
（公財）尼崎地域産業活性化機構 

メルマガ 第９０号  

1 

 暦の上では立春を迎え、厳しい寒さながら、段々と日が長くなっているのを感じます。 

 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 

 

 さて、駅から自宅の帰り道にインドカレー屋さんがあります。来日 10年のインド人オー

ナーは、尼崎のインドカレー店で働いたこともあるそうで、ちょっとしたご縁を感じていま

す。 

 先日、オーナーと話す機会がありました。ご家族はインドにいるそうですが、新型コロナ

のために帰国できなくなっています。「今は仕事しよ」と思うことにして、がんばっている

とのことでした。 

 オーナーさんだけでなく、世界には帰国できずに国外に長期滞在せざるを得ない人は多

く、日本でも技能実習生が苦しい状況に置かれているというニュースなどを見ても、新型コ

ロナの影響が早く終息することを願わずにはいられません。 

 ワクチン接種は始まりましたが、行き渡るまでには、まだ時間がかかりそうです。 

 密を避ける、手洗い、換気など、ささやかでも着実な防止策を続けていきたいと思います。 

 

▼１．活性化機構の事業案内 ～募っています～ 

 New! 

（1) 「Instagram運用を成功に導く！アカウント分析＆改善術」セミナー 

 現在、国内で 3,300万人が利用している Instagramを活用し、自社の商品、サービス

を多くの人に知ってもらう機会にしませんか？ 

   今だからこそ知っておきたい Instagram の基本から、「ハッシュタグには何をつけた

らいい？」「どんな写真がいいの？」 

   「キャンペーンの活用方法は？」など、すぐに実践できる、Instagram 投稿のポイン

トを学びましょう！ 

    ⇒ https://is.gd/kvm42N 

  【開 催 日】3月 3日(水)15:00-17:00 

  【開催方法】Zoomでのオンライン開催 

                ※お申込者の方には、後日、Zoomご入室用の URLを送付いたします。 

    【講  師】株式会社 ROC 代表取締役 CEO 坂本 翔 氏 

  【定  員】20 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/fXCYq94cFRGp2SdB7 

（2) 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！ 

   尼崎創業支援オフィスアビーズ 

   ⇒ 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 

https://is.gd/kvm42N
https://forms.gle/fXCYq94cFRGp2SdB7
https://abiz.jp/
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         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) 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。 

     お問合せ 事業課（06-6488-9565）まで 

（6)「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  

 (7) 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 

http://urx.space/Wz2t
http://urx.space/KL2w　
https://www.ama-in.or.jp/industrial/sub06.html
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
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     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_2020.pdf 

 (8) 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．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://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 

 

  (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 

https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2020.pdf
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/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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▼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 3年 2月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no454.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) バイキングブッフェ等＆温泉入浴のお得な利用補助券を配布します！！ 

    配布開始日：2月 4日（木）AM9：00から先着順、準備枚数なくなり次第終了。 

    補助券内容：1,000円分の利用補助券を 1会員につき 1回限り 3 枚まで。 

    申込方法 ：ハートプル窓口で、会員証をご提示のうえ申込書に必要事項 

         を記入の上、利用補助券をお受け取りください。 

    利用期間 ：2月 6日（土）～3月 21日（日） 

 

   【対象施設 1】ホテルヒューイット甲子園「オールデイダイニングポモドーロ」 

    全日ランチブッフェ or 全日ディナーブッフェ ※要予約 

     大 人 通常 2,800円 ⇒ 補助券利用で 1,520円 

     小学生 通常 1,400円 ⇒ 補助券利用で   260円 

     幼 児 通常  700円 ⇒ 補助券利用で   130円 ※3歳以下無料 

 

   【対象施設 2】大江戸温泉物語「箕面温泉スパーガーデン」 

    スパーガーデン入浴＆ランチバイキングセット（75分） 

     大 人 通常 3,080円 ⇒ 補助券利用で 1,650円 ※別途要入湯税 75円 

      小学生 通常 2,080円 ⇒ 補助券利用で 1,100円 

      幼 児 通常 1,380円 ⇒ 補助券利用で   400円 ※2歳以下無料 

 

   【対象施設 3】神戸みなと温泉「蓮」 

    天然温泉と御食事処水蓮のみなと御膳のプラン 

     大 人（平 日）通常 8,875円 ⇒ 補助券利用で 4,465円 

      大 人（土日祝）通常 9,315円 ⇒ 補助券利用で 5,015円 

 

    ※コロナ禍における緊急事態宣言等により、利用期間の延期もしくは中止に 

    なる可能性がございます。予めご了承ください。詳しくは各施設のホーム 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no454.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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    ページ等をご確認の上、ご来場ください。 

 

  (2)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！ 

   抽選で豪華賞品が当たる！ウィンタープレゼントキャンペーン実施中！ 

 

   ◎おすすめメニュー：TAKE OUTが出来るお店＆宅配グルメ 

    コメダ珈琲店【対象店舗限定】⇒ たっぷりサイズアップ無料 

    博多ラーメンげんこつ ⇒ ラーメンご注文で 100円 OFF   

    PIZZA-LA 3,000円以上のご注文 1回で 500円 OFF 

    かさねや尼崎店 3,000 円以上のお買上げでカニクリームコロッケ or ポテトフライ無料 

   ※詳しくはハートプルクラブ WEBサイトの特集バナーをクリック♪ 

     ⇒ https://www.club-off.com/air/index.cfm 

  (3) ハートプル提携スキー＆スケート場【現地で会員証提示で利用料割引】 

    スカイバレイスキー場 ※会員のみ 

     大人リフト 1日券+1,000円食事券 平日 4,000円 休日 4,500円 

    尼崎スポーツの森「アイススケート」※会員と同伴者 3名まで 

    利用料 ⇒ 大人 1,200円 中高生・高齢者 700円 小人 500円 貸靴 500円/1足 

    おじろスキー場 ※会員のみ 

     大人リフト 1日券（ゴンドラ+リフト）平日 3,500円 土日祝 3,900円 

  (4) 六甲山スノーパーク入園引換券 プレゼント＆販売 

   ●プレゼント ペア 5組 

    応募方法：2月 8日（月）16時までに共済ニュース 4ページ目の FAX申込 

    用紙またはハガキでお申込み下さい。 

   ◆ハートプル窓口でも販売中♪ 

    販売価格：大人券 1,580円 小人券 820円 

    販売期間：～2021年 2月 28(日)まで 

    購入方法：ハートプル窓口で会員証提示の上ご購入ください。 

  (5) 観劇・コンサート 

   A ミュージカル「マリー・アントワネット」 

    公演日時：3月 6日（土）12：00開演 / 17：00開演 

    料  金：A席 一般 9,500円 ⇒ 8,000 円 

    会  場：梅田芸術劇場メインホール 

   B 京都四条南座 三月花形歌舞伎 

    公演日時：3月 6日（土）・14日（日）昼の部 12：00開演 

         3月 7日（日）・13日（土）夜の部 16：15開演 

    料  金：一等席 一般 11,000円 ⇒ 5,500 円 

https://www.club-off.com/air/index.cfm
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    会  場：南座（京都市東山区） 

   C オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 第 135回定期演奏会 

    公演日時：3月 20日（土・祝）14：00開演 

    料  金：S席 一般 5,000円 ⇒ 4,000 円 

         A席 一般 4,000円 ⇒ 3,000 円 

    会  場：ザ・シンフォニーホール 

   D オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ MARCH！MARCH！MARCH！ 

    公演日時：3月 26日（金）19：00開演 

    料  金：S席 一般 3,500円 ⇒ 2,500 円 

    会  場：住友生命いずみホール 

 

   申込方法：共済ニュース 4ページ目の FAX用申込用紙にご記入の上 

        お申込み下さい。 

 

  (6) 家庭常備薬あっせんのお知らせ【白石薬品株式会社】 

   申込方法 ：事業所毎にお送りしています「家庭用常備薬等斡旋申出書」を 

         事業所で取りまとめて、白石薬品（株）へ直接お申込み下さい。 

   申込締切日：2月 15日（月）までに白石薬品株式会社に必着 

   納品予定日：3月上旬頃 

   取扱業者 ：白石薬品株式会社 TEL：072-961-7471（ハートプル係） 

  (7) ハートプル事務局よりお知らせ 

   ※ハートプル提携施設のサンランド武庫川は令和 2年 12月末をもちまして施設 

    利用割引サービスは終了となりました。長きにわたり多くのお客様にご利用頂 

    きまして誠にありがとうございました。 

  (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大募集中！！！ 

   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。        ***** 

 

 

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

    ・2月の朝食会は、1月 13日に発出されました「緊急事態宣言」の延長が決定いたしま

したので、開催を中止させていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げ

ます。 

  ・次回は 3月 17 日(水)開催予定です。 

   ・ミーティングルーム(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) 日本政策金融公庫尼崎支店からのご案内 

   日本政策金融公庫尼崎支店国民生活事業では、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を防止するため、来店による事業資金のお申込のご相談を希望されるお客さまにつ

きましては、事前にご予約をお願いしております。ご予約いただくことで、お待ちい

ただくことなく、円滑にご相談いただけます。 

    来店でのご相談をご希望の方は、予約フォームからご予約をお願いいたします。 

    日本公庫ホームページ（平日来店予約 (国民生活事業) 

    ⇒ https://www.jfc.go.jp/n/service/heijitsu_soudan.html 

 

 New! 

  (3) 兵庫働き方改革推進支援センターからのご案内 

   中小企業の「働き方改革」応援します。 

   働き方改革の施工に伴い、中小企業の法改正への対応を推進する目的で、専門家を企

業に派遣する訪問支援を行っています。お気軽にご利用ください。 

   ⇒ https://public.lec-jp.com/hataraki-hyougo/ 

    お問合せ TEL：0120-79-1149 

 

 New! 

  (4) 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】 

   この度、在職者訓練コースを追加いたしました。ぜひ、ご受講ください！〈1 月～3 月〉 

⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/hl52qs00000cr5xg-att/hl52qs00000cr5yt.pdf 

 

  【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 

   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 

  (5) 尼崎市からのご案内 

https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
https://www.jfc.go.jp/n/service/heijitsu_soudan.html
https://public.lec-jp.com/hataraki-hyougo/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/hl52qs00000cr5xg-att/hl52qs00000cr5yt.pdf
https://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
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  ・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 

 

    ・雇用調整助成金等申請サポート給付金のご案内 

   募集しています！ 

   尼崎市内の事業所において休業等を実施し、雇用調整助成金の申請を社会保険労務士 

   又は弁護士に依頼した場合、申請代行費用等の費用を最大 10 万円まで給付します。  

    ・申請受付：令和 3年 2月 26日まで（必着） 

          原則郵送にてご申請お願いいたします。 

   ・1事業者１回限り交付です。 

   要件や申請に必要な書類等の詳細はこちらをご確認ください。 

   ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1023267.html 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1023267.html

