入場
無料

クレオ大阪では、地域で男女がともに参画し、大阪市の活性化につなげていく事業を展開しています。
（一部、催し物により有料のものがあります）

クレオ大阪

北

10月18日
（土）10：00 〜 16：00

クレオ大阪

東

10月25日（土）10：00 〜 16：00

楽しい催しが盛りだくさん！ 学びの秋、遊びの秋を
クレオ大阪北でたっぷり満喫しよう。

和ッショイ !! えがおで生きる」をテーマに平和
今年は「○
を願いみんなで笑顔になろう！そんな思いを詰め込んだ
フェスタです。

ワ

＊内容により、材料費等が必要なもの、事前申込が必要なものがあります

中央

11月15日
（土）10：00 〜 16：00

クレオ大阪中央フェスタ

● DVD 上映会「そして父になる」
出演：福山雅治ほか
時間：10：00 〜 12：00
当日先着順 378 名（9：00 から
整理券を配布。１人１枚）

☆☆男女共同参画講演会☆☆

●わくわくステージ
当館利用団体によるダンス、
コーラス、民謡、銭太鼓など
の発表会
●他にも展示、バザー、体験会
など盛りだくさん。
●クレオ大阪西で楽しい１日を
過ごそう

クレオ大阪

北

Ⓒ 2013「そして父に
なる」製作委員会

これまでクレオ大阪北で主催したセミナーや起業チャ
レンジオフィスの卒業生によるセミナーまつりを開催。
女性起業家・女性講師による、色とりどりのセミナー
やワークショップが盛りだくさん！
お気軽に受講・体験してください。

開催館

日程

東

11/19
（水）

その他にも、さまざまな内容のイベントを実施しています。

中央

西

＊内容により、材料費等が必要なものがあります

時間

講演テーマ・講演内容・講演者

定員

ドメスティック・バイオレンス
13：30
STOP ！ドメスティック・バイオレンス
〜 15：30 〜日常生活の中に潜む暴力の早期発見＆早期対応〜
片山 三喜子（関西テレビ編成局 宣伝部 専任部次長）

300

男性にとっての男女共同参画
1/12
13：30
男社会できらりと輝く女性から見た男性の生き方
（月・祝） 〜 15：30 〜浪曲から考える男女共同参画〜
春野 恵子（浪曲師）

300

女性の活躍促進
13：30
夢で終わらせない
〜 15：30 〜あきらめずに、続けることで見えてきたもの〜
赤羽 有紀子（元マラソン選手）

700

2/5
（木）

ワーク・ライフ・バランス
2/11
10：00
パパもママも主役のハッピー子育て
（水・祝） 〜 12：00
安藤 哲也（特定非営利活動法人ファザーリングジャパン副代表）

300

男女共同参画社会について
女性が変われば地域が変わる〜防災から考える男女共同参画〜
南

2/21
（土）

●パネリスト
14：00
米山 清美（特定非営利活動法人日本災害ボランティアネットワーク理事）
〜 16：00
樋口 嘉夫（平野区区政会議防災防犯部会委員、災害対策部会副部会長）
田中 智偉子（平野区地域振興会女性部長、平野区女性防火クラブ会長）
藤井 清美（平野区長、平野区災害対策本部長）

米山 清美氏

300

●講演会の申込方法●
電話、ファックス、クレオ大阪中央の窓口で、事業実施団体の（一財）大阪市男女共同参画のまち創生協会まで、お申
込みください。
車いすでのご来場の方、手話通訳をご希望される方は、申し込み時にお伝えください。
電 話 06−7656−9040
F A X 06−7656−9045

ご希望の講演会名、郵便番号、性別、年齢、電話番号及びファックス番号を明記し、下記ま
でお送りください。

来 館 クレオ大阪中央（大阪市天王寺区上汐5-6-25）の窓口でお受けいたします。

事業の内容については…（一財）大阪市男女共同参画のまち創生協会ホームページ

http://danjo.osaka.jp/
情報誌クレオ秋号
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セミナー情報

セミナー情報

◆ハローワーク大阪東就労出張相談会
当日先着受付（12：00 〜 16：00）※最終受付15：30
ハローワークがクレオ大阪東にやってくる !!
地元城東区を中心とした求人企業情報の提供から
紹介状の発行まで、その場で求人応募もできます。

詳細はチラシ、ホームページをご確認ください！

興味があるテーマはもちろん、これまで関心がなかっ

クレオ大阪北
移転のお知らせ

クレオ大阪北
移転のお知らせ

●対
象：再就職をめざす女性
●一時保育：あり（1 歳〜就学前）、保育締切日（10 月
31 日（金））※一時保育の申込みは 14 〜
15 ページ「セミナー申込み」のとおり。

配偶者からの暴力を
なくす社会をめざして。

たテーマについても、この機会にお話を聞いてみてはいかがでしょうか？

12月13日（土）10:00 〜 16：00

１日限定！セミナーまつり 2014

STOP THE 暴力

申し込み先着順

クレオ大阪各館において、５つのテーマで講演会を実施します !!

北

女性のための就労応援フェアinクレオ大阪東

情報誌クレオ秋号

家族や友人などにも手渡していただくことで、男女共同参画の輪をひろげましょう！

パープルリボン
全国男性相談研修会

11月７日
（金）10：30 〜 16：00

◆交流型ミニ企業説明会
定員 50 名（13：30 〜 15：30）
女性の採用を積極的に考える企業の ホンネ は ?!
今年もやります !! 企業と 交流 しながら意見交換、
なんでも かんでも 聞いてみよう !!
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11月29日（土）10：00 〜 16：00

受け取った方は、一つは自分に。もう一つは誰かにプレゼント。

男女共同参画
普及啓発事業

パープルリボン
全国男性相談研修会

クレオ大阪ジャンプ
ちゃん＆天王寺区も
もてんちゃん

男女共同参画
普及啓発事業

東

西

開催場所 通天閣周辺

男女共同参画の啓発リーフレットとともに、包装紙にメッセージをプリントした「アメちゃん」を２つ配布します。

クレオ大阪西 20 周年記念フェスタ

今年のテーマは「出会い・発見・つな
がり」。子どもからおとなまでみんなで
楽しめる！利用グループや団体・地域
のお店などが一緒になってつくる、年
に１度の館まつりです。
● DVD 上映会「白雪姫と鏡の女王」
●イクメン写真コンテスト授賞式
●みんなで話そう
Ⓒ 2011 Relativity Media,
「おとなの井戸端会議♪」
LLC. All Rights Reserved.
●親子で楽しむ工作コーナー・
バルーンアート
●東北復興応援市場
などなど…盛りだくさん！
館内クイズラリーでステキな
プレゼントがもらえるかも !?

クレオ大阪

クレオ大阪

開催日時 11 月 12 日（水）15：30 〜

クレオ大阪地域型事業
・女性の活躍促進事業

クレオ大阪地域型事業
・女性の活躍促進事業

クレオ大阪

「女性に対する暴力をなくす運動」
（11 月 12 日〜 11 月 25 日）に合わせて街頭啓発キャンペーンを行います。

インタビュー

インタビュー

●ホールでは演舞やコーラス・合唱に吹奏楽…
●館内では展示・体験教
室・パンやお菓子、野
菜の販売
●注 目 は ! 小 学 生 が 一
日店員さんの「キッズ
マーケット」
素敵な笑顔でフェスタ
を盛り上げてくれます。
是非！お立ち寄りくだ
さい。

☆☆アメちゃんコミュニケーションで拡げる男女共同参画の輪☆☆

女性の活躍促進
ニュース

女性の活躍促進
ニュース

クレオフェスタ in クレオ大阪東2014

その他、お茶席、野菜販売、
展示、バザー、焼き菓子販売、
紙芝居や絵本の読み聞かせ

大阪市男女共同参画普及啓発事業のお知らせ
大阪市では、男女がともにいきいきと活躍できる社会を実現するために、さまざまな取組みを進めています。

クレオ大阪北フェスタ
●内容
・DVD上映（はらぺこあお
むし、スイミー、ムーミ
ン）
・エコ布ぞうりづくり、プラ
バン教室、スーパーボール
づくり、クリスマス飾りづ
くり、アロマクラフトなど
のワークショップ

大阪市女性活躍促進
企業認証事業

大阪市女性活躍促進
企業認証事業

クレオ大阪地域型事業・女性の活躍促進事業

