201８年３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。

1. センター・財団 合同支援制度説明会
2. 美作スタートアップスクール2018を開催
3. 知的財産活用セミナー
4. キュリオスクール津山 スクール生 募集
5. 不動産の無料相談会
6. 役に立つイベントのご案内（３～４月分）

津山圏域オープンファクトリー 参加企業 募集中！
平成３０年７月２７日から２８日に開催予定の「津山圏域オープンファクトリー」の参加企業を募集し
ています。
オープンファクトリーとは、津山地域の工場、企業を一斉公開することで、地域のモノづくりや企業の
魅力について、小中高生等を中心に、地域内外の多くの方に伝える機会を創出することを目的とし、その
結果、将来的な企業への就業促進や若者の定住化を促進するとともに、企業内の人材育成や見せる工場へ
の進化、そして製品、企業のファンづくりにもつなげる取り組みです。
ご参加いただける企業は、津山圏域（津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町）に本社・
事業所を置く事業者、学校等です。参加費は１社あたり１万円で、当センターの賛助会員と、学校・支援
機関は無料となっています。工場の見学だけでなく、来場者を対象をした製作体験やワークショップ、販
売等を自社で行うことも可能です。
開催概要や参加申込について詳しくは、当センター事務局までお問い合わせください。

参加企業にとってのメリット
① 企業、工場のPRができます
津山圏域の小中学生、高校生全員に案内冊子配
布予定。来場者に対して企業を知って頂くこと
ができます。

② 雇用確保や販路開拓につながります
将来の採用につなげる機会です。企業や製品の
ファンづくりにもつながります。

③ 従業員教育ができます
来場者への説明などにより、従業員のスキル
アップ、モチベーションアップにつながります。

Made in 津山 第３弾 トートバッグ 販売開始
アウトドア用品ネット通販のニッチが、
オリジナル大型トートバッグ「ＫＡＶＵ
モンスターバッグ」を発売しました。
帆布メーカー大手のタケヤリ（倉敷
市）の極厚の倉敷帆布を用い、バッグ製
造の末田工業所（市内川崎）が手掛けた
商品で、アメリカのアウトドア衣料メー
カーＫＡＶＵのブランド承認を得ました。

日経新聞 Ｈ30.2.17

ニッチの自社サイトのほか、実店舗
（市内一方）でも販売を開始します。

津山朝日新聞 Ｈ30.2.23

センター・財団 合同支援制度説明会
当センターと（公財）岡山県産業振興財団とで、
日 時
14：00
▼
地域企業や支援機関・銀行職員等を対象に、Ｈ３
平成３０年
月
日(火)
16：00
０年度の支援制度説明会を開催いたします。併せ
て支援機関による個別相談も実施します。
場 所
津山市役所 東庁舎１階 Ｅ１０１会議室
補助金活用や産学官連携、支援機関の制度活用
（津山市山北６６３）
等をお考えの事業者様は是非、ご参加ください。
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美作スタートアップスクール2018を開催
岡山県美作県民局、中国銀行とともに創業者向けのセミナー（全
３回）を開催しました。
岡山イノベーションスクール第１期生の木野内氏を講師に、メン
ターとしてレプタイル(株) 丸尾社長、(有)松永建材店 松永社長、
(有)ヒロムサンライズ 寄木社長の３名にもご参画頂きました。
１４名の創業者、創業希望者等が参加され、第１回目は、マイン
ドの醸成ということで、メンターの３名の方を中心としたパネル
ディスカッションを行い、創業者や事業承継の苦労や意気込み、体
験談をお聞きしました。
第２回目は受講者の事業計画について、メンターの講師の方の他、
受講者や中国銀行の行員等とディスカッションを行い、第３回目に
は受講者からそれぞれ事業計画を発表頂き、講師やメンターの方か
ら助言を頂くことができました。
受講された方々の今後の事業についてサポートして参りたいと思
います。

主催 日本弁理士会 中国支部

知的財産活用セミナー
ー 事業の落とし穴を避ける知恵 ー
こんな要望にお応えします！！
・技術をまねされたくない
・ブランド商品を育てたい
・アイデアを利益に繋げたい
・商品名や屋号を守りたい

日時
平成３０年

場所

3月23日(金)

定員

40名

受講料

無料

内容
16：00
▼
18：00

アルネ・津山４Ｆ 地域交流センター

本セミナーでは、知的財産の活用による成功事
例及びその秘訣、また失敗事例も具体的にご紹介
するとともに、知的財産の活用が上手くまわるよ
うに、講演後に参加者と知的財産活用の支援関係
者との座談会を開催します。

◆「ＰＡＴやってみた」ら「もうけの花道」に
講師：伊藤 俊一郎氏（弁理士）
◆知って得する知財施策の紹介
中国経済産業局 知的財産室
◆弁理士知財キャラバンの紹介
日本弁理士会 中国支部
◆「知財ってこんな感じ」
地域の弁理士との座談会！
お問い合わせ 津山まちなかカレッジ事務局
TEL：0868 –31-2232

キュリオスクール津山

Empower your future, Empower our future.
自分の未来を創り出し、よりよい未来へ。
平成３０年４月より津山まちなかカレッジでは、小学校生を対象に未来のグローバル
人材、魅力あるオンリーワン人材を育成する「CURIO SCHOOL」を開校します。

４月オープン生を募集開始!!
こんな子どもを育てます!

・自分の意見を言える
・自ら学び考える
・新たな発想を創造する

問題をみつける

考える

（Define）

（Ideate）

調べる

形にする・試してみる

（Understand & Empathize）

（Prototype & Test）

定員
各クラス

12名

クラス

小学校低学年

小学校高学年

対象学年

新１～３年生

新４～６年生

開催日

毎週火曜日

時間

18：00～19：20

会場

アルネ・津山４階 地域交流センター

月謝

8,000円／月

19：30～20：50

12,000円／月

一緒にやる
（Collaboration）

調べる→問題をみつける→発想する→形にする・試してみるを繰り返すことで、
問題発見・問題解決を図ります。

不動産の
無料相談会
日時
平成３０年

４月２５日(水)

【時間】 １０：００ ▶ １６：００
場所

津山市役所 本庁２Ｆ ２０２会議室

大切な不動産のことで疑問や知りたいことがあ
りましたら、個人の方だけではなく、法人の方も
お気軽にお越しください。どんな小さなことでも
不動産の専門家「不動産鑑定士」が親切・丁寧に
「無料」でご相談にお答えします。

お問い合わせ 津山まちなかカレッジ事務局
TEL：0868 –31-2232

主催 （公財）岡山県不動産鑑定士協会

予約不要
受付開始は午前９時３０分からです。事前
予約の必要はありません。
（公財）岡山県不動産鑑定士協会は、国土交通
省・岡山県・岡山市・倉敷市・津山市等の後援
を受けて毎年２回春と秋に専門家による無料相
談会を行っています。
お問い合わせ 津山市 課税課 資産税係
TEL：0868 –32-2016

よろず支援拠点のご案内

津山商工会議所

お問合せ・相談お申し込み先
岡山県よろず支援拠点
電話 086-286-9667

日 付

３月

４月

イ ベ ン ト 名

月曜日 １３：００～２０：００
水曜日 ９：００～１７：００

概

要

時 間

会 場

※

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

①

トヨタ自動車においてＣＦＲＰ製ボディーの実用化に携わった
金沢工業大学の影山教授をお招きし、次世代高機能素材とし
13：30～17：00
て注目されるセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）やＣＦＲＰ複合
材料の自動車産業への活用についてご講演いただきます。

サン・ピーチ
OKAYAMA 3階
ピーチホール

②

10,17,
24

CAM実践技術

生産手段の変更や工程の改善・改良等に対応出来る加工
データや加工プロセスをデータベース化を習得します。

13

岡山バイオマスプラスチック
研究会

15

「岡山ふるさと投資応援事業」
クラウドファンディング
活用セミナー

資金調達から販路開拓までのサポートを行う「岡山ふるさと投
ホテルメルパルク
14：00～16：00
資応援事業」の概要説明と取組み事例発表を行います。
岡山 3階 「錦」

③

16

次世代産業に関わる
大学・高専シーズ発信会

次世代産業分野に係る「県内大学・高専・工業技術センターに
岡山プラザホテル
よるシーズ発信」「共同研究や補助金に関する相談会」を開催 13：00～17：00
鶴鳴の間
します。

④

19

経営革新塾プレセミナー

他企業の新事業参入についてディスカッション、また新規事業
への取組みについての計画（経営革新計画）を策定し、認定
18：00～21：00
を得ることで受けられるメリットなど、計画策定に関する情報も
併せて学ぶことができます。

津山鶴山ホテル

⑤

20

岡山県よろず支援拠点
支援事例発表会

今まで専門的な立場から様々な中小企業・小規模事業者の
支援を行ってきた実績及び事例の紹介を目的としてセミナー
を開催します。

ピュアリティまきび
2階 千鳥

⑥

22

事業承継＆後継者育成セミナー

事業承継について、経営者・後継者それぞれの立場からいつ
までに、相互に何を理解し、話し合うべきなのか等を基調講演、13：30～16：00
パネルディスカッションを通じてお伝えします。

メルパルク
ＯＫＡＹＡＭＡ

⑤

3,4

平成30年度岡山県中小企業
合同入社式・新入社員研修

岡山県内の中小企業の合同入社式と新入社員研修を開催し
9：00～17：00
ます。貴社の新入社員教育の一環として是非、ご活用下さい。

テクノサポート
岡山

⑦

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

①

製造現場における不良ゼロ達成を目指して、ヒューマンエラー
の発生要因の分析及び防止の実践的な手法を体得し、作業
9：30～16：30
生産性の向上を図るとともに、実践的な作業管理が行える能
力を習得します。

ポリテクセンター
岡山

①

13：30～17：00

生産手段の変更や工程の改善・改良等の業務が出来る事を
目指して、技術検定2級相当の外径・内径核のプログラム作
成手法及び工具補正の設定法を課題加工実習を通して習得
します。

18～
21

NC旋盤実践技術

19,26

製造現場におけるヒューマン
エラー対策と実践的技法

19

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の悩みや課題に対応します。

10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

⑧

24

中小企業支援制度説明会

当センターと岡山県産業振興財団の平成30年度支援制度を
ご案内します。各種補助制度、経営改善支援、事業承継支援、14：00～16：00
プロ人材のマッチング、経営相談等。是非、ご活用ください。

津山市役所
東庁舎

⑨

各講座のお問合せ先：
①ポリテクセンター岡山
℡086-246-2530
③岡山県中小企業団体中央会 ℡086-224-2245
⑤岡山県商工会連合会
℡086-238-5666
⑦岡山県産業振興財団
℡086-286-9661
⑨つやま産業支援センター
℡0868-24-0740

発行：

②岡山県産業振興財団
④岡山県産業振興財団
⑥岡山県産業振興財団
⑧岡山県知財総合支援窓口

℡086-286-9652
℡086-286-9651
℡086-286-9667
℡086-286-9711

つやま産業支援センター 事務局 （津山市 産業経済部 みらい産業課内）
〒708-0004 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

