2018年

１１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。

第10回異業種連携プラットフォームを開催しました
第21回改善活動発表大会 聴講参加者募集
まちカレ
つやまロボットコンテスト
ネコラム
役に立つイベント等のご案内

第１０回となる今回も７０名を超える参加があり、盛況に開催することができました。
特別ワークショップでは、株式会社フローワン 代表取締役の若林計志氏から「イノベーション発想法」
として、フレームワークを使ってアイデアを出すコツを参加者全員で学びました。
ワークショップ中、「イノベーターは大体、最初は変人扱いされる」「社内で馬鹿なことが言える風潮も
必要だ」として、参加者の自由な発想を引き出すため「どんな発想を発表しても２秒以内に拍手して同調す
る時間」があり、会場内には拍手や笑いの声が響いていました。
交流会でもワークショップでの盛り上がりをそのまま引き継ぎ、活発な情報交換が行われていました。

第21回改善活動発表大会 聴講参加者募集
日
場

時
所

平成30年12月9日（日）9:00～12:00（開場8:40）
グリーンヒルズ津山リージョンセンター ペンタホール
（津山市大田920 TEL：0868-27-7150）
事例発表 ・東芝キヤリア(株) 津山工場
・パナソニック AVCﾃﾞｨｽｸｻｰﾋﾞｽ(株)
・(株)デンソー勝山
・新晃空調工業(株) 本社・岡山工場
招待発表
(株)シンニチロ 水島事業所
「ニチロの一味」
※岡山地区QCサークル大会 倉敷市長賞 受賞
お問い合わせ先

講演
演題
「お笑い芸人に学ぶ！
職場を円滑にする
コミュニケーション術」
講師
放送作家・漫才作家

村瀬 健 氏

津山圏域改善活動委員会事務局（つやま産業支援センター内） TEL24-0740

参加費
無料

あなたの「売りたい！」「伝えたい！」を叶える

「知ってるつもり」を「できる」に変える

ＬＩＮＥ＠はじめてセミナー

ビジネスマナー講座
～コミュニケーション編～

集客・ＰＲに大活躍のLINE＠の8つの魅力的な機能を
お伝えします！

日 時

2018年

12月10日(月) 15:00～
17:00

場 所

アルネ・津山４F 地域交流センター

講 師

どんな組織でもコミュニケーションとチームワー
クが必要です。相手とのより良い人間関係くためのコミ
ュニケーションを学ぶ講座です。

日 時

2018年

11月26日(月) 10:30～
12:30

アスクラボ株式会社 能勢 佳代子氏

場 所

アルネ・津山４F 地域交流センター

対 象

飲食・美容・福祉・介護・保育・医療、
イベントを開催する企業等におススメ

講 師

パソナ岡山 専任講師

受講料

無料

受講料

1,500円

定 員

お問い合わせ先

20名

定 員

10名

津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232 FAX31-2252

『キュリオスクール津山』は小学生を対象に【デザイン思考】を身に付けるスクール

【 CURIO SCHOOL 】の少人数教育×デザイン思考
こども達が未来を生きていく上で大切な力とは？
社会の変化が早く、様々なスキルが生み出されていく時代に
必要なことは自分がワクワクすることを見つけ、掘り下げ、本
質に迫っていく「知的好奇心」ではないでしょうか。
この知的好奇心が豊かになれば、どん
な場所でも、時代でも自分の軸をもって
生きていくことが可能です。

キュリオスクール津山 毎週火曜日開催
コラボレーション

知的好奇心

創造力

キュリオスクールが育む力
「木材産業の未来図」～森林資源を活用した地域再生～を開催しました！
日本唯一にして日本一の森林ジャーナリスト田中 淳夫先生からは「林
業政策の盲点 ～何が地域を豊かにするか～」と題して、行政施策及び
木材産業の課題と木材の付加価値化に向けた様々な示唆を頂きました。
そして、京都府立大学副学長の宮藤 久士先生からは「木材の高機能化
を可能とするケボニー化とは？」と題し、木材の微細構造から改質木材の
特長、ケボニー化木材の可能性について教示頂きました。
約60名の参加をいただき、その後の交流会も2時間を超える熱気で、ケ
ボニーに対する期待の大きさが伝わってきました。ご参加頂きました皆さ
ま、ありがとうございました。

つやまロボコン １２月開催 !!
１２月１６日、第２３回つやまロボットコン
テスト国際大会が津山総合体育館（津山市山北
６６９）で開催されます。
今回は、サッカーをテーマにした大会で、津
山高専とタイ、新居浜高専とシンガポールの合
同チーム、シンガポールからは単独チームも参
加します。

12月16日(日)10時 開会！

同時開催イベントとして、村田製作所株式会
社からチアリーディング部も駆けつけてくれま
す。

2 30

入場無料となっておりますので、ロボコン参
加チームの応援や観戦、チアリーディング部の
テクノロジーを見に是非、ご来場ください。

津山市地域おこし協力隊 下山凜の
活動日誌

ネ
ネコラム

ネコアレルギーですが
ネコ大好きで
ネコを２匹飼っています

ポーラとラッシー

おはようございます。こんにちは。こんばんは。初
めての方は初めまして。
津山市地域おこし協力隊の下山凜です！
第3回のネコラムでは9月23日に開催された「さん
ビオマルシェ」への出展のご報告をさせて頂きます。
今まで廃材となって
いた革を活用した小物
入れやカードケースな
どの販売や手縫い体験
等を行いました！
お忙しいところ足を
運んで下さった皆様、
当日の様子
誠にありがとうござい
ました。ブックカバーや目薬入れをご購入いただき、
ご購入いただいた方には末永くご使用いただけると幸
いです。 また、車のキーケースを作って欲しいとい
うリクエストを受け、ご要望に応えることが出来るよ
うサンプルの制作に向けて進めてまいります。
微々たるものではありますが、廃材のエコ利用の活
動が徐々に広がっていき、持続可能な社会に少しでも
貢献出来るのであれば、この上ない喜びを感じます。
秋の津山はイベントが目白押し！その中でも私が事
務局として携わっているイベントの告知です。

夫

11月17日(土)、18日(日)に「あーとふぇすＩＮつや
ま」が衆楽園で開催されます。当日は、陶芸家の白石
齊さん、画家の田渕智也さん、苔アーティストの山﨑
真理さんの作品や江見写真館所蔵の古写真を展示する
他、落語やダンス、ワークショ
ップなどを予定しており、家族
連れでも楽しめるイベントに
なっています。チラシを市内
に配置していますので「あー
とふぇすＩＮつやま」の文字
が目に留まった際には、思い
出してもらえると嬉しいです。
衆楽園を散歩していた時、
曲水の中に顔を赤らめた葉っ
ぱが一枚落ちていました。
衆楽園の紅葉はとてもきれ
いと聞いています。秋模様
の衆楽園で開催されるあーとふぇすに
是非足を運んでみてください。
微力ではありますが津山の為に尽力していく所存で
すので、皆様のご指導ご鞭撻ご協力のほど宜しくお願
い致します。
（津山市地域おこし協力隊 下山 凜）

津山商工会議所

商工会

毎週月曜日 13:00～20:00
会場:津山商工会議所
お問い合わせ・相談お申し込み先
岡山県よろず支援拠点
TEL 086-286-9667

よろず

11～12月
日 付

11
月

12
月

経営相談会

作州津山商工会
毎月第３火曜日 10:00～16:00
会場:作州津山商工会本部会館
お問い合わせ・相談お申し込み先
岡山県商工会連合会 広域サポートセンター
TEL 086-238-5666

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名 等

概

要

時 間

会

場

問

20㈫
～
21㈬

設計作業効率化の為の
マクロ活用技術

製品設計における生産工程の効率化をめざして、製品設計や
オペレーション作業の短縮化を図るためのシステムを構築す
る技術や効率的な設計環境を構築する技術を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

①

22㈭,
29㈭

製造現場における
ヒューマンエラー対策と
実践的技法

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
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。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

①

21㈬

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

つやま産業支援
センター

②

要求される精度や加工効率を満足するための工具形状・材質
に関する最適化や、加工上の問題点を改善する再研削技術
の技能高度化をめざして、実際の工具による再研削実習を通
じ、再研削方法や指導するための能力を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

①

Ziba Platform

③

28㈬
～
30㈮

工具研削実践技術

29㈭

ビジネス交流会
～津山から全国へ～

1㈯

ボイスマネジメント講座

4㈫

メタル交流会オープンセミナー

5㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

5㈬
～
7㈮

カスタムマクロ実践技術

5㈬,
12㈬

生産現場における
チーム力強化技術

8㈯,
15㈯

津山地域を拠点に独自性のある商品開発・技術開発を行い、
全国を視野にビジネス展開をしている企業様に集まっていた 17：00～18：30
だき、交流を深めます。

一生使い続けているあなたの声をマネジメントするとは？伝わ
10：05～11：35 津山市立図書館
る力と折れない心を作り、声から理想の未来をサポートします。

④

中小企業診断士の栗原茂氏をお呼びし、今こそ考える、人と
会社が成長し続ける採用・人事戦略についてお話しいただき
ます。

18：00～19：30

つやま産業支援
センター

③

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

つやま産業支援
センター

②

機械部品製造における部品加工の効率化をめざして、カスタ
ムマクロを用いたプログラム及び通信技術を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

①

生産現場でのチーム力の強化をめざして、生産現場のリー
ダーとしてのスキルを確認し、職場の一体感を高めるための、 9：30～16：30
リーダーとしての対応力、コミュニケーション技術を習得します。

ポリテクセンター
岡山

①

ポリテクセンター
岡山

①

グリーンヒルズ
ペンタホール

③

実践的な建築図面作成業務の効率化および図面データの高
実践建築製図技術（2次元CAD） 品質化をめざして、設計・製図支援ツール（2次元CADシステ
ム）による実践的な作成方法を習得します。

9：30～16：30

毎年恒例の改善活動委員会の発表大会に加え、放送作家・漫
才作家である村瀬健氏をお呼びし、職場を円滑にするコミュニ 9：00～12：00
ケーション術を学びます。

9㈰

第21回改善活動発表大会

10㈪

LINE@はじめてセミナー

LINE@をご存知ですか？より効率的に顧客と繋がる方法をお
伝えします。是非、ご活用ください。

14㈮
～
15㈯

3Dプリンタと
Fusion360導入セミナー

3Dプリンタを活用することにより従来のものづくりをより早く、 【14日】16：00～
一品一様に、新たな機能を付加することが可能になってきまし
19：00
た。新しいものづくりを構築する3Dプリンタの未来を体験して
【15日】9：00～
みませんか？
16：00

お問合せ先

①ポリテクセンター岡山
③つやま産業支援センター

℡086-246-2530
℡0868-24-0740

15：00～17：00

②岡山県知財総合支援窓口
④津山まちなかカレッジ

アルネ・津山４階
④
地域交流センター

津山高専

℡086-286-971
℡0868-31-2232

発行元 つやま産業支援センター事務局（津山市 みらい産業課） ℡ 0868-24-0740 E-mail : info@tsuyama-biz.jp

③

