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〒660‐ 0881 尼崎市昭和通2‐卜1(阪 神尼崎)

TEL:06‐6488-9501 FAX:06‐ 6488-9525
URL〔 http:〃www amain Or,p

尼l応の「人と情報」の交流拠点です

公菰財団法人尼崎地域産業活性化機構

尼崎市中小企業センター アイル

`人と経営
舅
労勧・雇用。人材育成

AMA尼崎経営者協会

〒660‐ 0881尼崎市昭和通3-96
TEL 06‐ 6411‐4281 FAX 06‐6411‐0184
http://www amakeikyoJp

オフィス創 りの総合面社
文具・事務用品・印刷・OA機器,オ フィス家具

どんなことでも NIKKOへ !

ゴ株式全社日興商会 翻

く>株式会社新征テクニカル
新しい技術に挑戦していく企業を目指します

〒660‐ 0805 尼崎F'西長洲日丁2-2-48

TEL:06-6482-6887 FAX:06-6482-6841
http://shinse卜 teku com

朗 SHlu
株式会社大城工業所

代表取締役 徐 博史

〒660‐0972

兵庫県尼崎市小中島2丁目6-10

TEL:06-6491-2842(代
)

FAX:06-6494-2044 繋

豊かな地域づくりのお手伝い。
くあましん>

地域の観璽抒閥 ・団 など、
元気な地域づくりに貢献します。

0尼崎信用金庫

鰍 協同組合尼崎工業会
中〃ヽと

ハ
茉を支援すろ

〒660‐0881 尼崎市昭和通2丁目6-68
尼崎市中小企業センター6階

TEと :06‐ 6401‐ 1074 FAX:06‐ 6401‐ 1419
https:〃www aia‐ net o「 ,p

キ感
機餓

六将見 !

尼崎市文化振興財団
〒6600881兵 臣県尼傍南昭和通2‐ 716

hい //― grchatiorlP/

社是は「幸せ」です

ロ フィ
ン守

=叢
株 式 震祉

〒660‐0892 尼崎市東要饉波町4-6-2
TEL:06-6432‐ 3541
FAX:06-6482-3545

https://― w kenzai5 colm

@

協
株式会社

基 モ ト

私たちの夢は「日本中の製造業を元気にする」ことです

〒660-0815 尼崎市杭瀬】ヒ新日丁4-8-5
TEL:06-6488-2131  FAX106-6401-308フ

http:〃www kk‐ sugimoto co jp

都ホテル 尼崎
〒660‐ 0881 尼崎市昭和過2-7-1(阪 神尼崎)

阪神尼崎駅より立体遊歩道にて徒歩約6分

TEL:06-6488-7777
httpsi〃wwvtt miyakohote s ne ip/Attθ gasaki/

大阪池脂工業株式会

お客様とともに歩み育つ企業でありたい

輻蔀
代表取締役社長 小 島 成 介

〒660‐0095尼崎市大浜町 2丁 目5番 2号

TEL 06-6419‐ 4488 FAX 06‐ 6419‐4480
http://www o‐y co,p

≦建挫ヵホテルヴィスキオ尼崎

「ハローキティルーム」
2019年 10月 19日 OPEN:

尼崎市潮江 1‐4生 TEL:06‐ 649■‐0002(代表 )

I育薙
哲

r曲 南鎌 撤
企業と人が活きづく衡は、美しい

～新しい也会いが商工会議所にある～

尼 崎 市 昭 好[通 9丁 目 96番 地

TE三 に:00(6411)225,  FAXi 06(6419)1156

http s://www amacci or」 pノ

会計を通じて

明るい会社作りをお手伝い

はなだ会計事務所

〒6600861尼 崎市御園町35番 7C号
倉 06-6409-4331 FAX 06-6409-4332

解与ヨ手告生ぢ彗¥争
〒660‐ 0052尼崎市七松町2丁目6-1-701
奮&FAX 06-6413-1486
etizabethsonoko@gmait cOm

⊆)献会社サージ・コア
「腰害に感動l´ていたたく会社づくり」を国,旨 しています

〒660‐ 0054 尼崎市西立花町311
TEL:06-o417-7468  FAX:06-6417-7459
httpsノ /sagecorps co jp/

κAVAZOF
誉企JII邑UI歳蒔茂数 住 所

代表取鷺市役社長 平井 ―憲

〒660‐ 0803尼崎市長洲本通2丁目8-33
TEL106-6488-1231  FAX:06-6488-1296
http://www kawazoe‐machine oo jp

緊 池辺鉄二所

〒555‐ 0001 大阪市西淀川区佃5-10-23
TEL:06-6478-6550 FAXi06-6478-6551
https:〃 www ikebe tekko con/
E― man:ikebeOwing ocn ne,p

創業85余年(ノ`実綬

惟
代表取締役 池 遇 亮 二

～継承と創造～

創業60年の技術と信頼

広告協賛企業

1985年 (昭和60年)7月

1994年 (平成 6年 )3月

2007年 (平成19年 )2月
2013年 (平成25年)ll月

AMA解 軽AKI

庭 崎 倶 楽 部

〒660-0381
尼崎市昭和通 2‐6‐68尼崎市中4塗業センターアイル

TEL:06‐ 6488‐ 9501  FAX:06‐ 6488‐ 952S

令和 2年
'月

発行

尼崎倶楽部は、尼崎市の産業界を中心とした人と情報の交流の場として、1983年 (昭和 58年 )11月に創立

されました。

現代人に必要な心のゆとりを取り戻すとともに、自由に集い、会談し、意見交換・情報交流を行うことにより、相

互理解を含めるとともに、地域への貢献を目的とし、多くの皆様にご加入いただいている会員組織の任意団体です。

皆様のご入会を会員一同心からお待ちいたしております。

尼崎倶楽部 理事長

弾  入会金。年会費 
～

入会ご希望の方は、入会申込書にご記入の上、入会金および会費を添えてお申し込みください。

藝 尼崎倶楽部のあゆみ
～

)

1983年 (昭和58年 )ll月 財団法人 尼崎市産業振興協会 (現 !公益財国法人 尼崎地域産業活性化機構)をはじめ、

各界代表者 25名が発起人となり尼崎倶楽部設立

同時に尼崎市中小企業センター3階に尼崎倶楽部懇話室を開室

第 1回朝食会開催「尼崎の古墳について」

講師 :野草 平十郎 氏 (尼 崎市長)

会員交流事業として、第 1回 ビアパーティ開催

10周年記念講演会開催「曾根崎心中考 ―近松の世界に迫る一」

講師 :倉光 弘巳氏 (大阪ガス株式会社理事)

20周年記念式典 記念講演会開催「経営とリーダー言制

講師 :樋口武男 氏 (大和ハウスエ業株式会社代表取締役社長)

会員交流事業として、第 1回懇親利き酒会開催

30周年記念式典 記念講演会開催 「尼崎市の防災 ―地域特性に対応した災害対策―」

講師 :衣笠 年晴 氏 (尼 崎市防災担当局長)

第 400回 朝食会開催 「これからの時代を生き抜く『強い会社』とは」

～銀行員キャリア35年の振り返りと関西経済同友会代表幹事就任にあたり～

講師 :池田 博之 氏

(株式会社りそな銀行 副会長・=般社団法人 関西経済同友会 代表幹事 )

1984年 (昭和59年 )1月

2003年 (平成15年 )11月

2018年 (平成30年)6月

哩鬱擦聖)各種催物及び事業 (挙疑重っ

自己活性を図り、併せて地域社会発展に寄与することを目的として、各種催物及び事業を行つています。また、

同じ趣味の会員の方々が自主運営されている同好会活動なども含め会員交流を行つております。

鈍

屋 出奇倶 楽 とX

個人会員

法人会員

種 別

1口  10,000円

1回  20,000円

入会金

1口  36,000円

1口  72,000円

会費 (年額)

1口につき登録会員 2名

備  考

朝ごはん (お粥 )後、会員を中心に多彩なゲストをお迎え

し、経済 。文化・趣味などいろいろなテーマでお話しい

ただいております。開催日 :毎月第 3水曜日の午前 8時
から約 1時間 (8月 は休会 )

開催場所 :尼崎市中小企業センター アイル

講  師 :会員または、会員からご紹介の有識者

講話内容 :経済問題、時事問題、歴史、文化、趣味など

のテーマ

文化・芸能 落語家 露の団姫 氏 「露の団姫の極楽寄席」

公益財団法人 尼崎市文化振興財団 目U理事長 松原 千代繁 氏 「F日 本のクランック』について 童謡・唱歌・軍歌・歌謡由」
元宝塚歌劇団雪組男役 女優 平 みち 氏 「平 みち そして今」

`ユ

か

伝統    陶芸家 清水 圭一 氏 肝丹波焼』歴史と来来」

金田社寺建築 宮大工 金田優 氏 「知られざる法隆寺と社寺建築の鑑賞知識」ィ ほか

スポーッ  プロゴルファー 高橋 勝成 氏  「ゴルフを通して、感性をみがく」

神鋼建材工業株式会社 企画管理部担当課長 池上 王明 氏  「ヮールドカップとラグビーの魅力」 I承 か

政治・経済 尼崎税務署長 坂野 豊 氏  「消費税軽減税率とインポイス制度」
尼崎市長 稲村 和美 氏  「尼崎城と観光地域づくりについて」 1まか

尼崎倶楽部会員、企業家などさまざまなジャンルの講話をしていただきました。

主なジャンル別講話

お楽しみ抽選会など

イベント盛り沢山 !

7月下旬から

8月 上旬に開催

ビアパーティー

2月 に開催

日本各地の銘柄を

利き酒でお楽しみ

ください!ぎ

「 臨)

懇親利き酒会

〒660-0881尼崎市昭和通2丁目6番 68号 尼崎市中小企業センター アイル

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構

TEL:06-6488-9501 FAX:06-6488-9525
尼崎倶楽部事務局

同じ趣味を持っておられる方々が集い、語り合うことほど楽しいものはありません。

会員の方が自主運営されている同好会に興味のある方は、是非ご参加ください。

俳句同好会 (あま旬会)毎月最終土曜日に開催 懲i,

古寺探訪同好会    年数回実施     颯
'将棋同好会      年数回実施     空

同 好 会

現在に至る


