金

20  00
19  00

つづ井さんの推し事論～やったことないからやってみよう～

生きてるだけでめちゃくちゃハッピー！趣味も仕事も全力で取り組む大人気エッセイ漫画
家、つづ井さんから学ぶ「推し」事セミナー！

Web

10/1
金

15  00
13  30

10/12
火

12  00
10  30

わたしのRe:スタートプログラム～自分の強み分析編～
キャリアブランクのある女性が就職に向けて『Re:スタート』するために全6回で開催しま
す。今回は『自分の強み分析』。自分の強みやブランクの表現方法を知り、自信を取り戻して
みませんか？

10/15
金

12  00
10  30

コロナ禍でどう変わる？女性のためのライフプランセミナー
コロナ禍での働き方に加え、これからのマネープランなど将来を考えて
みませんか。ぜひ女性に知っておいていただきたいセミナーの内容と
なっております。

10/20
水

12  00
10  30

わたしらしい働き方のヒント
印象も気持ちも上げる！色づかいのヒント
第一印象は7秒で決まり、2～3年記憶に残るといわれます。身につける洋服やメイクの色が
大きく影響を与え、Web会議等では色のイメージが自分の印象になることも。色を味方に
つけて、自信を引き出しましょう！

10/22
金

12  30
10  30

しごとの魅力発見会～美容業界編～
女性に人気のある美容業界の企業が参加します！おしごとに関する気になるアレコレを、
企業の担当者に直接質問してみませんか？私服で気軽に参加OKです！就活のためのメイク
講座も同時開催します！

10/26
火

21  00
20  00

人生ってかなり無理ゲーだけど私たちは日々強くなるから
大丈夫って思えるようになるためのお話
子育てや看護を両立させながら、ドラマ化もされた漫画やエッセイなど多数の著書を持つ
瀧波ユカリさん。「好き」を仕事にしながら家庭も両立し、自分らしく生きるためのヒントを
お届けします。

Web

Web

Web

10/28
木

12  00
10  30

わたしのRe:スタートプログラム ～働き方デザイン編～
キャリアブランクのある女性が就職に向けて『Re:スタート』するために全6回で開催します。
今回は『働き方デザイン』。今後のキャリアや働き方・ロールモデル等を知り、一歩踏み出して
みませんか？

10/29
金

12  00
10  30

先輩ママに聞く！
「キャリアブランクを越えて働く」のリアル
「子育てをしながら働きたいけど、どうすればいいのかわからない」そんなあなたは必見！
産休・育休を経験したママさんたちから実体験を聞き、出産後の働き方について考える座談会
を開催します。気軽に何でも質問OK！

10/2~
はたらく学校夏やすみ Career Break&through 
日々をいたわるBREAK TIME
仕事と子育てや家事に向き合い続けることは、まるで終わりのないトライアスロン。リフ
レッシュ方法、不安との向き合い方など、ポジティブに生きるためのヒントをお届けします。

Web

Web

親子同伴
OK

起業するか転職するか～選択肢を整理する～
なぜ迷っているのでしょうか？理由はひとそれぞれです。このセミナーで自分を取り巻く
環境や気持ちを見直して選択肢を整理しましょう。
※起業を成功させるセミナーではありませんのでご注意ください。

講師：OSAKAしごとフィールド キャリアカウンセラー

講師：Smile Stage 代表 内野しのぶ氏
講師：近畿大学医学部皮膚科学教室医学部講師 加藤麻衣子氏
共催：協和キリン

講師：交流分析士インストラクター・キャリアコンサルタント 坂本美江氏

講師：お笑い芸人 バービー氏

講師：インフルエンサー・実業家 プチプラのあや氏

講師：元SDN48・フリーライター 大木亜希子氏

講師：魅力を引き出し輝かせる色彩コンサルタント 岡村知美氏

講師：第一生命保険株式会社 井川正人氏

講師：漫画家・エッセイスト 瀧波ユカリ氏

講師：Smile Stage 代表 内野しのぶ氏

講師：育休＆共働きコミュニティ「ikumado」千木良（堀添）直子氏

講師：臨床心理士・NPO法人mimosas理事 みたらし加奈氏

講師：SNS漫画家 つづ井氏

限定配信

OSAKAしごとフィールドでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
会場変更や動画配信への変更の可能性がありますので、最新情報はWebにてご確認ください。

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けたセミナーの実施方法に関して



就職活動中は、同建物内にある連携保育所
「保育ルーム キッズもみの木」にてお子さま
の一時保育サービスをご利用いただけます。

お申込み、お問合せはコチラ !

京阪・Osaka Metro谷町線「天満橋駅」より西へ300ｍ / 京阪・Osaka Metro堺筋線「北浜駅」より東へ500m

月～金 10:00～17:30
（16:30 受付終了）

相談
時間

毎月、就活や保活などに役立つセミナー
を実施中です。また、「働くママ応援コー
ナー」で実施するセミナーはお子さま
と一緒に受講いただくことが可能で
す！セミナー情報は Web サイトをご
確認ください。

就職活動の進め方や、自分にあった
仕事の探し方、仕事と家庭の両立方
法など、カウンセリングを通して就
活の方向性や希望条件を明確にして
いきます。

特に、未就学児童の子育てをしている
方には、経験豊富な保育士による保育
所の入所申込みの手順、申請書の書き
方のアドバイスをおこなっています。
あなたにあった就活スケジュールのプ
ランニングも実施♪

「OSAKAしごとフィールド 働くママ応援コーナー」は、家庭や子育てなどと仕事を両立したい女性・マ
マの就職活動をお手伝いする大阪府の施設です。キャリアカウンセリングやお役立ちセミナー、保活相
談から一時保育サービスまで、全て無料でご利用いただけます。

働きたい女性・ママの就活を全力サポート！

※このチラシは、大阪府商工労働部雇用促進室就業促進課委託事業（受託）OSAKAしごとフィールド総合就業支援共同企業体の一環として作成しました。


