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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。

FACTORY BRAND FAIR 2019 in 東急ハンズ新宿店
まちカレ講座情報
つやまビジネス通信に掲載する情報募集中！
ネコラム
役に立つイベント等のご案内

ザ・シロヤマテラス津山別邸に津山製品も登場！
2月27日、津山市山下に「ザ・シロヤマテラス津山別邸」がオープンしました。エントランスホールに
は、㈱津山銘木による桧を用いたテーブルとKITAWORKS㈲、ヨネモノ、家具工房にいの屋によるそれ
ぞれの特長ある椅子、そして、㈱すえ木工によるデニムを用いたソファ、スツールが用いられています。
また、最上階の津山城の全景が目の前に広がる展望テラスラウンジに富士岡山運搬機㈱が取り扱う杉の
ケボニー材が使用されています。

×
FACTORY BRAND FAIR 2019
３月１８日（月）から３１日（日）まで、「MADE IN
TSUYAMA」が東急ハンズ新宿店に出展します。
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
ズと新素材のカバーオールやベスト、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。

分かると便利・実務で活躍！

Excelお役立ち関数

PowerPoint基礎講座

－基本的な関数から一歩進んでみよう－
基本的な操作はもちろん、Excelで作った表やグラ
フを埋め込み、最新データに更新をするなど、実
践的な使い方も学びます。

日 時

4月12日(金)

2019年

SUMなどの簡単な関数なら知っているけど、もっと便利
な関数があるはず・もっと関数を使いこなしたい！という
方に、実務で役立つ関数をまとめた講座です。

10:30～
13:30

日 時

2019年

4月13日(土)

10:30～
15:30

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

パソナ岡山 専任講師

受講料

1,500円

受講料

2,000円

定 員

お問い合わせ先

5名

定 員

5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

CURIO SCHOOL 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。

津山まちなかカレッジでは、小学校生を対象に“創造力”を育む「デザイン思考」を軸とした未来のグ
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」を開催しています。

定員

４月オープン生を募集開始!!
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）

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。
お問い合わせ先

各クラス

20人

クラス

小学校低学年

小学校高学年

対象学年

新１～新３年生

新４～新６年生

開催日

毎週火曜日

時間

17：50～19：10

会場

アルネ・津山４階 地域交流センター

月謝

8,000円／月

津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232

19：20～20：40

12,000円／月

賛助会員からの情報募集中！
当センターでは賛助会員の皆様が開発した新製品やサービス、
取組などの情報を募集いたします。その中から皆様の良い刺激に
なる情報を本誌へ掲載させていただき、企業間の情報共有の場に
もなればと思っております。是非、たくさんの情報をお待ちして
おります。

津山市地域おこし協力隊 下山凜の
活動日誌

ネネコラム

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！
突然ですが、この３月から産休に入らせて頂くため
ネコラムはしばらく休載になります。
約１年つやま産業支援センターでお仕事をさせて頂
いて、とてもとても多くの事を学ばせて頂きました。
ただ、最初に津山ビジネス通信にコラムの枠を頂いた
ときは、正直言うと自分の書いた文書なんて誰が読む
のだと思っていました。実際に書いてみると「読んだ
よ」とか「ほんわかした文章で癒される」などと反響
もいただき、私自身とても勇気づけられました。
口下手で自分の気持ちを伝えるのが苦手なこともあ
って、相手に誤解を与えてしまうことがある分、自分
の思いを文章に起こせてよかったと思いました。ネコ
ラムを読んで下さった皆様に感謝をお伝えします。
産休といえば、育児経験者の皆様は家事にも追われ
休みなしに毎日苦労と戦っているイメージです。
私が活動しているＳＴＥＡＭ教育のプロジェクト
「Sculab*（スカラボと言います）」は産休中も活動

募集対象
つやま産業支援センター賛助会員
募集内容
積極的に発信したい情報であればど
んな情報でも募集します。掲載できな
い情報もありますのであらかじめご了
承ください。
応募方法
当センターにメールかFAXでご連絡く
ださい

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

する予定なので、少しだけ私の活動を紹介させて頂き
ます。「Sculab*」は前にもお話したかもしれません
が、英語で彫刻という意味の「スカルプチャー」と、
研究室という意味の「ラボラトリー」を組み合わせた
造語です。想像力を育むアート思考と課題解決力を育
むデザイン思考を養う事がＳＴＥＡＭ教育のテーマと
Sculab*は捉えています。年齢層に合わせたコース設
定をしているのが魅力で、企業様向けのセミナーや体
験教室も開いていきますのでご興味ある方はMaker
Space SCULAB*とインターネットで検索いただく
かお気軽にご連絡ください。
これから約一年間休んでしまうので（ブランクを考
えたら少し怖い気がしますが）元気な子を出産して、
私も元気に職場復帰をしたいと考えています！
是非温かい応援お願いします！笑
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。
ネコラム再開でお会いしましょう。まちで見かけた
ら是非声をかけて下さい！
（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

3～4月
日 付

3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
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18

岡山県よろず支援拠点
支援事例発表会

平成30年度の実績報告と、コーディネーターによる支援事例プレゼ
ンテーションを行います。題して成功事例から見る「よろず」の賢い 13：30～17：00
活用法。

ピュアリティまきび
2階 孔雀

①

18

明日から役立つ
ビジネスマナー

信頼感を得るビジネスパーソンになるために、入社前に身に付けて
おきたい基礎研修です。基本マナーやコミュニケーションスキルを 10：30～17：00
学びます。

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

19

明日から役立つOA講座

信頼感を得るビジネスパーソンになるために、入社前に身に付けて
10：30～15：30
おきたい基礎研修です。Word、Excelの基礎を学びます。

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

19

津山圏域工業会 研修会

津山圏域工業会では、岡山弁護士会及び津山信用金庫から講師
をお招きし、研修会を開催いたします。経営者、幹部社員、雇用労
16：00～18：30
務担当者の皆様に是非知っていただきたい内容となっておりますの
で、是非ご参加ください。

ザ・シロヤマテラス
津山別邸

③

20

岡山県知財総合支援窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。
津山サテライト窓口

10：00～15：00 津山市役所 東庁舎

④

22

津山商工会議所
岡山大学津山スクール
産学官連携講演会

今回は岡山大学産学官融合センター長である尾本哲朗氏をお招き
し、産学官連携機構の研究、地域との連携について、その取り組み 17：00～18：15
事例についてお話しいただきます。

ザ・シロヤマテラス
津山別邸

⑤

25

CURIO SCHOOL津山

(低学年)
CURIO SCHOOL津山とは小学低学年・高学年の2クラスに分かれ
ゼロからモノ・コトを創り出すひとを育むデザイン思考型のスクール 17：50～19：10
(高学年)
です。4月スクール生募集の為、無料体験と説明会を開催いたしま
19：20～20：40
す。

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

岡山県内中小企業の合同入社式と新入社員研修を開催します。
平成31年度岡山県中小企業 合同入社式及び新入社員研修に参加することでこれまでの気持ち 9：00～16：45
合同入社式・新入社員研修 にしっかりとけじめをつけ、社会人としての意識を高めていただけま 9：00～16：15
す。貴社の新入社員教育の一環としてぜひご活用ください。

テクノサポート岡山
１F 研修棟

⑥

2、3

10、11

製造現場における
LAN活用技術

12

PowerPoint基礎講座

13

Excelお役立ち関数

4月

17

通信システム設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最
適化（改善）に向けたLANのプロトコルに関する知識やLAN機器の 9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ⑦
使用法を通じ、LAN活用に関する技能を習得します。
実際に複数ページある発表資料を一から作りながら使い方を身に
付けていきます。基本操作からExcelで作った表やグラフを埋込む
など、実践的な使い方も学びます。

10：30～13：30

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

普段簡単な関数は使っているけど、もっと便利な関数があるはず！
関数を使いこなしたい！と思っている方、仕事で役立つ関数をまと 10：30～15：30
めて学べる講座です。

アルネ・津山4階
地域交流センター

②

岡山県知財総合支援窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。
津山サテライト窓口

お問合せ先

①岡山県よろず支援拠点
③津山圏域工業会事務局
⑤津山商工会議所
⑦ポリテクセンター岡山

℡ 086-286-9667
℡ 0868-22-3141
℡ 0868-22-3141
℡ 086-246-2530

10：00～15：00 津山市役所 東庁舎

②津山まちなかカレッジ
④岡山県知財総合支援窓口
⑥岡山県産業振興財団

℡ 0868-31-2232
℡ 086-286-9711
℡ 086-286-9661

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

④

