
ネコラム

つやま産業塾 受講生募集！

役に立つイベント等のご案内

2018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１周年記念イベント開催
「MADE IN TSUYAMA」 とっとり・おかやま新橋館に出展

つやま産業塾「経営能力開発講座」

第23期生募集

お問い合わせ先 津山市人づくり事業運営委員会事務局（みらい産業課内） TEL24-0740 ＦＡＸ24-0881



津山まちなかカレッジ事務局お問い合わせ先 TEL31-2232 FAX31-2252 E-mail：info@machikare.jp 

津山まちなかカレッジ

1st Anniversary
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忙しくてもキレイになれる！
プロが教える本当のコスメ選び

リケジョcafé

親子塾（小学生/中学生）
～親子で正しい学習方法を学ぼう～

企業PR会

企業PRブース

女性創業者による
創業セミナー＆交流会

第一印象は眉で決まる
「イメージUP！眉メイク講座」

肩こりむくみ解消ストレッチ

美容カイロプラクティック
「小顔調整」

会場：アルネ・津山

４Ｆ 地域交流センター

４Ｆ 図書館

アルネ東広場

全２０イベントを開催!!

イベント事前予約
10/3（水）スタート

津山まちなかカレッジビジネス講座

「人材」から「人財」へ
新入社員ステップアップ研修

日時：10月18日（木）10：30-17：00 ビジネススキル編

10月19日（金）10：30-15：30 ＯＡ編

定員：10名 受講料：5,000円/日

内容
ビジネススキル編
・ビジネスマナー・コミュニケーション
・タイムマネジメント・アクションプラン
ＯＡ編
・Ｅｘｃｅｌ活用法・データベース関数
・表計算・関数活用

ビジネスパーソンになるためのブラッシュアップ研修
講師：パソナ岡山 専任講師



ネコラムネ
津山市地域おこし協力隊 下山凜の
活動日誌

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

人体って不思議だと思いませんか⁉ 人体の曲線的
造形だけでなく、所々密に現れる皺、絶えずに伸びる
爪、けがするとできるかさぶたとその傷あと… 粘土
という材料でどこまでリアルを追求できるのか絶えず
に考えながら作っていました。
現在は粘土で造形するのではなく、3Ｄモデリング

ソフトと光造形3Dプリンターを活用したモノづくり
を行っています。やっぱりフィギュア造形が一番楽し
いです！
私の活動の一つに『本来であれば捨てられるような

木の端材や革のハギレといった廃材でアート作品や商
品を開発し、持続可能な社会に貢献プロジェクト』が
あります。
私が考えたオリジナル革商品等の一部を商品として

9月23日開催のイベント「さんビオマルシェ」に出展
させて頂きます。ご興味ありましたら、ぜひ足を運ん
で頂ければ幸いです。
そして次回のネコラムはさんビオマルシェのご報告を
させて頂きたいと思います。

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）

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！

前回のネコラムは自己紹介をさせて頂きました。今
回は自己紹介第二弾としまして、学生時代の作品をご
紹介したいと思います。作品を通じて私の人柄を知っ
ていただき、私の取組に少しでも興味を持っていただ
けると、とてもうれしいです。

まず、左の写真が美大受験時の
デッサン「ラオコーン」です。今
こうして振り返ってみると、美大
受験時のデッサンが一番正確です
ね。

右の写真が
美大時代の
作品です。
大学では等

身大の塑像（そぞう）ばかり作
っていました。塑像とは、粘土
でモデリングする作品のことを
いいます。石彫や木彫もやって
いましたが、一番好きなのが人
体の塑像でした。

９月２６日（水）から１０月９日（火）まで、
「MADE IN  TSUYAMA」がとっとり・おかやま
新橋館に出展します。

今回は笏本縫製のオリジナルネクタイ、内田縫
製のジーンズと新開発したカバーオールや作務衣、
また新橋館では初出展で本邦初公開となる末田工
業所の新商品バッグを加えて出展します。
津山の高度な技術、品質を首都圏の消費者に直

接手にとっていただき、ものづくりの街・津山を
直接ＰＲします。

お知り合いにお声掛け下さるとともに、旅行や
出張などでお近くにお寄りの際は是非、当イベン
トにお越しください。



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

役に立つイベント等のご案内

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

岡山県よろず支援拠点

TEL 086-286-9667

津山商工会議所 作州津山商工会

毎週月曜日 13:00～20:00

会場:津山商工会議所

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 問

9月

15,22,
29

第1回CAD利用技術教育研修
【全3回】

CAD利用技術者試験2級合格を目指す方や、現在CADを利用
していたり、今後利用する方に学んでいただけます。

9：00～16：00
津山工業

高等専門学校
①

18～
21

フライス盤精密加工技術
部品加工や治工具製作におけるフライス旋盤作業の技能高
度化をめざして、技能検定2級相当のフライス旋盤作業を課題
加工実習を通して習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

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(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
③

20
第2回感情のコントロールの極意
「印象管理とアンガーマネジメント」

イライラや怒りの反応は、自分にも周りにも心地よいものでは
ありません。このセミナーで、管理職としてストレスや怒りと上
手く付き合う手法を身に着けて組織運営の強化を図りません
か？

13：00～16：00
ANAクラウン

プラザホテル岡山
④

26～
28

実践機械製図
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

29～
12/1

NCフライス技術教育研修
【全7回】

NCの仕組みやプログラミングを習得し、実際に加工してみる
事で、形状・品質を考慮した加工手順を考える力を育成します。

8：30～16：30
津山工業

高等専門学校
①

10月

5
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
③

3,10
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

4～5 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

9 「働き方改革最前線」
イクボスで離職率ダウン、人材確保

「いかにして儲けるか」と「イクボス」がどのように繋がるのか、
いかなる業種でも喫緊の課題である「人材確保」をいかにして
行うのか。各社の課題を明らかにしながら、それぞれの解決方
法を提案いたします。

14：00～16：00
津山圏域

雇用労働センター
⑤

9～12 NC旋盤技術（プログラム～加工編）
生産手段の変更や工程の改善・改良等の業務ができることを
目指して、外径加工(溝入れ・ねじ切りを含む）のプログラム及
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。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
②

13,20,
27

３DCAD利用基礎研修【全3回】
これから３DCADの利用を考えている方、もう一度基礎を学び
たい方などを対象に基礎を学んでいただきます。

9：00～16：00
2，3回目は
15：00まで

津山工業
高等専門学校

①

17
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
③

26～
8/23

つやま産業塾「経営能力開発講座」
第23期生【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

①

①つやま産業支援センター ℡0868-24-0740 ②ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530 
③岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711
④岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点 ℡ 086-286-9011
⑤NPO法人ファザーリング・ジャパン中国事務局 ℡ 0857-77-3471

お問合せ先

９～１０月

商工会

よろず
経営相談会 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


