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＜労農記者クラブ扱い＞ 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

「あべの わかものハローワーク」オープニングイベントに 

スペシャルゲストが出演！ 
 

平成２４年１０月１日（月）に「あべの わかものハローワーク」が新規オープンし
ます。これに伴い、以下のとおりオープニングイベントを開催します。 

あわせて、１０月１８日（木）と２５日（木）には別紙のオープニングセミナーを開
催します。 
 
（１）日 時：平成２４年１０月１日（月） 

【第１部】午後２時００分～午後２時３０分 
【第２部】午後２時４５分～午後４時１５分 
 

（２）場 所：あべのマーケットパークキューズモール ３階スカイコート 
       大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１ 
 
（３）内 容：【第１部】スーツの着こなしＢｅｆｏｒｅ！Ａｆｔｅｒ！ 
               ＴＨＥ ＳＵＩＴ ＣＡＭＰＡＮＹあべのキューズモール店の店長に登場し

ていただき、就活スタイル・スーツの着こなし方を紹介。 
【第２部】『働くって何？』 
 “日本一有名なお兄ちゃん！”社会的貢献エンターティナー松本隆博さんによ
る歌あり、トークあり、笑いと涙の感動の講演ライブ。 
 

（４）主 催：大阪労働局、阿倍野公共職業安定所、あべの わかものハローワーク 
 
（５）その他：事前申込不要・観覧フリー。どなたでもご覧いただけます。 
       出演者の撮影はご遠慮願います。 
 
＜報道関係者への対応について＞ 
（１） 自社腕章の着用をお願い致します。 
（２） 撮影は、参加者が特定されることのないよう撮影願います。 

（参加者の顔については撮影不可。声についても収録後、消去もしくは編集すること。） 
（３） 上記にかかわらず、現地担当者の指示があった場合には、これに従ってください。 
（４） なお、当日取材希望がある場合には、各イベントの前日午後５時までに以下の担当あて  

ご連絡ください。 
 
天候等により、中止・変更されることがあります。あしからずご了承ください。 

 
大阪労働局職業安定部職業安定課（村田・中村・安川） 

０６－４７９０－６３０２ 
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（別紙） 
 
【第１回】アナウンサーが教える！「もう一押し自分を出したいあなたのコミュニケーション術」 
（１）日 時：平成２４年１０月１８日（木）午後２時００分～午後３時３０分 
 
（２）場 所：ハローワーク阿倍野 ９階会議室 
       大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１ あべのルシアス オフィス棟 
 
（３）対 象：フリーター等の若者 
 
（４）定 員：５０名（事前予約制・先着順 定員になり次第締め切り） 
 
（５）講 師：ＮＰＯ法人 えむ・コミューズ 代表 中田 真理子氏 
 
（６）申込方法：お電話でお申し込みください。 

９月２８日（金）まではハローワーク阿倍野企画部門 
（０６－６６３１－１６７５ 部門コード５１＃）まで。 
１０月１日（月）以降はあべの わかものハローワーク 
（０６－４３９６－７３８０）まで。 

           
 
【第２回】「自分に合った仕事探しのポイント！」 
（１）日 時：平成２４年１０月２５日（木）午後２時００分～午後３時３０分 
 
（２）場 所：ハローワーク阿倍野 ９階会議室 
       大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１ あべのルシアス オフィス棟 
 
（３）対 象：フリーター等の若者 
 
（４）定 員：５０名（事前予約制・先着順 定員になり次第締め切り） 
 
（５）講 師：キャリア・コンサルタント 神田 正惠氏 
 
（６）申込方法：お電話でお申し込みください。  

９月２８日（金）まではハローワーク阿倍野企画部門 
（０６－６６３１－１６７５ 部門コード５１＃）まで。 
１０月１日（月）以降はあべの わかものハローワーク 
（０６－４３９６－７３８０）まで。 
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『スーツの着こなしBefore! After!』
THE SUIT COMPANY あべのキューズモール店の店長に

よる、スーツの着こなし方講座！
就活スタイルもこれで安心★

『働くって何？』
“日本一有名なお兄ちゃん！”松本隆博さんによる歌あり、
トークあり、笑いと涙の感動の講演ライブ！

と き：平成２４年１０ 月１ 日（月）
【第１部】午後２時００分 ～ 午後２時３０分 スーツの着こなしBefore! After!
【第２部】午後２時４５分 ～ 午後４時１５分 『働くって何？』

ところ：あべのマーケットパークキューズモール ３階スカイコート
大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１

※事前申込不要・観覧フリー！どなたでもご覧いただけます。
※出演者の撮影はご遠慮願います。

○地下鉄 天王寺駅 １２号出口より直結
○ＪＲ 天王寺駅 南口より徒歩３分
○近鉄 大阪阿部野橋駅 西改札より徒歩３分

第２部

第１部

主 催：大阪労働局／阿倍野公共職業安定所／あべの わかものハローワーク
イベントに関するお問い合わせ：大阪労働局職業安定課（TEL  ０６－４７９０－６３００）（平日午前８時３０分～午後５時１５分）
あべのわかものハローワークＨＰ http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kanren/wakamono.html もご覧ください！



わかものハローワークは、お仕事の相談、スキルアップの情報提
供、各種セミナー、就職後の相談などであなたの就職を一貫サポー
トする国の施設です。

平成２４年１０月１日（月）ＯＰＥＮ！ あべの わかものハローワーク

◆アクセス
〒545-0052
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1
あべのルシアス オフィス棟10階

◆利用時間
10:00～18:30  (月～金)
10:00～18:00  (土)
※日・休祝日・年末年始は
お休みです。

10月18日（木）、25日（木）にはオープニングセミナーも開催！
「就活って具体的に何したらいいかよくわからない…」という方必見です！！

【第１回】アナウンサーが教える！「もう一押し自分を出したいあなたのコミュニケーション術」
と き 平成２４年１０月１８日（木）午後２時～午後３時半
ところ ハローワーク阿倍野 ９階会議室（大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１ あべのルシアス オフィス棟）
対 象 フリーター等の若者
定 員 ５０名（事前予約制先着順 定員になり次第締め切り）
講 師 ＮＰＯ法人 えむ・コミューズ 代表 中田 真理子氏

内 容 企業が採用で重視するのがコミュニケーション能力。難しい時代にあって、自分のコミュニケーションに自
信の無い人が増えています。
でも大丈夫！スムーズに伝えてあなたもOK、相手もOKになるコツをお話します。楽しくて勇気の出る９０
分です！

【第２回】 「自分に合った仕事探しのポイント！」
と き 平成２４年１０月２５日（木）午後２時～午後３時半
ところ ハローワーク阿倍野 ９階会議室（大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１ あべのルシアス オフィス棟）
対 象 フリーター等の若者
定 員 ５０名（事前予約制先着順 定員になり次第締め切り）
講 師 キャリア・コンサルタント 神田 正惠氏
内 容 「何から始めるか」「何がしたいのか」自分に合った仕事を探す上でのポイントについてのセミナーです。

申込方法：お電話でお申し込みください。
９月２８日（金）までは「ハローワーク阿倍野」企画部門
（０６－６６３１－１６７５ 部門コード＃５１）まで。（平日午前８時３０分～午後５時１５分）

１０月１日（月）以降は「あべの わかものハローワーク」（06-4396-7380）まで。
（平日午前１０時００分～午後６時３０分、土曜午前１０時００分～午後６時００分）

シンガーソングライター（社会貢献的エンタティナー）
松本隆博（まつもと たかひろ）

親への感謝、家族の絆を音楽とトークで伝える社会貢献的エンターティナー

「働くとは？」「家族の絆」といったテーマで全国公共地域、高校、大学、企業、全でのセミ
ナー講演会を精力的に展開し、開催数は5年間で1,000箇所以上にも。

やさしい語り口調とギターを持ちながらの講演セミナースタイルで、「泣き笑い感動ライブ
＆トークセミナー」が持ち味。

また、実弟が日本一有名なお笑い芸人であることから、「日本一有名なお兄ちゃん」とし
ても知られる。

2003年には東京進出、ＩＴベンチャー企業を設立し経営者として 6年間活躍。
2008年シンガーソングライターとしてメジャーデビューも果たす。
2009年には”もっと社会を明るく元気にしたい！と一念発起し独立。
2010年には、206回の講演会、イベントに出演。同年アルバム「かぞく」リリース
2011年全国の高校、大学、中学、小学校での講演会数は 1000回を超える
2012年シングル「アーティスト」リリース。全国のタワーレコードで3位、渋谷店では1位を記録。オリコン
インディースシングルデイリーチャート 19位を記録。
＜HP＞ http://www.takahiro.cc/
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就職に向けたメニュー
就活コーデ

何ができるところ？ 就職！

ジョブマッチング！
就活コーデでスタッフと一緒に就活の
ノウハウを身につけ、会社に応募して
みましょう。

TEL 06-4396-7380
FAX 06-6649-0332

【利用時間】

芽の出るハローワーク！　　 の意味は？？
「あべの」と「わかものハローワーク」の間にある
双葉のマークは、これから芽を出し、伸びていく、
将来のある若者をイメージしています。

就職に関するご相談はこちらで。
自分のこと・本当にやりたい仕事・これ
から（将来）のこと…あなた担当のス
タッフが相談に乗ります。あなただけ
の就活プランでサポート！

わかもの就活倶楽部
「就職」の目標を持った仲間たちとの、
情報交換・体験談等の共有の場です。

初めてあべの わかものハローワークに来られた方
に、施設のご案内、ハローワークカードの登録、就
職活動を始めるにあたっての簡単な相談をします。

職業訓練のご相談。
※職業訓練のお申し込みは、お住まいの管轄の
　ハローワークで。

自己分析やコミュニケーションスキル、ビジネ
スマナー等のスキルアップ講座等で、あなた
の就活を応援します。

専門家（臨床心理士）によるカウンセリング。

まずは…

いざ、本番！

アフターフォロー
仕事を長続きさせるために、
就職後の相談もできます。

就職後も…

あなたの就職を
一貫サポート！！
あなたの就職を
一貫サポート！！

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1　あべのルシアス オフィス棟10F
あべの　わかものハローワーク

10：00～18：30 （月～金）
10：00～18：00 （土）
※日・祝・年末年始はお休みです。

スキルアップ相談

わかもの応援セミナー

こころのカウンセリング
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