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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。

地域未来牽引企業に津山市内の４社が追加選定されました
まちカレ講座情報
各種イベント開催レポート
ネコラム
役に立つイベント等のご案内

謹賀新年
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとう
ございました。
本年も職員一同、企業の皆様の一層の支援を心
がける所存でございますので、 何とぞ昨年同様
のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げま
す。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお
祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
平成３１年１月
つやま産業支援センター

職員一同

地域未来牽引企業に津山市内の４社が追加選定されました！
経済産業省により、地域経済牽引事業の担い手
の候補となる地域の中核企業として「地域未来牽
引企業」が全国で1,543社（岡山県内30社）追加
選定されました。
津山市内では、４社が選定
されました。また、この他に、
当センター賛助会員からは２
社が選定されています。
今回の追加により、津山市
内では計11社、賛助会員では
計７社が選定されています。

市内企業４社（50音順）
菅田株式会社
株式会社ナンバ
有限会社ファインアートかわばた
株式会社マルイ
市外企業でセンター賛助会員２社（50音順）
アサゴエ工業株式会社（岡山市）
オカネツ工業株式会社（岡山市）

「知ってるつもり」を「できる」に変える

部下を叱っても尊敬される！

ビジネスマナー講座

部下をやる気にさせる叱り方

～コミュニケーション編～

怒りのタイプ診断付き

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。

叱ることは技術です。
「怒りの感情で後悔しない」ための心理トレーニングと「部
下を傷つけない叱り方」を習得する講座です。

日 時

2019年

1月28日(月)

13:00～
15:00

日 時

2019年

2月8日(金)

17:30～
20:30

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

講 師

パソナ岡山 専任講師

講 師

怒りの取り扱いアドバイザー
稲田 尚久 氏

受講料

1,500円

受講料

3,000円

定 員

お問い合わせ先

10名

定 員

20名

津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232 FAX31-2252

12月10日に、津山圏域改善活動委員会主催の「第21回改善活
動発表大会」が開催され、200名を超える参加がありました。
この大会は、QCサークル活動など企業内での改善活動の普及
浸透を推進する取組の一環として、毎年開催されています。
今回は、同委員会参加企業４社と招待発表１社による事例発
表、放送作家・漫才作家の村瀬健様をお招きし「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」と題した記念
講演が行われました。

つやまロボコン国際大会 開催
12月16日、津山総合体育館で「第23回つやまロボットコンテス
ト国際大会 チームで決めろ！サッカーロボコン 」が行われまし
た。
小中学生の部・高校一般の部の２部門に津山高専等と交流のある
海外校との合同チームを含む計41チームが参加しました。
優勝チームは高校一般の部では、究極防御（Robocon House）、
小中学生の部では、屯田兵（加茂中学校）でした。

創業塾「Homing」ビジネスプラン発表会 開催
12月23日に創業スクールHomingの最終事業プラン発表会が
開催され、スクール生による熱いプレゼン発表がありました。
どの事業プランも2ヶ月間のスクールだけとは思えないほど
の内容で、堂々と発表される姿は既に経営者の様でした。
大賞を受賞されたのは「お洒落な屋台リアカーゴ」の事業プ
ランを発表した黒田和美さん、つやま産業支援センター賞を受
賞されたのは「高校生の未来の可能性を広げるZEROICHI」の
事業プランを発表した寳田愛奈さんでした。
来年度のHoming第2期も期待されます。

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

夫

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！
改めまして、あけましておめでとうございます。あ
っという間に2019年の1月です。皆さんの2018年
はいかがでしたでしょうか。私は激動の一年でした。
昨年を振り返ってみると、「千葉から津山に引っ越し
て中古住宅を購入しDIYに取り組んだ事」や「津山市
の方々と交流する為にマルシェにお店を出店した事」
、「定住に向けて、ビジネスコンテストに挑戦したこ
と」など多くのことに挑戦した一年でした。
地域おこし協力隊として活動する中で、誤解をされ
ていると感じる事もありました。「地域おこし協力隊
は都会からもの好きな若い人が移住してきて、３年後
にまた違う田舎に行くのでしょう」と言われたことが
あります。もちろん地域おこし協力隊の任期後、他の
地域に出ていく選択肢もありますが、私は家も購入し
ていますし津山に残ります。全国の地域おこし協力隊
の方と話していてもこの段階で家を購入したという話
を聞いたことがないので、私は変わっているのかもし
れません・・・笑
地域おこし協力隊は通常３年間の任期があり、他の
地区で定住している地域おこし協力隊は、任期後も任
期中の活動を生業としているケースもありますが、津
山市では現状、そういうケースがないので、津山市に
定住するためには任期終了後の準備もしておかなけれ
ばならないと思っています。
私は津山に来てから常々、地域貢献がしたいと思っ
ていて、前回のコラムでも紹介した革のハギレの利用

下山さんが最終審査会でプレゼンを行います。
観覧には申し込みが必要です。

テーマ
≪未来イノべーターの育成≫
市民デジタル工房「Maker Space SCULAB」
によるSTEAM教育
ビジネスプランコンテスト 岡山

検索

もその一環です。ものづくりはとても大事ですが、津
山で活動を始めてから「ものづくり」を通した「人づ
くり」に注目し始めました。「2030年には49%の
職業がAI等で代替可能となる」と言われている21世
紀を生き抜く為に私は、世界各国で実践されている
STEAM教育に着目しています。
STEAM教育は、科学、技術、工学、数学にアート
の観点を盛り込んだモノづくりによる創造性を養う教
育で子供たちはクリエイティブで豊かな人間性や郷土
を愛しむ心を育むことができると思います。夫が元々
エンジニアであったことから私のアートの部分と強み
がシナジー効果で発揮できる為、津山市での地域おこ
しに最適だと考えています。
これは漠然とした思いだったので、考えを固めるた
めに「ビジネスプランコンテスト岡山」「中国地域女
性ビジネスプランコ
ンテストSOERU」に参
加したところ、どちらも
ファイナリストに選ばれ
ました。ビジネスプラン
の検討中に教育の現状や
未来図を学べましたし、
ビジョンやミッションが
明確になっていきました。コンテストに出て自分のや
りたい事や、やるべき事が整理できたことは本当に良
かったと思っています。
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）

～新たなビジネスが生まれ、つながり、成長する社会へ～
ビジネスプランコンテストおかやま2018 最終審査会！

13：30～
会場：コンベックス岡山

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

1～2月
日 付

16㈬

17㈭ 岡山解放特許ビジネスマッチング

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

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

経営相談会

作州津山商工会

概

要

時 間

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

問

①
②

ポリテクセンター
岡山

③

ポリテクセンター
岡山

③

15：00～17：00

津山商工会議所
3Ｆ 第1会議室

④

【授賞式他】
経営革新セミナーの講師にはアイリスオーヤマ本部長の石田敬
岡山県経営革新アワード授賞式
11：30～13：25
氏をお呼びし、アイリスオーヤマのビジネスソリューション～
及び経営革新セミナー
【基調講演】
BtoBに向けたチャレンジ～についてお話いただきます。
13：30～15：00

コンベックス岡山
中展示場

⑤

24㈭
岡山県内の最新技術や製品が集結する中四国最大規模のもの
・ OTEXおかやまテクノロジー展2019 づくり展示商談会を開催します。新たなビジネスの拡大につなが 10：00～17：00
25㈮
るこの展示商談会、千載一遇のチャンスをお見逃しなく。

コンベックス岡山

⑥

29㈫
・
30㈬

機械設計技術者のための
溶接技術

ポリテクセンター
岡山

③

2㈯

ANAの努力と挑戦
～お客様と仲間の笑顔を
最高の歓びに～

津山国際ホテル
2F 桜華の間

⑦

21㈪

24㈭

2㈯
2月

場

このセミナーでは大企業5社（中国電力、富士通 等）のライセン
テクノサポート岡山
13：00～17：00
ス部門から特許技術の紹介と個別面談会を開催します。
大会議室

17㈭
自動生産システムの効率化・最適化をめざして、各種制御機器
・ 有接点シーケンス制御の実践技術 の選定方法、各種制御回路を理解し、総合実習を通して制御回 9：00～17：30
18㈮
路の設計・製作方法を習得します。
17㈭
生産・製造現場における生産効率の向上及び、製品の品質向
・
製造現場のコーチング実践
上をめざして、部下の指導方法や支援方法など製造業に適した 9：30～16：30
24㈭
コーチング手法を事例と実践的な実習を通して習得します。
1月

会

第2回津山地域創業者交流会

津山地域で創業準備中、又は創業5年以内の方を対象に仲間
づくりや各支援機関からの創業支援メニューのご紹介など、事
業経営に役立つ交流の場とすることを目的に開催します。

製造現場における機械設計業務の効率化・最適化をめざして、
設計要求の曖昧さを排除した図面や安全性を考慮した図面を作 9：30～16：30
成するための溶接技術を習得します。
多様で有限な人材をどう育て、どう活用するのか。ANAグループ
全体の客席サービスの統一化と女性活躍推進にも貢献されて
13：30～15：30
いる㈱ANA総合研究所。代表取締役副社長 河本宏子氏より活
躍術を学びます。

基調講演には、県内で企業と個人のワークライフバランスコンサ
女性活躍・ワークライフバランス
津山市中央公民館
ルタントとして働き方改革に取り組まれているY'sオフィス代表の 13：30～15：45
推進シンポジウム
大会議室
川上陽子氏にお話いただきます。
10：00～15：00

つやま産業支援
センター

①

6㈬
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
製造現場における効果的な部下の
・
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 9：30～16：30
指導・育成の仕方
13㈬
的な指導技術を習得します。

ポリテクセンター
岡山

③

13㈬
～
15㈮

ポリテクセンター
岡山

③

ポリテクセンター
岡山

③

6㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

⑧

機械設計技術者のための
総合力学

中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。

機械設計や治工具設計による高付加価値化をめざして、機械の
力学や材料の強度設計、また機械要素設計（ねじ・軸・軸受・歯 9：30～16：30
車）など詳細設計に必要な力学の全般を習得します。

14㈭
自動化設備の効率化をめざして、自動化ラインを構築するため
・ PLCプログラミング技術（ラダー編）
に必要な制御プログラミングの手法を習得します。
15㈮
21㈭

9：30～16：30

岡山県中小企業
中小企業者等が行う新技術・新製品の研究開発等を対象とした
津山市総合福祉会館
13：00～17：00
ものづくり関連支援制度説明会 補助金等の支援制度説明会です。
3F 中会議室

お問合せ先

①岡山県知財総合支援窓口
③ポリテクセンター岡山
⑤岡山県産業振興財団
⑦津山市人づくり事業運営委員会
⑨岡山県産業振興財団

℡
℡
℡
℡
℡

086-286-9711
086-246-2530
086-286-9626
0868-24-0740
086-286-9651

②岡山リサーチパーク
④津山商工会議所
⑥岡山県産業振興財団
⑧津山男女共同参画センター

℡
℡
℡
℡

086-286-9117
0868-22-3141
086-286-9670
0868-31-2533

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

⑨

