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「風薫る」5月。尼崎市中小企業センター界隈は、風が強い日が意外と多く、その運んでくる匂い、

湿気や温もり、冷たさなど、ふとしたことで季節を感じることができます。 

凍るような冬の冷気から、木々や花の香を運ぶ春の風、そして青々とした爽やかな初夏の香しき薫

風へ。戦争、コロナや暗い事件のニュースが目立つ世間の騒々しさと比べ、自然の着実で不変の歩

みには、静かな感動を覚えます。 

さて、新年度がスタートして 1か月が経ちました。環境が変わられた方、また、新たなチャレン

ジを実行中の方、調子はいかがでしょうか。まだまだ長丁場です。一度ここらで小休止し、胸いっ

ぱいに5月の風を吸い込んでみてください。素敵な気づきに出会えるかもしれませんよ。 

心身をリフレッシュし、再スタート。 

私ども（公財）尼崎地域産業活性化機構は、市内中小企業のパートナーとして、そんな皆様に寄

り添い、応援します。 

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)  尼崎市中小企業新技術・新製品創出支援事業のご案内 

  5月31日(火)が申請受付の期限です!! 

    尼崎市では、市内中小企業者等の「新技術、新製品、新サービス」の研究開発を 

    支援するための助成事業を実施しています。 

    新たな魅力の創出や技術開発力の向上、競争力の強化などに、是非ご活用ください。 

  

   案内チラシ ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/singi.pdf 

 

尼崎市のホームページ ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/monodukuri/re_hojo/068gijutukaihatu.html 

（2)  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 

（3)「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  
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  【対象業種】業種は問いません。 

    【問い合せ】080-2505-8056 

 (4) 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 

 (5) 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://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_2022.pdf 

 (6) 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 
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 (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 4年5月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no469.pdf 

     ☆「ハートプル」ホームページ トップページ 

     ⇒ 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）へお願い致します。 

  【1P】日帰りバスツアー 

    ◇新緑の美山かやぶきの里とトロッコ列車から見る新緑の保津川の絶景◇ 

     【日  程】2022年6月25日(土) 阪神尼崎 7：00集合 

     【料  金】会   員 8,300円 

           会員家族 8,800円 会 員家族小学生 8,000円 

           非 会 員 9,800円 非 会 員小学生 9,000円 

     【申込締日】2022年5月24日(火)まで 

     【申込方法】共済ニュース 1Pの申込用紙に記入後、旅行会社（㈱T-LIFE 

           パートナーズ)へ直接FAXでお申し込みください。 

  【2P】観劇案内（●コンサート・△落語・◆歌舞伎） 

      ●由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策 童謡コンサート 

     【公演日時】6月25日(土) 15：00開演(14：15開場) 

     【料    金】S席 5,500円 

     【会    場】神戸国際会館 こくさいホール 

     【申込締日】5月18日(水)まで 

     ●アロージャズオーケストラ～スペシャルゲスト伊藤君子～ 

     【公演日時】7月10日(日) 16：00開演(15：15開場) 

     【料    金】全席指定 3,000円 

     【会    場】あましんアルカイックホール 

     【申込締日】5月24日(火)まで 

     △京都文博 噺の会 Vol.20 玉川太福 独演会 

     【公演日時】6月19日(日) 14：00開演(13：20開場) 

     【料    金】全自由席・畳席 2,000円 

     【会    場】京都文化博物館 6階和室 

     【申込締日】5月16日(月)まで 

     △桂雀  々独演会 雀々夏まつり2022 

     【公演日時】7月 9日(土) 14：00開演(13：15開場) 

     【料    金】全席指定 3,000円 

     【会    場】京都府立文化芸術会館 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no469.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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     【申込締日】5月24日(火)まで 

     ◆七月大歌舞伎 

     【公演日時】7月10日(日)／20日(水) 昼の部12：00開演 

              3日(日)／21日(木) 夜の部16：30開演 

     【料    金】一等席 12,500円、三等席 4,500円 

     【会    場】大阪松竹座 

     【申込締日】5月19日(木)まで 

     ◆坂東玉三郎特別公演 東海道四谷怪談 

     【公演日時】8月 5日(金)／14日(日) 14：00開演 

     【料    金】一等席 15,500円 

     【会    場】京都南座 

     【申込締日】5月19日(木)まで 

 【3P】観劇案内（〇バレエ・▼宝塚歌劇）    

    〇キエフ・バレエ・ガラ 2022 

      【公演日時】7月23日(土) 12：30開演 

      【料  金】全席指定 6,500円 

      【会  場】NHK大阪ホール 

      【申込締日】5月19日(木)まで 

      ▼宝塚歌劇月組公演 

      ミュージカル『グレート・ギャツビー』脚本・演出／小池修一郎 

     【公演日時】7月29日(金) 13：00開演(12：30開場) 

           8月 6日(土) 11：00開演(10：30開場) 

     【料    金】S席 8,000円 

     【会    場】宝塚大劇場 

     【申込締日】5月19日(木)まで 

            

  【4P】事務所からのお知らせ 

     ■押印廃止による一部申請書の変更します■ 

      令和4年4月1日より、一部申請書の押印が原則不要になりました。 

     現在使用されている各種申請書については順次変更致します。 

 

      ※押印廃止となる申請書は以下の通りです。 

      ・被共済者新規加入届 

      ・被共済者資格喪失届 

      ・被共済者氏名等の変更届 

      ・給付申請書 

      ・永年勤続慰労金給付申請書 

      ・被共済者証再発行申請書 

 

    ※各種申請書はホームページからダウンロードできます。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/benefit.html 

 

  ♪ハートプルのＷｅｂサービス「ハートプルクラブ」 

    「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 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/benefit.html
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    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431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。 

      また感染状況により中止される場合があります。 

  【開 催 日】5月 18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！ Part3 

         尼崎藩主のつたえ話 

   【講   師】尼崎市立歴史博物館 

                  係 長 河 野 未 央（こうの みお）氏  

   【参 加 費】会員：1,000円 非会員：1,500円    

   ・懇話室のご利用方法などのお問い合わせは 

   事業課(06-6488-9534)まで 

 New! 

   (2) 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 

     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。 

      ・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） 

        「木造住宅における結露防止を考慮した断熱・気密設計法」（6/5,12） 

          断熱・機密の設計手法を学んでみませんか？ 

         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/A803-001-A-100.html 

        「マイコン制御システム開発技術」（6/21,22,23） 

           RX マイコンを使用して制御システムを構築しよう！ 

         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/A402-024-B-46.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） 

   (3) 尼崎市からのご案内 

    ・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 

      セーフティネット保証 5号の対象業種（4/1～6/30） 

   ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220311_5gou.html 
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