（公財）尼崎地域産業活性化機構
メルマガ 第６６号
暦の上では春となりましたが、まだまだ寒い日が続き、インフルエンザも猛威を振るって
おりますが、皆様は体調管理を、どのようにされていますか？帰宅後などに行う「うがいや
手洗い」は習慣として身に付いているようですし、外出時の「マスク」も今では大勢の方が
着用しています。
しかし「うがいや手洗い」
「マスク」などの風邪予防の効果については専門家でも意見が
分かれているそうです。どちらにしても、日頃よりバランスの良い食事と、日々の疲れを身
体に溜め込まないこと、そして、程良い刺激のある生活が大切なように感じられます。また
寒さがいちばん体に良くないのではないでしょうか。
これから段々と暖かくなれば、寒さで固まっていた体もほぐされていくでしょう。皆様が
お健やかな毎日を過ごして下されば幸いです。
尼崎市中小企業センターアイル事業案内
▼１．募っています
New!
（1)あまがさき産業フェア 2019 出展者
⇒ http://www.amafair.com/
【展示会開催日】7 月 25 日(木) 10：00-17：00、26 日(金) 10：00-16：00
【募集内容】新製品、伝統的・創造的技術技能を有した製品、研究･開発の新たな技術
などの展示
【募集ブース数】150 ブース
【申込期日】3 月 29 日(金)（募集ブース数に達し次第締め切ります。)
【出展料】1 ブース 80,000 円（サイズ：間口 2,700 ㎜×奥行 1,800 ㎜×高さ 2,100 ㎜）
2 ブース 160,000 円（サイズ：間口 5,400 ㎜×奥行 1,800 ㎜×高さ 2,100 ㎜）
New!
（2)経済産業関連施策説明会
中小企業・小規模事業者向け施策説明会を開催します。
【開催日】2 月 20 日(水)14:00-16:00（開場 13：45）
【場 所】尼崎市中小企業センター アイル 401 会議室
【定 員】80 名(先着順)
【参加費】無料
【内 容】経済産業省関連施策
・中小企業・小規模事業者向け事業承継の集中支援について
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
・サービス等生産性向上 IT 導入支援事業、消費税軽減税率対策事業など
尼崎市関連施策
・平成 31 年度産業振興施策について
【申込先】尼崎市 地域産業課 TEL：06-6430-9750
⇒ http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/b_event/1009195.html
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New!
(3)「大阪大学 ラボ見学会」
参加者募集中！
阪神尼崎駅に集合し、貸切バスにて大阪大学へ！
ものづくり技術の最先端の施設を見学します
【開催日】2 月 22 日（金）13:30-17:50
【場 所】大阪大学（超精密科学研究センター、接合科学研究所）
【定 員】20 名（先着順）
【参加費】無料
【問合せ等】尼崎地域産業活性化機構(尼崎市産学公ネットワーク協議会)
TEL：06-6488-9501
⇒ http://www.ama-in.or.jp/industrial/sub0703.html
（4)新しいかたちの相談会「Ｂｉｚ－ＭｉＫＳ（ビズミクス）」
⇒ http://www.ama-in.or.jp/
【開催日】毎週木曜日 13:00-17:00（うち 1 時間程度、要予約）
【対 象】起業、経営、販路、人材育成など、ビジネスに関する「もやもや」
を抱えておられる方
【相談料】無料
（5)尼崎創業支援オフィスアビーズ
・利用者募集中！
⇒ http://abiz.jp/
【利 用 料】フリースペース：8,000 円／月 固定スペース：12,000 円／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。
（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
【開催日】2 月 5・19 日、3 月 5・19 日 いずれも第 1・3 火曜日
ご予約:078-977-9085 月～金 9:00～17:00 祝除く
⇒ https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2018_02.pdf
⇒ http://web.hyogo-iic.ne.jp/
（7)「特許相談会」予約受付中
⇒ http://www.ama-in.or.jp/industrial/sub06.html
【開催日】原則 毎月第 4 火曜日
【相談料】無料
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(8)「脳トレパソコンくらぶ」受講生募集中！
⇒ http://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

(9)「パソコン教室」受講生募集中！
デジカメ講座や各種パソコン講座の受講生募集中！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf
【問合先】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
(1) A 大阪都心(キタ・ミナミ)から近い! 展示会・各種会議・研修会・各種パーティ
(10 名様から 300 名様)に…安全・安心・快適でより使いやすい当センターを
ご利用ください。
お部屋の見学も随時受け付けています。
研修会・会議のお弁当、パーティ料理等ご予算に応じて…ご相談ください。
予約・問合先 TEL:06-6488-0900・時間 9:00～20:00
⇒ http://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/301.pdf
B 料金表はこちら
⇒ http://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/kaikan28-4.pdf
C 駐車場料金 30 分 100 円・1 日最大(8:30～21:00)1,000 円
(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。また、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。皆様のご利用をお待ちしています。
営業時間 9:00～17:00
・しっかり朝食・モーニングサービス(エッグトーストセット\400)
⇒ http://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/asa.pdf
・ランチサービス(タイムラグサービス)
⇒ http://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/lunch.pdf
▼３.♪ハートプルからのお知らせ ＜会員限定のサービスです＞
☆詳細は機関紙ハートプル２月号をご覧ください。
New!
(1)バイキング料理等の利用補助券を発行します。
<対象施設>
①都ホテルニューアルカイック「レストラン アゼリア」
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②ホテルヒューイット甲子園「オールダイニング ポモドーロ」
③大江戸温泉「箕面温泉スパーガーデン」
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibent3121pdf
(2)新サービス「ハートプルクラブ」のご案内
「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。
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibento3122.pdf
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibento3123.pdf
(3)観劇・コンサート、事務局からのご案内
家庭常備薬斡旋、
「路線バス探偵」謎解きキット販売、
日興フェア（２月７日、８日）
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibento3124.pdf
(4)ハートプル機関紙２月号
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no430.pdf
(5) いろんなサービスがぞくぞく登場!!手間ひまかけずに福利厚生を
充実するなら？…♪ハートプルでしょ！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/kyousai2.pdf
***** ハートプルでは会員様に各種チケットを販売・配布していますが、*****
***** これらチケット類の転売やネットオークション等への出品は固く *****
***** お断りしています。もし判明した場合、今後ハートプルでチケット*****
***** を取り扱えなくなる場合がありますのでご注意ください。
▼４. いろいろご案内
New!
(1)尼崎倶楽部からのご案内！
尼崎倶楽部会員募集中！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
・第 407 回朝食会
【開催日】2 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】尼崎城と観光地域づくりについて
【講 師】尼崎市長
稲村 和美（いなむら かずみ）氏
【参加費】会員：1,000 円 非会員：1,500 円
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*****

・懇話室のご利用方法などのお問い合わせは 事業課(06-6488-9501)まで
New!
(2)近畿経済産業局からのご案内！
バイオマスセミナー in 大阪
－都市バイオマスの有効活用から、新たな価値の創出へ！－
＜内容＞
(1) バイオマス有効活用の最新動向 －多様化する取組、効果、価値－
(2) バイオマスから生産されるプロダクトのコストの考え方
(3) 実践事例の紹介
【開催日時】 2 月 13 日(水) セミナー
【開催場所】 セミナー

14:00～17:30

大阪国際交流センター3 階 銀杏
大阪市天王寺区上本町 8-2-6

【参 加 料】 無料
【定

員】 セミナー

100 名(先着順)※定員になり次第、締切

【問合せ等】 バイオマスセミナー事務局（株式会社ダン計画研究所内）
WEB：http://www.kansai.meti.go.jp/3-6kankyo/H30fy/biomass0213.html
もしくは TEL：06-6944-1173
New!
(3)近畿経済産業局からのご案内！
経営戦略セミナー デザインによるイノベーション
－技術力・信用を活かし、新商品でブランドを形成するためのヒント－
＜内容＞
(1) 製品やサービスに活かすデザインマネジメントとデザインドリブン
(2) デザインによるイノベーション 開発と戦略事例
【開催日時】 2 月 25 日(月)15:00～17:30
【開催場所】 ハービスＥＮＴ９Ｆ（大阪市北区梅田 2 丁目 22）
【参 加 料】 無料
【定

員】 60 名（先着順）※定員になり次第、締切

【申込方法】 下記 URL より申込フォーマットまたは FAX にてお申込み下さい。
⇒ http://dan-dan.com/design201902/
FAX：06-6944-8736
【問合せ等】 セミナー事務局（株式会社ダン計画研究所内）
TEL：06-6944-1173
New!
(4)雇用労働相談センターからのご案内
第 11 回 無料！公開セミナー＆雇用労働相談会の開催
5

＜セミナーテーマ＞
セミナー1「面接・入社・退職のルール」
～具体的な対応方法と就業規則に記載するポイント～
セミナー2「採用及び退職に関するルール」
～労使トラブル回避をするために～
＊セミナー終了後には、社会保険労務士と弁護士による個別相談会も行います。
【開催日時】 2 月 19 日(火) 17:00～20:00 ＊16:30 受付開始
【開催場所】 淀屋橋三井ビルディング（淀屋橋 odona）
6 階 研修室小（有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所内）
【参 加 料】 無料
【参加対象】 ベンチャー・グローバル企業の経営者、労働者等
どなたでもご参加いただけます
【定

員】 30 名

【申込方法】 WEB：http://kecc.jp/ もしくは FAX:06-6371-3195
【問合せ先】 関西圏国家戦略特区「雇用労働相談センター」
TEL:06-6136-3194

FAX:06-6371-3195

New!
(5)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
【在職者訓練】
「旋盤実践技術（ねじ切り加工編）」（日程：3 月 12 日,13 日,14 日）
旋盤で多様なねじ切り加工を行うために必要な知識と技能を習得
することを目標とします。
⇒

http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/2018/copy_of_B101-146-3-

2.html
【生産性向上支援訓練】オーダーメイドの社内研修をお手伝いします!
(\3,240～ / 6H～)
⇒ http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
お問合せ TEL：(在職者訓練) 06-6431-7277 (生産性訓練) 06-6431-8205
(6)商店街謎解きゲーム「路線バス探偵－消えた尼崎城の秘宝を追えー」
【開催日】1 月 19 日～3 月 17 日
【場 所】中央・杭瀬・立花・塚口エリアの商店街
【対 象】小学 4 年生以上
【参加費】1,500 円
【主 催】尼崎商店街サミット
【問合せ】尼崎市地域産業課 06-6430-9750
⇒ https://www.blackcats-cube.com/event/路線バス探偵/
(7) セーフティネット保証制度第 5 号の指定業種について（平成 30 年度第 4 四半期）
平成 31 年 1 月から指定業種が変わりました。
6

⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2018/1812205gou.pdf
(8) 兵庫県経営円滑化貸付・災害対応貸付融資制度
平成 30 年７月豪雨・平成 30 年台風第 20 号・第 21 号が対象災害に指定されました。
(融資対象者(2) 資金使途：運転資金の受付は終了しました。
）
⇒ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/saigaitaioukasituke_1.pdf
(9) その他の融資制度
・あまがさき技術サポート融資
アイデア、技術、製品を活用し、新たに事業化・製品化を図る個人・中小企業に
無担保で融資をあっせん
⇒ http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/068yuusi.html
・ソーシャルビジネス支援資金
社会的課題の解決を目的とした事業を営む中小企業者等に融資をあっせん
⇒ https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/socialbusiness.html
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