採用・育成・定着に役立つセミナーをご紹介します。

２月
2018

No.2-01

for

企業経営者・
企業人事／採用担当者

1日 木
13:00〜15:00

『Ｌフェニックス拡充訓練』3年間の軌跡

No.2-02

for

for

企業経営者・
企業人事／採用担当者

2日 金

15:00〜16:30
No.2-03

for

for

企業経営者・
企業人事／採用担当者

5日 月

14:00〜16:00
No.2-04

for

for

企業経営者・
企業人事／採用担当者

8日 木

14:00〜16:30
No.2-05

for
お申込み方法

for

企業経営者・
企業人事／採用担当者

13日 火

14:00〜16:00

「Ｌフェニックス拡充訓練」は、過去に資格･経験をお持ちの女性が、就職に
つながる研修を受け、実際に職場体験を積んだ上で、再就職をめざしていく
就業支援のプロジェクトです。事業広報から訓練参加、就職、定着にいたる
女性を活かす！〜企業と働く女性(ヒト)〜
までの歩んできた「軌跡」についてお話いたします。今後の採用活動、入社後の
定着へつながるヒントが見つかるはずです！また、前尼崎市長で、現在は
①
「女性が活躍する企業文化と企業風土」 グンゼ社外取締役の白井文氏を迎え、
「女性が活躍する企業文化と企業
②
「女性有資格者の再就職支援プロジェクト 風土」をテーマに女性が輝く社会について講演をして頂きます。

定員：100名 会場：エル・おおさか本館１０Ｆ

〜採用から定着〜

定員：50名

講師： 白井 文 氏（前尼崎市長）

会場：エル・おおさか本館１０Ｆ

女性活躍を支える職場環境づくりの一つとして、府内でも
設置が進んでいる企業主導型保育施設。
「企業による安心・
安全な保育運営」をテーマに、実際に企業主導型保育施設を
活用されている企業がお話します。是非、自社における女性
女性活躍のための新しい取組み！
企業主導型保育施設に求められることとは？ 活躍の参考にしてください。
事例発表者： きぼう保育園（( 株 ) エム・ケイヒューマンネット）
フジオひまわり保育園（( 株 ) フジオチャイルド）

定員：20名

・おおさか本館
会場：エル
３Ｆセミナールーム

働き方改革シリーズ
製造・運輸・建築業界の企業様へ
〜管理職のためのマネジメント基礎〜

定員：20名

エル・おおさか本館

会場： １１Ｆセミナールーム

障がい者雇用
「定着支援セミナー」
定員：20名

会場：

エル・おおさか本館
３Ｆセミナールーム

働き方改革シリーズ
製造・運輸・建築業界の企業様へ
〜自社の魅力再発掘〜

“若手社員が少なくシニア社員が多い”職場では、中堅社員が
後輩を指導する機会がないまま管理職に…といった事態が
起こっています。今回のセミナーでは、管理職が果たすべき役割と
マネジメントの基礎能力について、製造業界の実践例をもとに
お伝えします。
講師： ヒューマンアカデミー ( 株 ) 岡井 保千代 氏

企業が障がい者を雇用する上で必要となる知識等を
ステージ別（検討段階、採用段階、定着支援段階）に解説する
シリーズセミナーで、今回は「定着支援」をテーマに開催します。
基礎講座に併せて、障がい者雇用先進企業から、具体的な雇用
実例も紹介します。
講師：

申込欄
大阪府障がい者雇用促進センター 上席調査役
( 有 ) 奥進システム 代表取締役

求人募集する際に、自社のどのような点を強調してＰＲしていますか？
「やりがいのある仕事」
「アットホームな職場」
・・・それ以外には？
社内にいては気付きにくい魅力が沢山埋もれています。グループワークでは
他業界の方との意見交換を通じ、客観的視点で自社の魅力を再発見して
いただきます。現代の若者の傾向についても解説します。

講師： ヒューマンアカデミー ( 株 ) 木村 早苗 氏
お申込み方法等については、裏面をご覧ください。

No.2-06

for

for

就職支援担当者
/企業担当者

14日 水

15:00〜17:00
No.2-07

for

for

企業経営者・
企業人事/採用担当者

20日 火

14:00〜16:00
No.2-08

for

for

月

15:00〜17:00
No.2-09

for

for

先進事例から学ぶ！
LGBTに理解ある職場づくりとは？

企業経営者・
企業人事／採用担当者

27日 火

10:00〜12:00

11月23日に実施した「大阪LGBT100人会議」では当事者から
「企業の取り組みをもっと知りたい」という声が多数寄せられました。
一方で、企業側では「何をしたらいいのかわからない…」という声も。
LGBTに理解のある「LGBTフレンドリー企業」をゲストに招き、
パネルディスカッション形式で具体的な取り組みをご紹介いただきます。
パネリスト： LGBT フレンドリー企業

定員：20名

・おおさか本館
会場：エル
３Ｆセミナールーム

"若者力"活用セミナー
外国人留学生採用のいろは

定員：50名

就職支援担当者
/企業担当者

26日

エル・おおさか本館

定員：100名 会場： 6Ｆ視聴覚室

・おおさか本館
会場：エル
３Ｆセミナールーム

こうすれば輝く！
就職に課題のある求職者の
人材化手法について

定員：20名

・おおさか本館
会場：エル
３Ｆセミナールーム

働き方改革シリーズ
製造・運輸・建築業界の企業様へ

〜若者が食いつく⁉HP、
プレゼン、
求人票で使える文章術＆発信術〜

慢性的な人材不足が続く中小製造業にとって、外国人
留学生の雇用は解決策の１つです。本セミナーでは外国人
留学生を受け入れるための必要な知識について基礎から
学ぶとともに、最新情報も交えながらトラブルになりやすい
事案についても解説します。
行政書士オフィスつばさ
講師： 行政書士 鈴木 睦美 氏

職場における創意工夫や求職者の特性に応じた支援に
より、就職に課題のある求職者をうまく人材化し、企業に
おける人材不足等の課題を解決している実例があります。
そうした人材化手法について、企業経営者、大学等支援
担当者が報告します。
講師： ( 株 )I.S. コンサルティング代表取締役 今井 真路 氏 ほか

求職者との出会いの窓口で、いつも同じことを書き、同じことを
話していませんか？現代の若者はSNSなどの情報網を通じて、常に
新しいものに触れています。メッセージを確実に届けるためには、
若者の変化を的確に捉え、響く言葉で発信することが重要です。
今回は求人票やSNSで活用できる『文章術』についてお伝えします。
講師： ヒューマンアカデミー ( 株 ) 木村 早苗 氏

申込欄

ご 予 約
お問合せ

〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか 本館2・3F
▼

ACCESS

京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」より西へ300m ／ 京阪・地下鉄堺筋線「北浜駅」より東へ500m

OSAKAしごとフィールド
お申込み方法

お電話で

F A Xで

メールで

http://business.shigotoﬁeld.jp/

TEL：06-4794-9198

※日・祝・年末年始休

※参加を希望するセミナー左上に記載の番号をご記入ください。

ご希望の
セミナー

企 業 名

月〜金曜 9：30〜20：00（19：00受付終了）／ 土曜 9：30〜16：00（15：00受付終了）

FAX：06-6232-8581

ご担当者

「申込欄」にご記入の上、上記までFAXをお送りください。

kigyou@shigotoﬁeld.jp

Ｔ Ｅ Ｌ

「申込欄」の情報をメール本文に明記し、
上記アドレスまでメールをお送りください。

※このチラシは大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課委託事業（受託）OSAKAしごとフィールド運営共同企業体（NPO法人HELLOlife／
一般財団法人大阪労働協会）の一環として作成しました。

当施設へのご登録
（無料）
がお済みでない企業様には、
受講時にご登録をお願いしております。
詳細はお問合せください。

E-mail

