2018年

６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９回異業種連携プラットフォームを開催しました
まちライブラリー会員募集中!!
つやまエリアオープンファクトリーのお知らせ
セミナーピックアップ
役に立つイベントのご案内

第９回となる今回も９０名を超える参加があり、大変盛況な
開催となりました。
特別講演では、コピーライター/クリエイティブディレクタ
ーの野崎美夫氏から「物語マーケティングがかなえる中小企業
の集客・求人・売上アップ！カイケツの鍵は、“いちばん”ブ
ランディング！」と題して、ご講演をいただきました。
講演では、自社だけの“いちばん”探しとして、世界や日本
ではなくても岡山県や津山地域など地元での“いちばん”でも
良いので、“いちばん”を掲げることが大切だということや、
自社の物語を作ること、どの会社でもできるけど意外とやって
いないことをしてみるなど、例を織り交ぜながら分かりやすく
講演いただきました。
初めて参加したという企業からは「普段、付き合いのない企
業とも面識ができて有意義な会だ。参加してよかった。」とい
う声も聞かれました。

まちライブラリーのしくみ

お問い合わせ先

まちライブラリー＠まちカレは、津山まちなかカレッ
ジにみんなで持ち寄った本を借りられるしくみです。
持ち寄った本にメッセージを書いたり、借りた本に感
想を書いたりすることで新しいつながりができるかも知
れません。

津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232

2018年

7月27日㈮・28日㈯
9:00～16:00

※企業によって
異なります。

小中学生や高校生、大学生など将来
を担う子どもたちを中心に津山圏域の
会社・工場を楽しく知ってもらうイベ
ント「つやまエリアオープンファクト
リー」を初開催します。
【内 容】
① 45社の会社・工場の見学、ものづ
くり体験、製品販売など
コマ

手鏡

※事前予約が必要な会社等があります。
お問い合わせ先

② 「津山ステンレスネット」による
手鏡や精密なコマ作りが見学できる
特別企画バスツアーなど
③スタンプラリー（3社以上の会社見
学で景品提供など）
【見学者】 参加自由（小学
生以下は保護者の付き添い
が必要です。）
【ガイドブック配布場所】
つやま産業支援センター、 津山市各支所・
出張所、津山市内図書館・公民館、各町役
場（鏡野町､勝央町､奈義町､久米南町､美咲
町) 等

つやま産業支援センター TEL24-0740

No.1 オープンイノベーションを始めてみませんか
今回のテーマにあるオープンイノベーションとは、
自社以外の人財や組織機関と共同する事業のことで、
安定的な事業を継続することだけでは持続的成長や企
業の発展を期待することはできません。製品やサービ
スにはヒトの一生と同じように「成長期」「成熟期」
「衰退期」という5～10年の寿命サイクルがあり、日
々の変化では気付かないけれども数年経つと古びてく
る、飽きられる、新しい製品やサービスに取って代わ
られるというリスクを常に抱えているものです。今大
丈夫だからといって、来年、数年後も同様に事業が安
定していると勘違いすると、手遅れになってしまいま
す。
現状に甘んじることなく常に新しいことに挑戦し、
次の世代や、未来の市場に受け入れられるようなこれ
までにないアイデアや技術、サービスを開発し続ける
ことが大切です。そのためには8割を現状維持に、残
りの2割を新たな取り組みにヒトや資金を投入し、安
定事業が衰退することがあっても次の安定事業に切り
替えることできるような準備をしましょう。
さて、新しいアイデアはどうやって見つければいい
のでしょうか。「著名なコンサルタントに依頼する」
「アイデアコンテストを実施する」「社内にチームや
プロジェクトをつくる」など、思い浮かぶかもしれま
せん。どれも間違いではありませんが、これまでにな
い取り組みであり、始めたからといって成功が約束さ
れるわけではありません。むしろ多くの場合は失敗す

ることが想定されます。何度失敗しても成功するまで
諦めずに挑戦し続けることしか解決策はありません。
そこで最近話題になっている「オープンイノベーシ
ョン」という方法をご紹介します。もちろんどんな方
法をとっても失敗は避けられませんが、開発や事業化
に失敗した体験を多くもつ専門家や専門機関と一緒に
推進すれば、ムダな失敗を避けることができます。社
内や関係者だけの閉じた世界で仕事をするより、自社
にはない優れた「知見」をもつ人財を活用すれば、成
功への確率がぐんと上がります。業種や業態が違う「
異分野」のひとたちの知識やデータ、ノウハウを有効
に活用し、協働して仕事をすることで、新しいアイデ
アが生まれやすい環境をつくることができます。
そして技術革新にも大きな可能性が広がります。こ
れまでは製品やサービスの独占権を意識して情報を秘
匿し、他社と共同することに消極的だった大手企業も
オープンイノベーションを取り入れて、大きな枠組み
で新しいビジネスモデルを構築し始めています。みな
さんも大学や研究機関、他社との協働ネットワークを
構築し情報を共有し、お互いに刺激しあうことで新し
い「価値」を生むオープンイノベーションを始めてみ
ませんか。取り組みについての具体的な相談は「つや
ま産業支援センター」が承ります。ぜひスタッフに声
をかけてください。
（つやま産業支援センター統括マネージャー
宇佐美 善朗）

逃がさない！飽きさせない！
顧客があなたの会社のファンになる！？

PowerPointで
らくらくチラシ作成

ITマーケティング活用セミナー

図形やイラスト、写真を盛り込んだ資
料は、PowerPointを使うと、とてもカンタ
ンに作成できます。
写真やイラストを盛り込みながら、
旅行プランをご案内するチラシを作成してみます。
【この講座では】
旅行代理店のスタッフになった気分で、旅先の魅力を
盛り込んだチラシ1枚を作成いたします。
素材集めから完成まで一緒に演習をしながらしっかり
学べる少人数制の講座です。

日 時

2018年

「売上げアップのため」より
重要な「既存顧客を手放さ
ないため」の手法とは？アナログな
手段からSNSを駆使した方法まで低予算で既存顧客の
満足度をアップさせる方法を説明します。
「安く」て「それなりの機能」をコンセプトにした
第 部
顧客管理ツール「PROフィール」を具体的な
実例を用い、デモを実施します。

1

第 部

2

つやま産業支援センターも「PROフィール」を利用しています。

日 時

７月18日(水)

2018年

10:30～13:30

16:00～18:00

場 所

アルネ・津山４F 地域交流センター

場 所

アルネ・津山４F 地域交流センター

受講料

1,500円

定 員

受講料

無料

講 師

能勢 佳代子氏

お問い合わせ先

5名

ものづくりリーダー育成研修
企業における問題発見能力や改善力を備えた
自立型のリーダーを育成します
間

会 場
定 員
受講料
締 切

9：00～17：00
（個別研修は、３時間程度）
津山市役所東庁舎１階Ｅ101会議室、他
10名程度
無料
６月22日（金）※応募者多数の場合抽選

お問い合わせ先

定 員

20名

アスクラボ株式会社

津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232 FAX31-2252
月 日

時

７月18日(水)

つやま産業支援センター TEL24-0740

内 容（4～10日目は個別実践研修）

1

7/13（金）

開講式、品質管理Ⅰ

2

7/14（土）

品質管理Ⅱ、研修テーマ発表

3
4

8/10（金）
8/24（金）

講座
9:00～17:00

ＩＥ、改善効果の試算
工場見学、課題の確認 他

5

9/20（木）

企業の中で課題を把握する方法の指導

6

10/22（月）

管理技術(IE,QC)を用いた現状分析指導

7

11/22（木）

改善目標と改善案の立案指導

8

12/17（月）

職場関係者も含めた改善案検討指導

9

1/18（金）

改善策効果の定量的・時系列把握方法指導

10

2/7（木）

問題点の再発防止・歯止め対策指導

11

2/22（金）

実践成果発表会、修了式

個
別
実
践
研
修
（
各
３
時
間
程
度
）

9:00～17:00

津山商工会議所

商工会

作州津山商工会

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

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

６ ～７ 月
日 付

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

20㈬～
22㈮
6月

実践機械製図

概

要

時 間

会

場

問

中小企業の知的財産（知財）の悩みや課題に対応します。
※要予約

10:00～15:00

つやま産業
支援センター

①

機械設計業務の効率化をめざして、機械製図の組立図及び部
品図に関する総合的かつ実践的な知識、技能を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

②

23㈯

部下育成コーチング（応用編）

質問力で部下が成長する、褒め方・叱り方の習得、一人ひとり
の能力を最大限に引き出し、組織力アップを実践していきます

13：30～16：30

アルネ・津山
地域交流センター

③

25㈪

消費税軽減税率対策セミナー

消費税軽減税率制度の概要と対策について、レジ補助金につ
いて詳しくお話します。

14：45～16：30

津山商工会館

④

なぜ働くか？プロフェッショナルとは何か？プロとしての仕事の進
め方、行動の仕方を学び、次期リーダーを目指そう！

9：30～16：15

つやま産業
支援センター

⑤

中小企業の知的財産（知財）の悩みや課題に対応します。
※要予約

10：00～15：00

つやま産業
支援センター

①

ポリテクセンター
岡山

②

アルネ・津山
地域交流センター

③

アルネ・津山
地域交流センター

③

9：00～17：00

ポリテクセンター
岡山

②

自らを知り、自己革新を行い、会社を引っ張るたくましい中堅社員
9：30～16：15
になろう！

つやま産業支援
センター

⑤

企業における問題発見能力や改善力を備えた自立型のリーダー
を育成します。

つやま産業支援
センター

⑥

きらめきプラザ

⑦

26㈫～
2７㈬

若手社員研修

4㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口
製造現場における効果的な
部下の指導・育成の仕方

4㈬
11㈬

7月

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名 等

20㈬

経営相談会

10㈫

印象度UP＆
ビジネス文書作成講座

11㈬

実用Excel講座

11㈬～
13㈮

実践機械製図（2次元標準化編）

12㈭～
13㈮

中堅社員研修

13㈮～
2/22㈮

ものづくりリーダー育成研修

14㈯

女性起業家交流会

18㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

18㈬

PowerPointで
ラクラク☆チラシ作成

19㈭～
現場のための省エネルギー技術
20㈮

お問い合わせ先
発行元

製造現場における作業の指示や後進育成といった技能の継承を
めざして、現場従事者の現状把握に必要な知識や手法、具体的 9：30～16：30
な指導技術を習得します。
来客応対レッスン＆印象UP術とビジネス文書の作成を学べる2本 10：30～11：50
12：00～13：30
立ての講座です。
数値を分かりやすくするにはグラフ作成と思いがち。ところがそれ
以外の機能も増えています。そんな新機能を使って数値を見せる 10：30～13：30
技を学びましょう。
機械図面に基づき、システム環境の設定や2次元CADデータの
図形処理及び図面出力までの実務作業に関する技能・技術を課
題を通して習得します。

9：00～17：00

創業に興味がある女性や女性起業家が集う交流会を開催します。 13：30～16：30
中小企業の知的財産（知財）の悩みや課題に対応します。
※要予約

10：00～15：00

つやま産業支援
センター

①

マウス操作と文字入力ができれば大丈夫。写真やイラストを盛り
込みながら案内チラシを作ってみましょう。

10：30～13：30

アルネ・津山
地域交流センター

③

ポリテクセンター
岡山

②

生産設備などの省エネ活動を実施する上での計画・計測・検証作
業の技能高度化をめざして、電気機器の省エネ対策や現場に即
9：30～16：30
した各種電気設備の計測実習による分析検証を行う事で現状の
問題点を把握、そして改善することで実践的技能を習得します。

①岡山県知財総合支援窓口
℡086-286-9711
③津山まちなかカレッジ事務局
℡0868-31-2232
⑤岡山県産業振興財団
℡086-286-9661
⑦岡山県女性創業サポートセンター ℡086-233-0051

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）

②ポリテクセンター岡山
④津山商工会議所
⑥つやま産業支援センター

℡086-246-2530
℡0868-22-3141
℡0868-24-0740

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

