
市内企業のご紹介

つやまエリアオープンファクトリー2019開催

役に立つイベントのご案内

201９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。

まちなかカレッジからのお知らせ
省エネルギー無料診断のご案内

7月26日（金）、27日（土）につやまエ
リアオープンファクトリー2019を開催い
たします。

このイベントは将来のつやまエリアへ
の就職や定住につなげるために開催
するもので、今回は昨年を大幅に超え
る54社の企業様が参加されます。

楽しいものづくり体験や来場特典、ス
タンプラリーで商品GETなどの企画を

用意し、地域企業の魅力を子供たちか
ら就職を考える学生、保護者の方まで
楽しみながら知っていただく機会となっ
ております。この機会に会社や工場を
実際に訪問し、見て触れて、体感してく
ださい。



津山まちなかカレッジ事務局

TEL：0868-31-2232

講座詳細・予約・その他お問合せは・・・

ビジネス支援のプロと、キャリア形成支援のプロが現役で働く方と、
再就職を目指す方をサポート！様々な研修講座を提供しています。

6～7月講座 Pickup! アルネ・津山4階
地域交流センター

場

所

10:30～12:30 Word差し込み印刷＆Excelとの連携ワザ

【受講料】1,500円 【定員】5名 もっとWordを便利に使おう！

10:30～12:30 初めてのマクロ入門 Excel効率UP術

【受講料】2,000円 【定員】5名 作業を自動化する仕組みを理解しよう！

10:30～12:30 Excel「数字・データをわかりやすく見せる」機能

【受講料】1,500円 【定員】5名 グラフ以外で視覚的に見せる機能とは？

6/19
（水）

7/4
（木）

7/9
（火）

https://machikare.jp
MAIL:info@machikare.jp

FAX：0868-31-2252

ものづくりリーダー育成研修のご案内

津山市内企業様を対象に、つやま産業支援センター主催の「ものづく
りリーダー育成研修（全8回）」を実施いたします。主に、ものづくりにお
ける課題形成能力、品質改善、生産性向上などを学び、修了後は専門
家派遣による改善策の実践を予定しております。是非ご参加ください。
締切りは7/5（金）迄で先着順となっております。
詳細は同封のチラシをご覧ください。



「はばたく中小企業・小規模事業者300社」
㈲内田縫製＆晃立工業（株）が選定！

（株）佐野食品 直売所プレオープン

津山市二宮にある株式会社佐野食品。
この度お豆腐の直売所『3代目 D-SOUL 
FACTORY』がプレオープンいたしました。
メニューには豆腐や油揚げはもちろん

おからコロッケや豆腐を使ったドーナツ
、ジェラート、飲む豆腐など。当センタ
ーの専門家派遣プログラム制度を利用さ
れ、直売所オープンに向けて準備を進め
て来られました。また来月にはグランド
オープンを予定しております。ぜひお越
しください。

当センターには市内企業を対象に様々な専門家を派遣し
職場の改善や困りごとを解決する専門家派遣制度がござい
ます。ご検討中の企業様は当センターへご相談ください。

省エネルギーセンターでは、中小企業等の省エネ・節電の推進のお手伝い
をするため、無料省エネ診断および無料節電診断などの様々なアドバイスを
行っています。ここでは簡単に支援サービスのご紹介をいたします。
【無料省エネ診断】とは、中小企業を対象に年間のエネルギー使用量が

100～1500kL未満の工場・ビルに対し、電力や燃料・熱など「総合的な省エ
ネ行動をサポートする」診断サービスです。
【無料節電診断】とは、契約電力50kW以上の高圧電力又は特別高圧電力

受電者の工場・ビルに対し、ピーク電力削減など「節電行動をサポートする」
診断サービスです。
【無料講師派遣】とは、民間団体・自治体・公的機関などが無料で開催する
省エネ説明会が対象に省エネルギーや節電のテーマを含む「省エネ・節電説
明会」等に「講師を派遣するサービス」です。
対象になる企業様はぜひこの機会にご利用ください。

中小企業庁は、ITサービス導入や経営資
源の有効活用等による生産性向上、積極的
な海外展開やインバウンド需要の取込み、多
様な人材活用や円滑な事業承継など、様々
な分野で活躍している中小企業・小規模事業
者を「はばたく中小企業・小規模事業者300

社」として選定しました。津山市内からは有限
会社内田縫製、晃立工業株式会社の２社が
選定されました。おめでとうございます！これ
からの更なるご活躍を期待しております。

問合せ先：一般財団法人省エネルギーセンター
TEL： 03-5439-9716

URL：https://www.shindan-net.jp/

【無料省エネ/節電診断】TEL：03-5439-9732

【無料講師派遣】TEL：03-5439-9716



発行元 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） 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

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

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

6月

24㈪
～

26㈬
フライス盤加工技術

汎用機械加工の生産性の向上をめざして、効率化、最適化（改善）
に向けた加工実習を通して、加工方法の検討や段取り等、実践的
な旋盤作業に関する技能・技術を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
①

25㈫
26㈬

生産現場に活かす品質管理技法
品質管理の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改
善）、安全性向上に向けた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
①

25㈫
26㈬

３次元CAD実用モデリング
技術研修（SolidWorks編）

製品設計業務の効率化をめざして、ミッドレンジ３次元CADシステム
（SolidWorks2017）を用いた各種立体モデル作成と設計変更の手法、
およびそれらを組み合わせたアセンブリモデルの作成について、実
践的な課題実習を通して実務に必要な知識・技能を習得します。

9：30～16：30
テクノサポート

岡山
②

7月

2㈫
3㈬

若手社員研修
【残席あとわずかです！】

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します。

9：30～16：15
津山市役所
東庁舎

②

2㈫
～
4㈭

設計作業効率化のための
環境構築技術（VBAプログラム）

生産性の向上や作業の効率化をめざして、マクロ技術および各種
のデータ処理や自動化処理について、演習を通して習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
①

3㈬
10㈬

製造現場における部下育成に
必要な指導能力及び技法

指導技法の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化（改
善）、安全性向上に向けた部下の指導方法や育成方法など製造業
に適したリーダーシップ手法実習を通して生産・製造現場における
必要な指導能力及び技法を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
①

4㈭
初めてのマクロ入門
Excel効率アップ術

シンプルな集計表からグラフ作成ができるよう、基礎から学べる講
座です。Excelの特徴・仕組みを理解し、実務でも活用できるよう土
台をしっかり作りましょう。

10：30～12：30
アルネ・津山4階
地域交流センター

③

9㈫
Excelで数字・データを

分かりやすく見せる視覚化機能

数値を分かりやすく見せるには「グラフ」だと思いがち。ところが
Excelにはグラフ以外にも数字の視覚的効果を上げる新しい機能が
どんどん増えています。そんな新機能を使って、数値を見せる技を
学びましょう。

10：30～13：00
アルネ・津山4階
地域交流センター

③

9㈫
10㈬

中堅社員研修
【残席あとわずかです！】

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を
目指します。

9：30～16：15
津山市役所
東庁舎

②

9㈫
～
12㈮

NC旋盤プログラミング技術

NC機械加工の生産性向上をめざして、工程の最適化（改善）に向
けたプログラミング課題実習と加工・検証実習を通じて、要求される
条件を満足するためのプログラム、工具補正の設定法などNC旋盤
作業に関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

16㈫
～
19㈮

マシニングセンタ
プログラミング技術

NC機械加工の生産性向上をめざして、工程の最適化（改善）に向
けたプログラミング課題実習と加工・検証実習を通じて、要求される
条件を満足するためのプログラム、工具補正の設定法などマシニン
グセンター作業に関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

12㈮
2019年初心者向け

知的財産権制度説明会
特許や商標などの知的財産権制度の基礎的な内容について学び
たい方など初心者向け説明会を開催いたします。

13：30～16：30
岡山ロイヤル
ホテル

④

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
津山市役所
東庁舎

⑤

17㈬
18㈭

プレス加工技術
プレス加工／プレス金型の生産性の向上をめざして、効率化、最適
化（改善）に向けたプレス加工実習、分析演習を通して、トラブル要
因の分析方法と加工製品の品質の安定・改善方法を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
①

23㈫
24㈬

監督者研修
人と職場の同時繁栄を実現する管理・監督者になるために、自分
自身の工場意欲を高め、組織を活性化し、求められる期待に応えら
れる能力を身に付けます。

9：30～16：15
テクノサポート

岡山
②

①ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530 ②岡山県産業振興財団 ℡086-286-9661
③津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232 ④知的財産権制度説明会運営事務局 ℡03-3502-5436
⑤岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711

お問い合わせ先

６～７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

編集後記：3代目D-SOUL FACTORYの甘酒と豆乳とイチゴ酢で出来た『豆乳ストロベリービネガーシェイク』を飲んでみました。豆乳が苦手な私も
ハマる後味すっきりの美味しさ！暑くなるこれからの時期に体調を整える意味でもオススメの一品です。ぜひお試しあれ(^^♪


