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3. つやま産業塾「経営能力開発講座」 第２２期生 募集

2. (連載)津山Bizオリジナル マーケティング教室

1. 関西機械要素技術展に出展します

201７年９月

つやまビジネス通信はつやま産業支援センターがお届けする情報誌です。

「津山まちなかカレッジ」が、１０月１日（日）ア
ルネ・津山４階 地域交流センターにグランドオープ
ンします。

「津山まちなかカレッジ」とは、働く人のスキル
アップ、女性やシニアの就職支援など、地域産業に
貢献する人材を育成することを主な目的としたこれ
までにないタイプの学びの空間です。

4. 役に立つイベントのご案内（９～１０月分）

津山まちなかカレッジ グランド オープン !!

県内の大学や高専などの教育機関、企業、専門家などが幅広く参加し、実践的で多様なプログラムを揃え、
ニーズに合わせて本格的に学ぶことができる「学びのプラットフォーム」を目指しています。また、キッ
チンスタジオなども備え、座学だけではなく、ワークショップやものづくりなど体験型の研修などができ
る工夫がされています。

学ぶことは年齢を問わず人生最高の楽しみです。まちなかカレッジは学びをテーマに地域の元気を生み出
す拠点へと進化していきます。

お問い合わせ先 津山まちなかカレッジ事務局 TEL：0868-31-3313 FAX：0868-31-2252

現在募集中のお勧め講座

13：00～ 市立図書館
視聴覚室

津山デザイン
カレッジ

岡山県立大学との連携による特別講演
「デザインを活用した地域振興プロデュース」

13：00～ スタジオ 輝く女性の印象
Ｕｐセミナー

働きたい女性の応援講座
女性が輝いて見える秘訣を伝授。ビジネスの場面はもちろん、普段か
らちょっと気をつけるだけで、あなたの印象がワンランクＵＰ！

15：00～ スタジオ 「私もシニア」
働きを考える！

一生現役を目指すシニアの方向けの講座
メンタルや態度が鍵。厳しい現実、しかしそこには確かな可能性が…

講座名 受講料 開催期日 概要

津山デザイン
カレッジ

１８，０００円
（テキスト代含む）

１０月１日（日）
15：00～【全６回】

プロダクトデザインのエッセンスを学び、デ
ザインがビジネスを変える

日商簿記３級
講座

８，０００円
（テキスト代含む）

１０月１３日（金）
18：00～【全１６回】

２月の検定合格を目指した全１６回の連続カ
リキュラム

１０月１日 オープニングイベント



津山Biz オリジナル マーケティング教室 Tsuyama-Biz Marketing
No.３3 デザインの時代が来た

当地域には技術力を強みとする企業が集積していますが、
それらの企業に今大きなチャンスが訪れています。市場の
流通ルートや販促方法が大きく変化し、中小企業であって
もエンドユーザーに接近しやすくなっているからです。

従来の下請けや低価格競争を脱し、価値ある商品をダイレ
クトに顧客に届けることが現実的に可能となってきました。
そこで当センターでは異業種連携プラットフォームをはじ
め、様々な仕組みを整え、地域企業の全国発信支援に力を
入れています。

同時に企業の皆様自身にも将来を見据えて積極的な手を
打って頂く必要があります。その中でフォーカスすべき重
要テーマの一つがデザインです。付加価値の高い製品を提
供していくにはデザインに関する知識やノウハウを持つこ
とが欠かせない時代になってきたためです。

長い間メーカーは性能や機能の競争を最優先してきました。
しかしデジタルの時代になると、多機能や性能の高さが付
加価値に直結しなくなってきました。わかりやすい例では、
かつて腕時計は多機能であるほど価値がありましたが、デ
ジタル化が進んだ結果、格安の腕時計でもかなりの高機能
を実現できるようになり、最近はむしろ機能がシンプルで
デザインが優れたものに価値がつくようになっています。

ユーザーの意識も大きく変わっています。従来は多くの物
を保有することが豊かさと同義でしたが、近年では持たな
くてよいものはなるべく減らし、良いものだけを手元に置
きたいという願望が強くなっています。あふれるモノに左
右される生活をやめて、自分らしさを基準にモノを選び
コーディネートするというスタイルに移っています。そこ
ではデザインレベルの低い商品はもう選ばれません。

また、デザインのトレンドも一方的にデザイナーが意
匠性をアピールするのではなく、主役であるユーザー
のライフスタイルを支えるデザインへと変化しつつあ
ります。ユーザー目線で使いやすさを徹底して配慮し
た上に成り立つデザイン、飽きが来ず長く使い続ける
ことができるデザインが評価されています。

いずれにしても、今後商品の付加価値を高めるには、
経営者も含め社内にデザインを理解する人を増やすこ
とが必須となります。それは必ずしも社内にデザイ
ナーを持つということでありません。商品のデザイン
自体は外部の人を活用すれば十分可能です。ただしこ
ちら側にデザインの素養があるかないかで生まれるも
のが全く違ってきます。

まずは世の中の優れたデザインを数多く見て目を養う
こと、合わせてデザインの基本的なエッセンスを学ぶ
ことがとても有効です。今回、岡山県立大学の協力を
頂き、基礎からのデザイン講座を開催することになり
ましたので宜しければ受講して頂ければと思います。

良いデザインは貴社の理念や経営者の思いを言葉以上
に顧客に語りかけてくれる強力な武器です。魅力ある
商品づくり、更にはファクトリーブランドを目指して
いくためにも是非ご検討下さい。（小坂 幸彦）

［ポイント］ インターネットや物流の発達により、
中小企業でも直接ユーザーに商品を売ることがで
きる時代になった。会社のデザイン力を高めるこ
とで新たな可能性を生み出すことができる。

なお、当展示会への招待券をお持
ちでない方（必要な枚数に足りない
方）がおられましたら、当センター
事務局まで必要枚数をご連絡くださ
い。

※１ 前回の出展数1,113社
※２ 前回の総来場数48,169人

関西機械要素技術展に出展します！！

前回の様子

当センターでは、販路開拓のサ
ポートとして、個別の企業ごと
での展示会出展も支援していま
す（市内企業対象）。展示会等
への出展をご検討の際は、当セ
ンター事務局まで是非ご相談く
ださい。

１０月４日（水）から６日（金）までの３日間、インテックス大阪
（大阪市住之江区）で行われる「第２０回 関西機械要素技術展」に津山
ステンレス・メタルクラスターが出展します。

関西機械要素技術展（M-Tech関西）は、軸受・ベアリング・ねじ・ば

ねなどの機械要素や、金属・樹脂に関する加工技術を一堂に集めた西日
本最大級※１の専門技術展です。毎年、設計・開発、製造・生産技術部門
を中心とした製造業関係者が多数来場※２し、出展企業と商談を行ってい
ます。

また、今回は２０周年記念の基調講演や、多くの特別講演・セミナー
も行われます。ぜひご来場ください。



お申し込み・お問い合わせ先
〒708-0004 津山市山北６６３

津山市人づくり事業運営委員会事務局
（担当：手島・金田）

第１回１０／２０（金）「開講式」
第２回１１／１７（金）「経営者としての心構え」
第３回１２／ ８（金）「ビジネスモデルに学ぶ」
第４回 １／１９（金） 「ロジカルシンキング」
第５回 ２／１６（金）「クリティカルシンキング」
第６回 ３／ ９（金）「マーケティング」

※ 第７回～ 来年４月以降に開催します

つやま産業塾「経営能力開発講座」 第２２期生 募集

本物の１人を育てる
津 山 市 人 づ く り
事 業 運 営 委 員 会

２１期、２８年間にわたり産業人材を輩出
し続けてきたつやま産業塾。更にパワーアッ
プして新たな時代の経営戦略へと導きます。

講師に早稲田大学の教授など各分野の専門
家をお招きし、次世代のリーダーに必要な基
礎スキルを学ぶプログラムとなっています。
また、ともに学ぶ異業種の仲間とのネット
ワークも構築できます。

数々のイノベーションを巻き起こしてきた
津山で、あなたも本物に触れてみませんか。

前半のスケジュール

T E L：0868-24-0740
F A X：0868-24-0881
Email：hitodukuri@tsuyama-biz.jp

【受講資格】【受講料】など、詳しくは募集チラ
シをご覧ください。

文化服装学院および東急ハンズ
との連携イベントを開催

首都圏をはじめ、津山から全国に好評展開中のMade in 津山プロジェクトがまた新たな一歩を刻みます。

津山で高級ハンドバッグなどの製造を行う末田工業所が、日本を代表するファッション系の専門学校であ
る文化服装学院、更にはあの東急ハンズと連携して新たなMade in 津山製品の開発を目指します。

今回は文化服装学院バッグデザイン科で学ぶ若者がコンペ方式でバッグのデザインを競います。審査会は
９月末に行われ、優勝したデザインを東急ハンズのバイヤーを始めとする複数の専門家の意見を入れてブ
ラッシュアップし、末田工業所が実際に製造、商品化を目指します。その上で、年明けの２月に予定して
いる東急ハンズ新宿店による「Made in 津山フェア」に出品が予定されています。

ちなみに今回のバッグ生地は帆布がテーマとなっており、倉敷帆布で有力な「タケヤリ」との初コラボの
商品ということにもなります。

このビッグなイベントに参加する末田工業所は、
ハンドバッグ製造一筋に３５年以上、独自の皮革
加工技術で高級革を用いたバッグを製造。銀座の
大手セレクトショップをはじめ、全国の百貨店等
の店頭を飾るバッグを生み出しています。材料を
知り尽くし、デザイナーの要求するフォルムを表
現する技術を持ち、パターンから裁断・縫製・仕
上げまで自社で一貫生産することが可能です。

津山の実力は本当にすごいものがあります。ぜひ
皆様も応援して下さい。



発行元・
お問い合わせ先

つやま産業支援センター 事務局（津山市産業経済部みらい産業課）

津山市山北663 津山市役所東庁舎１階 ℡ 0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp

毎月第２水曜日 ９時～１７時
会場：【偶数月】作州津山商工会本部会館

【奇数月】作州津山商工会久米支所会館

お問合せ・相談お申し込み先
岡山県よろず支援拠点

℡086-286-9667

津山商工会議所 作州津山商工会よろず支援拠点のご案内

月曜日 １３時～２０時
水曜日 ９時～１７時
会場：津山商工会議所

※お問い合わせ先 ①岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711 ②ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530
③津山市地域雇用創造協議会 ℡ 0868-24-3633 ④岡山県産業振興財団 ℡086-286-9661
⑤津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232
⑥津山市人づくり事業運営委員会事務局 ℡0868-24-0740

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 ※

9月

20
岡山県知財総合支援窓口

津山サテライト窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。 10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

①

20～21 製造業におけるコストダウン実践法
生産現場における生産性向上・効率化等により製品コスト削
減を目指して、製品製造と生産現場に発生する問題・課題を
コストに絞った視点でとらえ、改善法を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

9/23～
12/16

機械加工標準・NC旋盤技術教育研
修

切削加工の基礎、ケガキ、切削加工技術、NC工作機械の実
践とプログラム、切削工具について、加工実習を行いながら
解説いたします。

8：30～16：30
津山工業

高等専門学校
③

26～29
マシニングセンタ実践技術研修

(加工・段取り編）【全4回】

機械部品製造における金属加工、部品加工、治工具製作の
効率化をめざして与えられた図面や生産条件から工程設計、
ツールパス作成、段取り、治工具選択、経済的な生産方法等、
要求された製品を加工出来る効率的な手法を実践的な課題
を通して習得します。

9:30～16:30
ポリテクセンター

岡山
④

10月

10/1～
3/17

津山デザインカレッジ
プロダクトデザイン講座（全6回）

消費者起点でデザインする時代。売れている製品のカギは、
プロダクトデザイン！岡山県立大学と津山まちなかカレッジの
連携企画として、プロダクトデザイン講座を開催いたします。
ぜひご参加ください。

13：00～17：00 アルネ・津山 ⑤

4
岡山県知財総合支援窓口

津山サテライト窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。 10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

①

4、11
問題解決力の強化と現場改善の進

め方
生産現場における製造工程の効率化をめざして、現場指導
者に必要は現場改善技法と指導技法を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

12 相手に"伝わる"話し方・書き方講座

岡山でも好評いただいております当講座を津山会場にて開
催いたします。ビジネススキルとして大事な「スピーチ＆ライ
ティング」のテクニックを身に付けます。

9：30～16：15
つやま産業支援

センター
④

10/13～
12/22

日商簿記3級講座
「経理スキル」マスターへの第1歩

講師に津山商業高等学校の教員をお呼びし、来年2月合格を
目指した全16回の連続カリキュラムになっております。是非、
一緒に日商簿記3級合格を目指しましょう！

18：00～20：30
アルネ・津山４階
地域交流センター

⑤

10/14～
10/28

第2回CAD利用技術教育研修

地域内企業従事者（主に製造業）でCAD2級を目指す方及び
CAD利用予定者を対象にCADによる作図の基礎、3次元CAD
利用の基礎をお教えします。

9：00～16：00
津山工業

高等専門学校
③

18
岡山県知財総合支援窓口

津山サテライト窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。 10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

①

18～19 生産現場で使う品質管理技法
生産現場において、生産の効率化・最適化をめざして、科学
的管理手法として統計的手法を活用した品質管理の各種手
法について習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

10/20～
8/31

つやま産業塾
「経営能力開発講座」第22期生

～本物の1人を育てる～（全12回）

農商工業等の経営者、後継者、管理者、またはそれに準ずる
方を対象に、次世代リーダーに必要な基礎スキルを学び、異
業種の仲間とのネットワークを構築いたします。

18：00～20：30
アルネ・津山４階
地域交流センター

⑥

26
製造現場リーダーのための

時間活用術

岡山でも好評いただいております当講座を津山会場にて開
催いたします。製造現場リーダーに求められる時間活用術を
習得し、職場で実践できるレベルを目指していきます。

9：30～16：15
つやま産業支援

センター
④


