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師走を迎え、今年も残すところあとわずかとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

さて、尼崎市中小企業勤労者福祉共済・ハートプルは、おかげさまで来年 50周年を迎えます。こ

れもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心より感謝申し上げます。共済制度の目的は、市内の

中小企業事業主の皆様が個々の事業所で行うことが難しい、各種福利厚生事業を実施することです。 

勤労者が楽しく安心して働ける環境をつくり、より豊かな生活を目指すとともに、企業にとっても

安定した良好な労働力の確保と企業の発展を図ることが目的です。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により世情が大きく変化しましたが、来年もより一層尽力して

まいりますので、尼崎市中小企業勤労者福祉共済・ハートプルを引き続きよろしくお願いいたしま

す。それでは、今月のメルマガ情報をお届けします。 

 

▼１．活性化機構からのご案内 

 New! 

（1) マッチングイベント「合同就職説明会」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により人材確保の課題に直面する尼崎市内事業

所に離職した方の雇用をしていただくことで安定した経営を行うことを目的に開催します。 

ぜひご参加ください。 

    【開催日時】12月 13日(月) 10:00～16:00 

    【開催場所】尼崎市中小企業センター アイル １階ホール 

    【対  象】中小企業法第 2条第1項に規定する中小企業者で、尼崎市内に事業所・店舗等事

業拠点を有する事業者 

    【申  込】070-4126-3181 ／ 070-4126-4261 にお申し込みください。 

                ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/koyou.pdf 

（2) 第5回あまがさきビジネスプランコンテストのエントリー受付延長について 

受付期間を延長いたします。 

     エントリー締切日：令和 3年12月15日(水)正午必着 

     ⇒ https://abiz.jp/ 

  市内・市外問わず、また、分野・業種も問いません。 

  新規性・独創性のあるビジネスプランをお持ちの企業及び個人の方、ご応募お待ちしております。 

   副賞はグランプリ 10万円、準グランプリ 5万円です。 

    【募集対象者】・創業を計画している方、または第二創業後概ね 3年以内の方 

         ・第二創業を計画している方、または第二創業後概ね 3年以内の方 

         ＊第二創業は日本標準産業分類の中分類が異なる分野で、新しく事業を計画し

ている方です。 

  【エントリー方法】 尼崎市ホームページからエントリーシートをダウンロードし、            

応募先に郵送かEメールで12月15日(水) 正午までにご提出ください。 

                 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006264.html 

    [応募・お問い合わせ先] 関西ビジネスインフォメーション株式会社内 sun-Q株式会社内 

                          あまがさきビジネスプランコンテスト運営事務局 

                           〒556−0016 大阪府大阪市浪速区元町 1-5-7 ナンバプラザビル 10F 

                           amacon@sun-q39.com 

                           06-6567-9739 （sun-Q株式会社内） 

 New! 

（3) 第3回賢くプチ起業セミナー「フォト講座-映える写真を撮ろう‼-」 

    趣味や特技を生かして「ガンガン稼ぐ！」に重点を置いた働き方ではなく、社会と接点をゆる

～く持ちながら、家計にちょこっとプラスの収入を得られれば良いなと思われている人は多い

https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/koyou.pdf
https://abiz.jp/
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006264.html
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ハズ。そんなプチ起業をはじめるために必要な知識と情報が学べるシリーズの第 3 弾はプロか

ら直接、写真撮影のテクニックを学べます‼ 

    ⇒ https://abiz.jp/event/ 

    【開 催 日】12月 17日(金) 15:00～17:00 

    【開催場所】尼崎創業支援オフィスアビーズ 

                ※同時にZoomによるオンライン配信も行います 

    【講  師】公益社団法人日本写真家協会会員  中島 雅彰 氏 

    【定  員】申込先着順 現地参加：10名 

              Zoom参加：30名 

    【参 加 費】無料 

    【申 込 先】お申込みメールアドレス：info@abiz.jp 

          件名に『プチ起業セミナー③参加希望』と記載し本文に「現地参加」か「Zoom参

加」か明記の上、メールアドレスまでお申込みいただきますようお願いいたします。 

          後日、Zoomご入室用のURLを送付させていただきます。 

        ※申込締切り：前日の 12/16（木）15:00迄 

                ※締切を過ぎますと受付できませんのでご注意ください。 

（4)  尼崎創業支援オフィスアビーズ  

   利用者募集中！ 

      創業支援のためのシェアオフィスについては次のとおりです。 

     ⇒ https://abiz.jp/ 

    【利 用 料】フリースペース：8,000円(税込)／月 

  【対 象 者】創業をめざす方、新たな事業を始められた方、自宅以外に事業活動の場所が欲し

い方、多様な業種の方と交流を行いたい方   ※創業後概ね3年未満の方 

  【対象業種】業種は問いません。 

    【問い合せ】080-2505-8056 

（5)「起業プラザひょうご尼崎」スモールオフィス 

   利用者募集中！ 

     ⇒ https://kip-amagasaki.jp/ 

   中小企業センター アイル内の兵庫県の創業支援施設「起業プラザひょうご尼崎」パーテーシ

ョンで区切られたスモールオフィスが全 9室。 

     創業の拠点をお探しの方はぜひご活用ください。 

  【面  積】5.5～7.6平方メートル（全9室） 

  【利 用 料】15,000円(税抜)／月 ～19,200円(税抜)／月 

  【対 象 者】創業をめざす方、新たな事業を始められた方 

         自宅以外に事業活動の場所が欲しい方、多様な業種の方と交流を行いたい方    

        ※創業後概ね 10年未満の方  

  【対象業種】業種は問いません。 

    【問い合せ】080-2505-8056 

 (6) ギャラリーアイル（中小企業センターアイル 1階展示コーナー）出展募集中！ 

  製品を中小企業センターアイルで展示しませんか？年間使用料は Lブース 12,000円、Rブー

スは6,000円です。     問い合せ 事業課 06-6488-9565 

 (7) 兵庫県よろず支援拠点のご案内 

 国が全国都道府県に設置した無料で何回でも利用できる経営相談窓口です。解決が困難な経

営課題を支援チームでサポートします！ 事前予約制で 1社当たり1時間程度 

   ご予約:078-977-9085 月～金 9:00～17:00 祝除く 

https://abiz.jp/event/
https://abiz.jp/
https://kip-amagasaki.jp/
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    ⇒ https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu 

     サテライト相談所 開催場所・日程はこちら 

    ⇒ https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2021.pdf 

 (8) 尼崎市中小企業センター アイル パソコン教室からのお知らせ 

  ・「脳トレパソコンくらぶ」 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/nouama.pdf 

   【開 催 日】週1コース 月4回、週2コース 月8回 

  【受 講 料】週1コース 4,400円、週2コース 8,000円 

  ・「パソコン教室」 

   デジカメ講座や各種パソコン講座 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf 

    【問い合せ】パソコン講座受付事務局 TEL:06-7173-3123 

 

▼２．尼崎市中小企業センターアイル施設案内 

  当センターにおける一時貸室等のご利用につきましては、3 密の回避や消毒の徹底など感染

防止対策を継続して実施致しますのでお客様にはご不便ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解と

ご協力をお願い申し上げます。お問い合わせは事務局(06-6488-0900)へお願いします。 

   ご利用について 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/about/pdf/korona(annnai).pdf 

 

 ※一時貸室等の利用規約の一部を改定致しました。 

   利用規約 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8kiyaku.pdf 

 

 ※Wi-Fiが使えるようになりました！ 

  ホール・貸会議室のご利用の方は Wi-Fiによる無料のインターネット接続を 

  パソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末からご利用いただけます。 

  ご希望の場合は3階受付窓口またはお電話でのご予約時にお申し付けください。 

  (1) A センター案内 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/rental_use.html 

    B 料金表はこちら 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8heya.pdf 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8setubi.pdf 

    C 駐車場 料金：30分100円（1日上限1,000円）利用時間：8:30～21:00 

  (2) 1階レストラン「レストラン マキ」からのお知らせ 

 モーニング、ランチ、ケーキセットほか喫茶・パーティ料理・お弁当などをご提供していま

す。店舗は17時以後に貸切パーティ等でお使いいただくこともできます。 

営業時間：9:00～17:00 TEL：06-6488-0555 

 

▼３.♪ハートプルからのお知らせ ＜会員限定のサービスです＞ 

     いろんなサービスがぞくぞく登場！！ 

   福利厚生を充実させるなら「ハートプル」をご活用ください。 

     ☆詳細は共済ニュース「ハートプル」令和 3年12月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no464.pdf 

     ☆「ハートプル」ホームページ トップページ 

https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2021.pdf
https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/nouama.pdf
https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf
https://www.ama-in.or.jp/about/pdf/korona(annnai).pdf
https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8kiyaku.pdf
https://www.ama-in.or.jp/guide/rental_use.html
https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8heya.pdf
https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8setubi.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no464.pdf
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     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/ 

  ※新型コロナの影響により、ご紹介している事業や行事が中止、延期等になる場合 

  がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 

    お問い合わせはハートプル事務局（TEL：06-6482-5591）へお願いいたします。 

  (1) 来年創立50周年記念！ハートプルご紹介キャンペーン実施中！！ 

 ハートプル会員様よりご紹介された新規加入事業所に、1,000円分×入会者数分、ご紹介頂

いた既存会員様へ 5,000円分のクオカード進呈！但し審査の結果、加入およびご紹介自体をお

断りすることがございます。 

   ※その他詳しくは共済ニュース 1ページ目をご確認ください。 

   ※キャンペーンへのお申込み希望の方は共済ニュース 1ページ目のご紹介者様 

    ・ご紹介先の事業所情報をご記入の上 FAX、または郵送でお送りください。 

  (2) 窓口にて招待券・優待券配布中 

   A 関西サイクルスポーツセンター入場招待券 

        配布方法：ハートプル窓口にて先着順（1枚でおひとり様入場無料） 

        配布期間：12 月上旬～無くなり次第終了 

    有効期限：2022年3月21日（月・祝）まで 

   B 2021ウィンターキャンペーン特別優待券 

        配布方法：ハートプル窓口にて先着順（1枚につき4名まで利用可） 

    配布期間：11月下旬～無くなり次第終了 

    有効期限：2022年2月28日（月）まで 

  (3) 六甲山スノーパーク入園引換券販売中 

    販売期間：11月26日（金）～2月28日（月） 

    営業期間：12月 4日（土）～3月 6日（日） 

    料  金：入園引換券大人券 1,580 円（一般 2,200円）  

         入園引換券小人券： 820円（一般 1,100円） 

    利用方法：購入した入園引換券で現地入口チケット販売窓口にて入園券と 

    引き換えてください。※現地で追加料金を頂く場合がございます。 

      ⇒ https://www.rokkosan.com/ski/ 

  (4) ハートプル提携施設スキー場・スケート場 ※現地にて会員証提示割引 

   A スカイバレイスキー場「リフト 1日券＋1，000円食事券」 

    営業期間：12月25日（土）～3月中旬頃 

    料  金：平 日 4，000円（一般4，600円） 

         休 日 4，500円（一般5，200円） 

     ⇒ https://skyvalley.jp/ 

   B 尼崎スポーツの森「アイススケート」利用料金 ※会員と同伴者4名まで 

    料  金：大 人1，200円（一般1，300円） 

         中高生  700円（一般  800円） 

         小学生  500円（一般  600円） 

         高齢者  700円（一般  800円） 

         貸 靴  500円／1足 

    営業期間：10月1日（金）～4月初旬頃 

     ⇒ https://www.a-spo.com/skate/ 

  (5) ひょうご憩の宿グループ 年末年始プラン 

      ※12月31日～1月3日は、特別料理・特別料金になります！ 

   丹波篠山 新たんば壮 べっぴん猪（しし）プラン：ご宿泊 12，760円～ 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
https://www.rokkosan.com/ski/
https://skyvalley.jp/
https://www.a-spo.com/skate/
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   淡路島 津名ハイツ 淡路牛尽くし会席プラン：ご宿泊 13，200円～ 

   播州赤穂 赤穗ハイツ 牡蠣会席：ご宿泊11，600円～ 

      加西 いこいの村はりま 鴨鍋と季節のお料理：ご宿泊 10，550円～ など 

      ※ハートプルの指定宿舎利用補助が使えます♪ ※年間4泊まで 

    指定宿舎利用補助：会 員2,000 円 会員家族 1，000円 

  (6) 日帰りバスツアー「カニ食べ放題と出石街並散策」  

      日  程：令和 4年1月23日（日）日帰り 

      集合場所：梅田 8時15分  

      料  金：会  員 15，300円 

        会員家族 大人15，800円／小学生 13，500円／幼児11，000円 

        非 会 員 16，800円 

        非会員家族 小学生14，500円／幼児 12，000円 

   申込期間：12月 24日（金）まで 

   申込方法：共済ニュース 2ページ下の申込欄に記入の上、申込先担当旅行社の 

        毎日新聞大阪開発株式会社（FAX：06-6346-8801）へ直接お申込み 

        ください。旅行社から確認書と請求書が郵送されます。 

  (7) 観 劇 案 内 

   「新春吉本お笑いバラエティーショー2022」※申込12/9(木)まで 

    1月2日（日）／3日（月）(1)11：00 開演／(2)15：00開演 

    神戸国際会館 こくさいホール 全席指定 3，300円 

 

   「神戸国際会館アニメ音楽コンサート」※申込12/9(木)まで 

    1月29日（土） 15：00 開演 

    神戸国際会館 こくさいホール 全席指定 1，000円 

 

   「桂雀  々 新春独演会～とらの巻～」※申込 12/9(木)まで 

    1月 9日（日） 14：00 開演 

    京都府立文化芸術会館 全席指定 2，100円 

 

   「桃月庵白酒 独演会」※申込12/15(水)まで 

    1月15日（土） 14：00 開演 

    京都府立府民ホール「アルティ」 全席指定 2，000円 

 

   「柳亭小痴楽 独演会～ヒットエンドラン～」※申込 12/20(月)まで 

    1月23日（日） 14：00 開演 

    京都府立府民ホール「アルティ」 全席指定 1，700円 

 

   「ミュージカル ボディガード」」※申込12/20(月)まで 

    1月23日（日）26日（水）・28日（金） 

    梅田芸術劇場メインホール S席平  日（26日28日） 9，800円 

                 S席日曜日 (23日)     11, 000円 

 

   申込方法：共済ニュース 4ページ目下の FAX用応募用紙またはハガキでお申込みください。

※各申込締切日厳守 

  (8) ハートプルのＷｅｂサービス「ハートプルクラブ」 
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   「ハートプルクラブ」は会員様とそのご家族に約 20万の豊富なメニューを便利 

   に利用していただけるサービスです。ハートプルクラブのご登録がまだの方は 

   今すぐお手持ちのパソコン、スマートフォンからご登録へ！ 

 

▼４. いろいろご案内 

 New! 

   (1) 尼崎倶楽部会員募集中！ 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/ 

    ・第428回朝食会 

      新型コロナウイルス感染症予防対策を講じて開催します。 

  【開 催 日】12月 15日(水) 8:00～9:00 

  【場   所】尼崎市中小企業センター アイル 1階ホール 

  【テ ー マ】尼崎の文化・歴史再発見！ Part2 

                抽象画家・白髪一雄と尼崎 

                  ～ 生家「木市呉服店」の記録とともに ～ 

  【講  師】公益財団法人尼崎市文化振興財団 事業課美術担当 

                  学芸員 妹 尾  綾 氏（せのお あや） 氏 

   【参 加 費】会員：1,000円 非会員：1,500円    

   ・お問い合わせは事業課(06-6488-9534)まで 

  New! 

   (2) 近畿経済産業局からご案内 

    ・「ＶＯＣ排出抑制対策セミナー ～ヒトと地球に優しい作業環境の作り方～」 

 ＶＯＣ排出抑制の意義やメリット、具体的な取組事例、自主的取組に有効なリスクアセスメ

ントの支援ツールの活用方法などをご紹介します。ＶＯＣ排出抑制に向けた対策のきっかけと

なる本セミナーに是非ご参加下さい。 

   ◇日 時： 令和 3年12月22日(水)  14：00～17：00 

   ◇オンライン開催（Microsoft Teamsを使用） 

        ※開催直前になりましたらお申込みいただいた方に参加 URLをご案内致します。 

   ◇参加費：無料  

   ◇主催等：【主催】近畿経済産業局 【セミナー事務局】(株)ダン計画研究所 

   ◇締 切：12月 17日(金) 

   ◇詳細・申込：以下の URLをご覧ください。     

       ⇒ https://www.kansai.meti.go.jp/3-6kankyo/R3fy/VOC20211222.html 

   ◇問い合わせ：セミナー事務局（(株)ダン計画研究所内） 

         TEL 06-6944-1173 FAX 06-6946-9120 

         E-Mail mailto:info@kinki-recycle.go.jp 

 

    ・「関西から広がる水素関連分野ビジネス・最新動向セミナー vol.1」    

 近畿経済産業局では関西における水素社会構築・産業としての盛り上がりを後押しするため、   

第 1回目に供給（水素関連製品の開発や製造）、第 2回目に需要（利活用）をテーマに、今年

度 2回のセミナーを開催します。（第 2回セミナーは令和 4年 2月中旬を予定）第 1回目とな

る今回は、中小企業が水素エネルギー市場への新規参入を目指すプラットフォーム「神戸水素

クラスター勉強会（技術交流部会）」で取組を進める中小企業と自治体の支援事例を紹介し、ク

ロストークでは水素関連分野での関西の強みを行政・中小企業・大学の視点から議論します。 

   ◇日 時： 令和 3年12月20日（月）14:30～17:00 

https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
https://www.kansai.meti.go.jp/3-6kankyo/R3fy/VOC20211222.html
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        （申込締切：令和 3年12月16日（木）12:00） 

   ◇形 式：リアル参加 30名、オンライン聴講 100名 

   ◇リアル参加会場： 

        大阪産業創造館会議室 E（大阪府大阪市中央区本町 1-4-5） 

◇対 象：水素分野の技術開発・製造に関心のある中小企業、企業への支援を行う自治体・

支援機関等 

   ◇参加費：無料。 

   ◇主 催：近畿経済産業局 

   ◇プログラム・申込み方法等：詳細は、以下よりご確認下さい。 

    ⇒ https://bit.ly/3dqg4XQ 

 New! 

   (3) 兵庫職業能力開発促進センター(ポリテクセンター兵庫)からのご案内 

  人材育成にお困りではありませんか？ ポリテクセンター兵庫では“人材育成”のサービス

を提供しています。 

    【人材育成】～はたらくあなたと、企業の人材育成を応援します～ 

    ・在職者訓練 

       生産現場が抱える課題を『能力開発セミナー』が解決します！ 

      ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html 

     （コース紹介） 

     「建築構造計画実践技術」（1/11,12,13） 

      ※建築の各種構造を全般的に知りたい方！ 

      ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/copy_of_A999-Z01-A2.html 

     「アルミニウム合金のＴＩＧ溶接技能クリニック」（1/17,18） 

      ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/B202-009-A0.html 

    ・生産性向上支援訓練 

      企業が抱える課題や人材育成ニーズに対応した職業訓練を実施中！ 

      ※受講生募集中！(¥2,200～¥3,300 / 6H～12H) 

      ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html 

     問い合わせ先 TEL： 06-6431-7277（在職者訓練） 

                        06-6431-8205（生産性向上支援訓練） 

  (4) 尼崎市からのご案内 

    ・尼崎市事業継続一時支援金 

  新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少に直面している事業者であるものの、売上

減少の要件等により国や県の支援金の対象とならない事業者に対して、尼崎市が独自に事業継

続に向けた支援金を給付します。 

      ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026324.html 

    ・尼崎市雇用促進奨励金 

新型コロナウイルス感染症の影響により市内の雇用情勢が悪化している状況において、市

民の雇用機会の創出及び市内事業所の人材確保を図るため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用

した者に対し、予算の範囲内において尼崎市雇用促進奨励金を支給します。 

      ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026086.html 

    ・尼崎市創業支援事業 

  新型コロナウイルス感染症の影響下において、新しい生活様式や新しい働き方等の変化が生

まれている中、新たなビジネスにチャレンジする創業者、第二創業者を対象に、創業時に要す

る経費の一部を補助します。 

https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/copy_of_A999-Z01-A2.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/B202-009-A0.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026324.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026086.html


   

8 

      ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006269/1006306.html 

   ・セーフティネットについて 

    ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html 

  (5) 兵庫働き方改革推進支援センターからのご案内 

 中小企業の「働き方改革」応援します。働き方改革の施工に伴い、中小企業の法改正への対

応を推進する目的で、専門家を企業に派遣する訪問支援を行っています。お気軽にご利用くだ

さい。 

   ⇒ https://public.lec-jp.com/hataraki-hyougo/ 

   ＊問い合せ TEL：0120-79-1149 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006269/1006306.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html
https://public.lec-jp.com/hataraki-hyougo/

