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 11月に入り、だんだん秋も深まってまいりましたが、皆さま如何お過ごしでしょうか。 

冬が近づき、新型コロナウィルス感染症に加え、インフルエンザも注意を払う季節になりま

した。新型コロナウィルス感染症については、全国民が安全に接種できるワクチンの開発が

待たれるところですが、インフルエンザの予防接種は先月から高齢者を優先して始まって

いますね（10 月 26 日から一般の人も接種できるようになりました）。この冬は感染症対策

と体調管理をいつも以上に心がけて、健康に乗り越えましょう。 

共済事業ハートプルでは、予防接種費用を補助しています。ご活用下さい。申し込みは 11

月 16日まで。詳しくはメールマガジン▼4(1)をご覧下さい。 

 

▼１．活性化機構の事業案内 ～募っています～ 

 New! 

（1）Amagasaki Jelly Cafe（創業支援セミナー） 

    「あなたの起業を応援するセミナー」 

   基調講演には、サイボウズ株式会社代表取締役社長の青野慶久氏をお招きします。 

   中小企業向けのグループウェア市場で国内トップのシェアを占める「サイボウズ 

Office」シリーズを中心に、 

  「チームワーク溢れる社会を創る」という理念の基、業務効率化や生産性を最大まで高

めるソフトウェアサービスを提供され続ける 

  同社青野社長の創業ストーリーと、これからの予測不能な時代におけるイノベーシ

ョンの起こし方についてお話しいただきます。 

 また、今年で創立 5周年を迎える創業支援オフィスアビーズと、令和 2年 7月、新

たな起業家支援の場として新設された、起業プラザひょうご尼崎の創業支援体制につ

いてもご紹介いたします！ 

   ⇒ https://abiz.jp/event/jellycafe5th  

  【開 催 日】12 月 8日（火）14:00-16:00 

  【開催場所】尼崎市中小企業センターアイル 1階ホール 

                ※Zoom でのオンライン参加も可能です。希望者にはお申し込み後詳細を

お送りします。 

  【定  員】現地参加  80名 （先着順） 

        Zoom参加 100名 （先着順） 

  【参 加 費】無料 

    【申込方法】お申込フォームからお願いします  

                ⇒ https://forms.gle/aEk1QDaHN26jTS186 

（2) 尼崎創業支援オフィスアビーズ      

   ・9 月から、ドロップイン(一時)利用ができます！ 

   会員以外の方も、時間単位でオフィスをご利用いただけます。 

   ⇒ https://bit.ly/3hZAUhL 

    【一時利用料】550円(税込)/1時間 1,650円(税込)/1日 

  【時    間】毎日 9:00～17:00 （平日・土日祝も営業） 

https://abiz.jp/event/jellycafe5th
https://forms.gle/aEk1QDaHN26jTS186
https://bit.ly/3hZAUhL
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         ※尼崎市中小企業センターアイルの開館日に準拠します。 

  【決 済 方法】キャッシュレス決済のみ。（クレジット・電子マネー等） 

         ※現金でのお支払いはご対応いたしかねます。 

   ・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。 

     利用者募集中！ 

   ⇒ 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 

   ⇒ http://urx.space/Wz2t 

   利用者募集中！兵庫県の創業支援施設「起業プラザひょうご尼崎」が中小企業センタ

ー アイル内にオープンしました。 

  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 

 (4) 新しいかたちの相談会「Ｂｉｚ－ＭｉＫＳ（ビズミクス）」 

   ⇒ http://urx.space/KL2w  

     ※テレビ会議でのご相談も行っております。 

     ご希望の方はご予約の際にお尋ねください。 

  【開 催 日】平日 13:00～17:00のうち 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 

  【連 絡 先】06-6488-9565 

（5)「特許相談会」 

     ⇒ https://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  

 

https://abiz.jp/
http://urx.space/Wz2t
http://urx.space/KL2w
https://www.ama-in.or.jp/industrial/sub06.html


   

3 

 (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/ 

 (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」 

   ⇒ 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 合 先】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 2年 7-9月期）」 

   業況判断 DIは、全産業で大幅に改善したものの、依然として厳しい状況。 

     製造業、非製造業とも大幅に改善。本調査開始以降、最大の上げ幅。 

   <ポイント> 

     ・売上高等 DI 全産業、製造業、非製造業とも、DI値はマイナスながら大幅に改善。 

・資金繰り DI 全産業、製造業、非製造業で改善。特に、卸売業、小売業で大幅に改

善。 

   ・従業員の過不足 DI 全産業、非製造業で不足感が強まる。製造業では過剰感が弱ま

る。 

   詳しくは 

    ⇒https://www.ama-in.or.jp/research/pdf/jyutaku/keiki02-07-09.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いたしました。 

   利用規約 

https://web.hyogo-iic.ne.jp/
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/research/pdf/jyutaku/keiki02-07-09.pdf
https://www.ama-in.or.jp/about/pdf/korona(annnai).pdf
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   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8kiyaku.pdf 

  (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 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 2年 11月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no451.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（06-6482-5591）へお願いいたします。 

  (1) 令和 2年度インフルエンザ予防接種費用補助のご案内 

   補助対象：ハートプル会員（本人のみ） 

   補助金額：1,300円 今年度のみ補助額ＵＰ！ 

   申込方法：ハートプル窓口まで事業所単位でお申込みください。 

   申込期限：11 月 16日（月）まで 

   申込み締切後、補助決定の事業所に予防接種費用補助申請書をお送り 

   いたします。その他詳細は共済ニュース 11月号 1ページをご確認ください。 

  (2) ハートプル出張セミナー～働く人と職場のメンタルヘルスセミナー～ 

   実施期間 ：令和 2年 10月～令和 3年 3月の事業所様のご都合の良い日時 

   実施場所 ：事業所様のご都合の良い場所をご準備ください 

   講師派遣料：無 料 

   申込方法 ：4ページの FAX用申込用紙にご記入の上お申込みください。 

  (3) 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！ 

   ■こんなサービスもあります！ 

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_no451.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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     ♪ハートプルクラブの健康支援サービス♪ 

    ストレッチ専門店 Dr.ストレッチ 60分コース⇒ 4,120 円 

    ソエル LIVEヨガ・フィットネスレッスン 30日間受け放題 100円 

ビハーラけんしんりょう加古川養生所 断食、メディカルアロマ全コース 1,000円

OFF など 

  (4) GoToキャンペーン企画！ハートプルの補助が使える♪国内旅行補助 

   A セラヴィリゾート泉郷 50周年企画特別プラン 

    贅沢食材を堪能する 1ランク上の謝恩 1泊 2食付 11,100円～でご提供 

    「10,890円相当の夕食」+「2,178円相当の朝食」+「宿泊代」=11,100円～ 

    提供期間：2020年 12月 30日(水)まで ※施設により利用除外日あり 

    ※お問い合わせ・ご予約はセラヴィリゾート泉郷予約センターまで 

     TEL 050-5846-1234 月～土曜日 10：00～18：00 

   B ひょうご憩いの宿 5施設共通プラン お得に秋旅を楽しもう！ 

    宿泊コース 1泊 2食付（お一人様）13,000円 35％OFF⇒ 8,450 円 

    （プラス地域共通クーポン 2,000円分がつきます） 

    ※2021年 1 月 31日までの旅行が対象 

    ※ご予約は各施設の公式サイトからお申込みください。 

   C 湯快リゾート宿泊券(5,000円分)プレゼント 抽選で 20名様 

    申込方法：4ページの FAX用申込用紙にご記入の上お申込みください。 

    申込期限：11月 16日(月)16時まで 

    ※ハートプル窓口で販売もしています。⇒会員 4,000円 家族：4,500円 

  (5) 株式会社ブレスより年末年始ハウスクリーニングフェアのお知らせ 

   エアコン清掃 通常価格 8,980円⇒ 8,480 円 

   排水管清掃(一戸建てプラン) 通常価格 32,000円⇒ 30,000円 

   浴室まるごと 通常価格 21,000円⇒ 20,500円 

   水回り一式バリューコマース 通常価格 38,000円⇒ 37,500 円 など 

   有効期限：2021年 1月 29日(金)まで 

   お申込みはフリーダイヤル(0120-36-7799)まで 

  (6) 国立文楽劇場 錦秋文楽公演 

   公演日時：11 月 22日(日) 

        第一部 10：30開演 第二部 14：00開演 第三部 18：00開演 

   料  金：一等席 各部 通常価格 5,000円⇒ 3,200 円 

   会  場：国立文楽劇場(大阪) 

   申込方法：4ページの FAX用申込用紙にご記入の上お申込みください。 

  (7) 尼崎市からのお知らせ 電子版プレミアム商品券～二次販売開始～ 

   販売期間：11 月 18日(水)～1月 31日(日)※事前申込不要 

   対象者 ：市内在住・在勤問わずどなたでも購入できます。 

   購入制限：お 1人様(1ID)あたり 2万円まで※一時販売分含む 

   販売方法：専用アプリからクレジットカードまたは販売店で現金で購入 



   

6 

   詳しくはホームページをご確認ください。 

   ⇒ https://chiica.jp/municipality/m28202/premium_application/ 

  (8) 未加入事業所をご紹介ください。 

会員事業所が増えますとスケールメリットを活かし、より充実したサービスをご提供

できます。お知り合いの事業所、商店などをご紹介ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/kyousai2.pdf 

      ハートプル提携サービス事業所様募集中！！！ 

    飲食や物品販売健康支援などのサービス、セミナーや教室などのイベント企画な

どハートプルと提携・支援していただける事業所を募集しております。 

  ***** 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。        ***** 

 

▼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 421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】11 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】高齢化社会と警察活動 

   【講   師】兵庫県尼崎南警察署長  白野 邦昌 (しらの くにまさ)  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(06-6488-9501)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 

    【生産性向上支援訓練・ＩＴ活用力セミナー】受講生募集中！(\2,200～\3,300 / 6H

～12H) 

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

    【在職者訓練】 

     Linuxによる組込みシステム開発（プログラミング編）〈日程：12/8，9，10〉 

     ⇒ https://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/2020/A403-B17-A-39.html 

     お問合せ TEL：(在職者訓練) 06-6431-7277 (生産性訓練・ITセミナー) 06-6431-

8205 

  (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 

https://chiica.jp/municipality/m28202/premium_application/
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/kyousai2.pdf
https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
https://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
https://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/2020/A403-B17-A-39.html

