
（公財）尼崎地域産業活性化機構 

メルマガ 第１１２号  
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いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。 

はやいもので2022年も残り１か月となりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。 

さて、今月は『事業所景況調査（10-12月期）』の結果が公表されます。対象事業所のみなさま、いつも回答への

ご協力ありがとうございます。1-3月期調査へのご協力もよろしくお願い申し上げます。また、『SDGs・脱炭素経

営の実現に向けた取組の実態調査』ヒアリング調査にご協力いただいている事業所のみなさまにも感謝申し上げ

ます。みなさまにご回答頂いた結果が、良い施策に繋がるよう努めてまいります。 

それでは、メルマガ12月号です。 

 

▼1.活性化機構からのご案内 

 New! 

 (1) 「ワタシは、尼崎でハンドメイド作家になる！女性のための役立つモノづくり開業講座」のご案内  

    本セミナーでは、現役のハンドメイドショップオーナーで、ハンドメイド作家も応援する手作り雑貨店

「ハンドメイドの森」オーナーの長濱晴美さんが、実体験をふんだんに織り交ぜながら、ハンドメイド作家

になるには何をしたらいいのか、商品販売までの全体の流れに加えて、ハンドメイドに取り組む姿勢や考え

方などをお伝えします。 

    【開催日時】12月12日(月) 10:00～11:00 

  【開催場所】尼崎創業支援オフィスアビーズ（尼崎市昭和通 2丁目6-68 尼崎中小企業センター３F） 

  【定  員】先着8名 

  【参 加 費】無料 

   【問い合せ】080-2505-8056 （受付時間9:00～17:00） 

           募集案内  ⇒ https://abiz.jp/event/ 

 (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  

  【対象業種】業種は問いません。 

    【問い合せ】080-2505-8056 

  

https://abiz.jp/event/
https://abiz.jp/
https://kip-amagasaki.jp/
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 (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。 

      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 

 (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 

  ・「パソコン教室 -楽しいパソコンクラス -」 

   パソコン入門・インターネット・メール・年賀状・資格対策・ 

   Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔなど 

  ・「スマホ・タブレット マンツーマンクラス」 

   電話のかけ方と受け方・文字入力・メール・ＬＩＮＥ 

   インターネット・アプリ取得など 

  ・「デジカメ教室 - プロから学ぶデジカメ講座 -」 

   デジカメ撮影技術 

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

  ・その他、各種パソコン講座あります！ 

    【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＜年末年始の休館日 12/29～1/3＞ 

 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 

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
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
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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＞＜年末年始の休業日 12/29～1/3＞ 

     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12月号をご覧ください。 

     （２ 色 版）⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no477.pdf 

     （カラー版）⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no477_color.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）

へお願いします。 

  【1P】 六甲山スノーパーク入園引換券販売中 

     【販売期間】11月 25日（金）～2月28日（火） 

     【営業期間】12月 3日（土）～3月 5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/ 

     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 

              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 24日（土）～3月21日（火・祝）予定 

     【料  金】平  日 4，300円（一般4，800円） 

           休  日 5，000円（一般5，500円） 

         ⇒ https://skyvalley.jp/ 

         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 

     【営業期間】10月 4日（火）～3月31日（金）予定 

     【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 

         ⇒ https://www.a-spo.com/skate/ 

      窓口にて入場招待券・特別優待券配布 

          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】2023年3月21日（火）まで 

          レオマリゾート 2022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】～無くなり次第終了 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no477.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no477_color.pdf
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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     【有効期限】2023年2月28日（火）まで 

  【2P】観劇案内① 

     〇初春文楽公演 

     【公演日時】1月22日(日) 第一部11：00開演／第二部 14：00開演／第三部 17：30開演 

     【料    金】一等席 4，000円（一般一等席5，500円） 

     【会    場】大阪国立文楽劇場 

     【申込締日】12月 15日(木)まで 

     ●Osaka Shion Wind Orchestra 第146回定期演奏会 

     【公演日時】1月28日(土) 14：00開演 

     【料    金】S席 4，000円（一般S席5，000円） 

           A席 3，000円（一般A席4，000円） 

     【会    場】ザ・シンフォニーホール 

     【申込締日】12月 20日(火)まで 

     〇三浦一馬 五重奏団 PIAZZOLLA Standards & Beyond 

     【公演日時】2月 4日(土) 19：00開演 

     【料    金】全席指定 4，000円（一般5，500円） 

     【会    場】ザ ・ シンフォニーホール 

     【申込締日】12月 22日(木)まで 

     ●劇団四季ミュージカル ノートルダムの鐘 

     【公演日時】2月11日(土・祝) 17：30開演 

     【料    金】C席 2，500円（一般C席3，300円） 

     【会    場】京都劇場（JR京都駅ビル内） 

     【申込締日】12月 20日(火)まで 

 【3P】観劇案内② 

     〇宝塚歌劇 月組公演 

     平安朝クライム『応天の門－若き日の菅原道真の事－ 

     ラテン グルーヴ『Deep Sea－海神たちのカルナバル－』 

     【公演日時】2月21日(火) 13：00開演／26日(日) 11：00開演 

     【料    金】S席 8，000円（一般S席8，800円） 

     【会    場】宝塚大劇場 

     【申込締日】12月 18日(日)まで 

     ●大阪松竹座開場100周年記念 OSK日本歌劇団『レビュー春のおどり』 

     【公演日時】2月 5日(日)／ 8日（水）  午前の部 11：00開演 

             10日(金)／11日（土・祝）午後の部 15：00開演 

     【料    金】一等席 6，500円（一般一等席9，500円） 

     【会    場】大阪松竹座 

     【申込締日】12月 15日(木)まで 

 【4P】共済会合同バスツアー 

    「城崎温泉『西村屋ホテル招月庭』にてカニ料理と城崎温泉街散策」 

     【日  程】2023年1月14日（土）日帰り 

     【集合場所】梅田 8時15分  

     【料  金】会  員 20，000円 

           会員家族 大人20，500円／小学生 17，000円／幼児 9，500円 

             非 会 員 大人21，500円／小学生 18，000円／幼児10，500円 

     【申込期間】12月 15日（木）まで 



   

5 

     【申込方法】共済ニュース 4 ページ下の参加申込記入欄に必要事項記入の上、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。 

 

  ---事務所からのお知らせ--- 

    □ＴＯＨＯシネマズ系映画鑑賞券窓口販売料金改定のおしらせ□ 

【現行】1,200円 ⇒【新料金】1,300円になります。 ※12月入荷分より、新料金(1,300円)販売とな

ります。 

 

    ※※提携施設より利用停止期間のお知らせ※※ 

     サンシビック尼崎の改修工事に伴い、下記の期間中は施設の利用ができなくなりますのでご注意ください。 

     利用停止期間⇒ 2022年8月～12月まで（予定） 

     利用停止場所⇒ サンシビック尼崎 すべての施設 

     ※屋内プール・中央体育館・中央南生涯学習プラザ・図書室・ヘルスアップルーム等すべて利用休止

となります。 

    屋内プール・中央体育館の各教室につきましては、スポーツ振興事業団のホームページをご覧ください。 

      ⇒ https://www.aspf.or.jp/ 

    ●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！ 

 

▼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437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】12月21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】阪神電鉄の尼崎における地域活性化の取り組みについて 

   【講   師】阪神電気鉄道株式会社 常務取締役 

https://www.aspf.or.jp/
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/benefit.html
https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
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                  沿線価値創造推進室、ブランド経営推進室担当 

                    小 川 浩 昭（おがわ ひろあき） 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 

     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） 

       「ヒューマンエラー防止実践手法」（1/23,24） 

        ヒューマンエラーの現状や発生のメカニズムを認識し、現場改善等に役立てたい方へ。 

        ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/copy_of_Z201-004-A-10.html 

       「実践建築設計２次元ＣＡＤ技術〈木造編〉」（1/28,29） 

        Jw_cad のコマンド操作を習得し、平面図等の作成ができるようになりたい方へ。 

        ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/A804-004-A-111.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  

    【問い合せ】 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 

   ・ 尼崎市コロナ対策信用保証料補助金についてのご案内  

   新型コロナウイルス対策に係る兵庫県中小企業融資制度の借入に際し必要と 

     なる信用保証料を尼崎市が一部補助します。 

    【申請期間】令和5年4月10日(月)まで ※予算の上限に達し次第、終了予定 

    【申請方法】郵送のみ 

    【詳  細】尼崎市ホームページ 

                ⇒  https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/1031880.html 

    【問い合せ】コロナ対策信用保証料補助金 係 080-8133-2741 080-9532-8731 

   ・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（10/1～12/31） 

     ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220916_5gou.pdf 

https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/copy_of_Z201-004-A-10.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/A804-004-A-111.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/1031880.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220916_5gou.pdf

