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日本の夏らしい暑い日が続きますが、夏と聞くと何を思い浮かべますか？ 

海水浴や夏祭り、かき氷、風鈴など日本には暑い夏だからこそ涼しさを感じさせる夏の楽しみ方

がいろいろとあります。そんな中で今回は尼崎の花火に関する話を一つ。江戸時代、夏のある日、

武庫川の河原は大勢の人たちで埋め尽くされていました。全国に知られた尼崎の花火が開催される

ということで、人びとが見物に集まったのです。この催し、正式には花火大会ではなく尼崎藩によ

る砲術の披露だったのですが、それを皆が花火、花火といったことでたくさんの観客が集まるよう

になったそうです。大筒から打ち上げられる夜空を照らす火薬の光は集まった人たちの瞳を輝かせ、

夏の暑さをひと時忘れさせたことでしょう。昔も今も、花火大会は人々を惹きつける魅力的なもの

だったのですね。 

それでは今月のメルマガです。 

 

▼1.活性化機構からのご案内 

 New! 

（1) 女性のための起業応援セミナー 「フリーランスの先輩と話そう！」 

    「好き」から始まるワークスタイル / 今こそ、あなたの「好き」を活かすとき 

  先輩独立開業者と交流、トークイベント ～「おいしい」時間を、悩めるあなたに～ 

    ⇒ https://abiz.jp/event/ 

    【開 催 日】7月 21日(木)10:00～11:00 

    【開催場所】開明庁舎内のなないろカフェ横イベントスペース（尼崎市開明町 2-1-1） 

    【講  師】富 圭愛 氏（とみ かあい）氏 

          自称・立ち飲み女王、ブロガー歴 15年以上の「美味しい情報」を創るイラストレーター 

    【定  員】6名 (先着順) 

    【参 加 費】無料 

    【申込方法】お電話でお申込み：080-2505-8056（受付時間：平日 9:00～17:00） 

        メールでお申込み：メールアドレス  ⇒ info@abiz.jp 

                 ・件名に「フリーランスの先輩と話そう！セミナー参加希望」 

                 ・本文に「お名前・電話番号」 

                 必要事項をご記入ください。 

             Webでお申込み：フォームにアクセス ⇒ https://abiz.jp/contact 

        CONTACT ページにて、お名前・電話番号等必須事項と、お問い合わせ内容に「フ

リーランスの先輩と話そう！セミナー参加希望」と記載の上、送信してお申込みく

ださい。 

 

 New! 

 (2) Amagasaki Jelly Cafe PLUS 独立・起業したい女性のための 

   「ワタシの強み発見 ワークショップ」 

  魅力を引き出す時間 ～強みを生かして、自分らしく働く～ 

  ⇒ https://abiz.jp/event/ 

  【開 催 日】7月 27日(水）10:00～12:00 

  【開催場所】尼崎市中小企業センターアイル 3階 尼崎創業支援オフィス ABIZ(アビーズ) 

    【講  師】前田 めぐる 氏 

                 広報アドバイザー/文章術講師 

    【定  員】9名 (先着順) 

  【参 加 費】無料 

    【申込方法】お電話でお申込み：080-2505-8056（受付時間：平日 9:00～17:00） 

https://abiz.jp/event/
https://abiz.jp/contact
https://abiz.jp/event/
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        メールでお申込み：メールアドレス  ⇒ info@abiz.jp 

                 ・件名に「ワタシの強み発見 ワークショップ」 

                 ・本文に「お名前・電話番号」 

                 必要事項をご記入ください。 

        Webでお申込み：フォームにアクセス ⇒ https://abiz.jp/contact 

        CONTACT ページにて、お名前・電話番号等必須事項と、お問い合わせ内容に「ワ

タシの強み発見 ワークショップセミナー参加希望」と記載の上、送信してお申込

みください。 

（3) 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 

（4)「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 

 (5) 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。 

      募集チラシ ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gallery.pdf 

    【問い合せ】事業課 06-6488-9565 

 (6) 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 

 

https://abiz.jp/contact
https://abiz.jp/
https://kip-amagasaki.jp/
https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gallery.pdf
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2022.pdf
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 (7) 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」 

   【開 催 日】週1コース   月4回、週2コース 月8回ほか 

  【受 講 料】週1コース 4,400円、週2コース 8,000円ほか 

  ・「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．活性化機構の事業報告 

 New!  

   (1)調査報告「事業所景況調査（令和 4年4-6月期）」 

   業況判断DIは全産業で改善。景況感は持ち直し。 

 

   <ポイント> 

      ・出荷額・売上高等DI・・・全産業、製造業で改善、非製造業では大幅に改善。 

      ・収益DI・・・全産業で改善。製造業では悪化も、非製造業では改善。 

      ・ (原材料)仕入価格 DI・・・全産業、製造業、非製造業のすべてで上昇。卸売業では 90.3

まで上昇。 

 

   詳しくは 

    ⇒https://www.ama-in.or.jp/research/pdf/jyutaku/keiki2022_04-06.pdf 

 

▼３．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 

https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf
https://www.ama-in.or.jp/research/pdf/jyutaku/keiki2022_04-06.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
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    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 

 

▼４.♪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7月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no471.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】おもいっきり夏を楽しもう♪プール＆レジャー・スポーツ施設 

 

    A 関西サイクルスポーツセンター ファミリープール フォレ・リゾ！ 

     KCSC入場+FP(のりもの乗り放題)+プール+BBQセット券販売 

         【料  金】おとな (中学生以上)         3, 100円 

               こどもA(3歳～小学生身長 110㎝以上)2，800円 

               こどもB(3歳～小学生身長 110㎝未満)2，000円 

               シルバー(60歳以上)        2，300円 

         【利用方法】事前にハートプル窓口にて会員証提示のうえチケット 

           を購入し、施設でご利用ください。 

    B 尼崎スポーツの森 ウォーターパーク アマラーゴ 

         【料  金】大 人（大学生以上）会員証提示で 1，200円 

               中高生         〃      700円 

               小学生         〃      600円 

               高齢者（70歳以上）   〃      700円 

               未就学児無料 ※大人1人につき未就学児 2名まで。 

     【利用方法】現地窓口でハートプル会員証を提示のうえ、料金をお支払い 

           ください。 

    C ナガシマリゾート ジャンボ海水プール 

      ナガシマスパーランド遊園地入場+海水プール入場利用券 

     【料  金】大 人（中学生以上）通常 3，800円⇒ 2，800円 

               小学生        通常2，800円⇒ 1，900円 

               幼 児（2歳以上）  通常1，500円⇒   900円 

     ※その他ワイドパスポートや湯あみの島などの施設入場割引もあり。 

     【利用方法】事前にハートプル窓口で会員証提示のうえ必要枚数を受取り、 

           現地窓口でご利用ください。 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no471.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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    ◇ハーティ21 施設利用券 

     【料  金】プール大人(15歳以上)490円 プール小人(3歳～14歳)190円 

           トレーニング大人(15歳以上)410円 

           プール＆トレーニング大人(15歳以上)640円 

     【有効期限】2023/3/31まで 

    ◆サンシビック屋内 プール利用券 

     【料  金】大人(高校生以上)480円 小人(小・中学生)270円 

     【有効期限】2023/3/31まで 

    ◇シティスポーツクラブ尼崎ウッディ 施設利用券 

     【料  金】中学生以上 530円 

     【有効期限】2022/7/31まで 

    ◆グンゼスポーツつかしん 施設利用券 

     【料  金】高校生以上 510円 

     【有効期限】上期分 2022/9/29まで 

  【2P】観 劇 案 内 

     □桂文珍独演会 

     【公演日時】8月 8日(月) 18：00開演(17：15開場) 

     【料    金】全席指定(2階席) 3,500円 

     【会    場】なんばグランド花月 

     【申込締日】7月10日(日)まで 

     ■アンタッチャブル・ビューティー ～浪花探偵狂騒曲～ 

     【公演日時】9月19日(月・祝) 夜の部 15：30開演 

              24日(土)   昼の部 11：00開演 

     【料    金】一等席(1階または2階席) 9,000円 

     【会    場】大阪松竹座 

     【申込締日】7月21日(木)まで 

     □藤山寛美三十三回忌追善 喜劇特別公演 

     【公演日時】昼の部 11：00開演 

           10月 9日(日)/13日(木)/18日(火)/22日(土) 

           夜の部16：00開演 

           10月 2日(日)/ 6日(木)/20日(木) 

     【料    金】一等席 9,000円 / 三等席 1,500円 

     【会    場】京都南座 

     【申込締日】7月21日(木)まで 

     ■宝塚歌劇 雪組公演 

     グランド・ミュージカル『蒼穹の昴』～浅田次郎作「蒼穹の昴」より～ 

     【公演日時】10月14日(金) 13：00開演(12：30開場) 

             23日(日) 15：30開演(15：00開場) 

     【料    金】S席 8,000円 

     【会    場】宝塚大劇場 

     【申込締日】7月25日(月)まで 

    観劇申込方法：共済ニュース 3P上のFAX用応募用紙またはハガキに 

           応募内容を記入して応募締切日までに到着するよう 

           に送付してください。 
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 【4P】日帰りバスツアー 

    〇旬の味覚はものフルコースと岡山白桃狩り● 

     【日  程】2022年8月 6日(土) 阪神尼崎6：40集合 

     【料  金】会   員 12,300円 

           会員家族 12,800円 会 員家族小学生 8,400円 

           非 会 員 13,800円 非 会 員小学生 9,400円 

     【申込締日】2022年7月24日(日)まで 

     【申込方法】共済ニュース 4P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。 

   ---事務所からのお知らせ--- 

    □松竹系映画鑑賞券(MOVIX＆SMT直営映画館)販売料金改定のおしらせ□ 

      【現行】1,100円 ⇒【新料金】1,200円になります。 

        ※9月末有効分(1,100円)がなくなり次第、新料金(1,200円)販売となります。 

    ■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！ 

 

▼５. 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433回朝食会 

      国・県・市のイベント等の開催方針及びイベント開催のガイドラインに従い開催します。 

   コロナウイルスの感染拡大予防のご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  【開 催 日】7月 20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】シリコンバレーの成功から、尼崎のさらなる発展に結び付くヒントは？ 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/benefit.html
https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
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   【講   師】尼崎商工会議所 会頭 

               日本電子材料株式会社 代表取締役社長 

                 大久保 和正（おおくぼ かずまさ） 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。 

  【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） 

    「木造住宅の構造安定性能設計技術」（8/20,21） 

    長期優良住宅に対応した設計手順と構造計画手法を、演習をとおして習得します！ 

    ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/A901-003-A-116.html 

    「治具設計の勘どころ」（8/29,30） 

    ワークの加工において生産性と品質の向上の一番大切なところを治具設計で考えよう！ 

    ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/A203-001-A-153.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 

   New! 

      セーフティネット保証 5号の対象業種（7/1～9/30） 

    ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220610_5gou.pdf 

  ・尼崎市中小企業ＢＣＰ策定支援事業（補助金） 

    災害発生時の課題や必要な対応手順等を事前に見える化し、減災対策や被災後の早期事業

再開に役立てましょう！ 尼崎市では、市内中小企業者の災害リスクを軽減し、事業継続力の

強化と企業魅力の維持・向上を支援するため、令和４年度から新たな補助制度を創設していま

すので、是非ご活用ください。。 

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

尼崎市のホームページ 

⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1017117/1030102.html 
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