2019年

７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。

１．多摩美術大学・センター共同研究事業について
２．若手・中堅社員研修 実施報告
３．津山まちなかカレッジから セミナーのご案内
４．おかやま魅力発信塾のご案内
５．役に立つイベントのご案内

多摩美術大学との共同研究事業

つやま家具プロジェクト

つやま産業支援センターでは、多摩美術
大学の有するポテンシャルであるアート・
デザインを木材の製品開発に加えることで
美作産木材への更なる消費とブランドイメ
ージの向上へと繋げていくことを目的に産
学官共同研究事業を進めています。
この度、多摩美術大学の学生によるデザ
インと木材製品製作企業をマッチングする
ため、ドラフト会議を開催します。観覧は自
由です。学生たちのプレゼンテーションや
ドラフト会議の様子などご覧ください。
学生たちのデザインと企業とのマッチン
グの後は、製品化に向けた調整を進め、
今後東急ハンズ新宿店でデビュー販売す
る予定です。

日時

令和元年８月１日㈭
１３時３０分～（予定）

場所

津山市地域交流センター
（アルネ・津山４階）

内容

・学生によるデザインのプレゼン
・ドラフト会議

【お問い合わせ先】 つやま産業支援センター
℡：0868-24-0740
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おかやま産業人材育成塾 若手社員研修 ／ 中堅社員研修が実施されました
7月2～3日、9～10日に岡山産業振興財団主催の若手社員研修・中堅社員研修が行われ、両研修ともほ
ぼ満席の盛況ぶりでした。若手社員研修では社会人基礎力、PDCAサイクル、報連相、コミュニケーションについ
て、優先順位について学びました。また中堅研修では、自らのミッションを確立し自己革新を行い、会社で求めら
れる能力を認識し、将来のプランを作成するという内容でした。
研修後のアンケート内容では【満足】【役に立つ】という回答も多く、受講者にとって充実した内容だったようです。
今回の研修は、唯一岡山県北で受講できる貴重な研修です。
岡山県産業振興財団では、このほかにも様々な人材育成に関する研修を用意し
ています。是非、おかやま産業人材育成塾をご覧ください。
お問合せ先

〒701-1221
岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山）
TEL：086-286-9661 FAX：086-286-9662
HP：http://www.optic.or.jp/

日商簿記初級 資格チャレンジ講座

定員20名

5,000円（全6回・消費税・テキスト代込み）

『はじめての簿記』8/2８(水)～全6回コース開講！
経理･会計担当になれとは言わないが、一般社員に簿記についてもう少し知っておいて欲しい。
そんな風に感じることはありませんか？簿記の知識は社会人の基礎知識といっても過言ではありません。
コスト感覚やモノ・お金の流れが分かる社員へ一回り成長して欲しい、そんな声にお答えして講座開講！
【講師】津山商業高等学校 筒井 寛教諭

吉澤 智美教諭

8/28（水）、8/31（土）、9/4（水）、9/7（土）、9/11（水）、9/14（土）※水曜日18:00～20:00、土曜日10:15～12:15

日商簿記初級
資格とは･･･

『簿記の基本用語や複式簿記の仕組みを理解し、
業務に活用することができる』レベルの資格です

●基本的な用語やしくみを理解し、仕事に活かせるスキルを身につけているか●
簿記初級の資格では、下記の内容について問われます。
①貸借対照表や損益計算書
②複式簿記での基本的な記録のルール ③帳簿から必要な情報を読み取る能力
④商品の売買や代金の決済、給料、消費税などの税金処理等の知識や手続き、日常的な業務での一般的な事柄

初級は『実践的な知識』を問う

対象は『ビジネスパーソン全体』
簿記の基本知識は、経理会計担当者のみならず、業種
･職種を問わず企業人すべてに必要とされています。
短期間でこれを習得するための目標となる資格のニー
ズが高まったことなどから、入門級として2017年4月
から施行された資格です。

7～8月講座 Pickup!

３級は個人企業が前提ですが、簿記初級は企業形態を
限定してません。また、より実践的な簿記の知識を問
うという観点からクレジット売掛金や、新しい決算手
段である電子記録債権･債務、消費税など2級出題範囲
の知識の基本的な理解も入ってます。

アルネ・津山4階
所 地域交流センター
場

私らしいライフスタイルを叶えるとっておきの方法

7/24

10:30～12:30

（水）

【受講料】1,500円 【定員】10名 私らしさを活かし様々な転機を乗り越える秘訣

Ｅｘｃｅｌお役立ち関数

7/27

10:30～15:30（休憩1ｈ）

（土）

【受講料】2,000円 【定員】5名

実務で使う関数をマスターし応用力をつける

Ｗｏｒｄ差し込み印刷＆Ｅｘｃｅｌとの連携ワザ

8/3

10:30～12:30

（土）

【受講料】1,500円 【定員】5名

もっとWordやExcelを便利に使おう！

講座詳細・予約・その他お問合せは・・・

津山まちなかカレッジ事務局
https://machikare.jp
MAIL:info@machikare.jp
TEL ：0868-31-2232
FAX：0868-31-2252

つやまエリア
オープンファクトリー2019
大反響！

津山の人気店２社が共同商品開発
津山市内の老舗豆腐店の㈱早瀬食品と人気イタリアン
ジェラートLATTEが、この度豆乳を使った新商品ジェラー
トを共同開発しました。 契約農家で生産された作州地域
特産の大豆と、新鮮さ・低脂肪にこだわったLATTEのミル
クアイスを使ったジェラートは、豆乳の甘さと牛乳のコク
が絡みあった逸品。ヘルシーでさっぱりと仕上がったジェ
ラートが生まれました。価格は税抜き390円。取り扱いは
市内にあるLATTE、早瀬食品、津山城東とうふ茶屋早瀬豆
腐店、早瀬食品の移動販売車、ザ・シロヤマテラス津山別
邸で販売。これからの季節に是非お試しください。

令和元年度

7月26日㈮～27日㈯に開催予定のつ
やまエリアオープンファクトリー。今月
1日より事前予約が開始されました。
当センター企画の津山ステンレスネッ
ト特別企画バスツアーも開始30分で
予約終了、また参加企業の予約も続々
と埋まり、盛況な状況で。当日参加可能
なフリ―プランも
ございます。是非
スタンプラリーの
5社達成を目指し
て多くの方の参加
をお待ちしており
ます。

岡山県プロフェッショナル人材戦略セミナー
おかやま

魅 力 発 信 塾

参加費

無料

中小企業の成長戦略は何か！この選択が未来をつくる多様な人材の活用法
少子高齢化や人口の首都圏への流出、求職者の大手志向、若手従業員の早期離職など、
県内中小企業の労働力確保に向けた逆風は強まるばかりです。将来、会社の主軸となりうる
若手人材の採用に拘らず女性や外国人、高齢者や障がい者など多様な人材を掘り起こし、
一人ひとりの能力を最大限に発揮することで生産性向上につなげる取り組みが、企業の‘稼
ぐ力’を高める経営戦略として必要とされています。 このセミナーでは、県内中小企業の経
営課題や必要な人材像の見つめ直しなど、企業価値向上のためのヒントをご提案します。
講
師

プロビティコンサルティング株式会社
代表取締役／公認会計士 野田 弘子 氏

日 時

令和元年７月２２日㈪ 13：00～16：00（受付12：30～）

会 場

ホテルグランヴィア岡山 3階「パール」

参加費

無料

対象者

県内中堅・中小企業の経営者、経営企画・人事責任者等

定 員

５０名（先着順）

津山商工会議所
毎週月・火曜日
13:00～20:00
お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

７～８月
日 付

7月

商工会

よろず
経営相談会

作州津山商工会

つやま産業支援センター

5~12月の第２木曜日
10:00～16:00

毎月第３水曜日 10:00～15:00

お問い合わせ先
岡山県商工会連合会 広域ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
℡ 086-238-5666

お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

※今年度から月1回の実施

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名 等

概

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

①

18㈭
19㈮

省エネルギーのための
電気管理

生産設備等の省エネ活動を実施する上での計画・実施・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
に即した各種電気設備の計測実習による分析検証を行うことで現
状の問題点を把握、改善することで実践的技能を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

②

19㈮
～
1/17
㈮

ものづくりリーダー育成研修
【全8回と専門家個別実践】

課題形成能力育成、品質改善、生産性向上。ものづくりにおける
課題解決能力を備えた自立型のリーダーを育成します。個別実践
研修は講師が各現場の課題レベルに応じて指導を行います。

9：00～16：00

津山市役所
東庁舎

③

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

④

24㈬

海外への販路開拓に
向けた研修会

津山圏域工業会では2名の講師をお招きし、海外への販路開拓を
メインテーマとして研修会を開催します。海外展開を計画している
企業の皆様や今後海外展開を増やしていくことを考えている企業
の方は是非お越しください。

16：45～18：35

ザ・シロヤマテラ
ス津山別邸

⑤

26㈮

中心市街地活性化
官民協働の街づくりの裏舞台

津山商工会館
1階 大ホール

⑤

27㈯

Excelお役立ち関数

基本的な関数から一歩進んでみましょう。普段、簡単な関数は
使っていて分かるけど、もっと使いこなしたいと思っている方に仕
事で役立つ関数をまとめて学べる講座です。

29㈪

知ってて損はない！
エネルギーのはなし

エネルギーの多くを外国に頼っている日本では、将来のエネル
ギーについて国民一人ひとりが認識をしなければならない問題で
す。今後のあるべき姿についてお話しします。

15：00～16：55

津山鶴山ホテル

⑤

30㈫
機械設計／機械製図の生産性の向上をめざしてCADを使用する
～
2次元CADによる機械製図技術 場合の環境の構築、効果的かつ効率的使用法及びデータ管理方
8/2㈮
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

10：30～12：30

アルネ・津山4階
⑥
地域交流センター

13：30～15：30

アルネ・津山4階
⑥
地域交流センター

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

10：30～13：30

アルネ・津山4階
⑥
地域交流センター

3㈯
3㈯
20㈫
～
23㈮
8月

23㈮

24㈯
28㈬
～
9/14
㈯

要

時 間

倉敷美観地区では民主導の取組みが多数行われています。その
パイオニア的存在である辻 信行氏から中心市街地活性化の重要 16：00～17：30
性とコンパクトシティ推進についてお話しいただきます。

文章が多量になっているあなた。「差し込み印刷」を使って書類を
一つにすっきりしてみませんか？宛名ラベル作成やExcelと連携さ
せる技も紹介いたします。
初めてのマクロ入門
作業の自動化「マクロ」。マクロとは何なのか、どんな仕組みなの
Excel効率アップ術
かを学びます。基礎的な内容を学びたい方向けの入門講座です。
機械設計／機械製図の生産性の向上をめざして、効率化、適正
3次元ツールを活用した
化、最適化（改善）に向けた設計プロセスやチーム設計の考え方、
機械設計実習
仕様のまとめ方について構造設計から詳細設計に至る技術を習
得します。
イラストや写真を盛り込んだ資料は、PowerPointを使うと簡単に
PowerPointでらくらくチラシ作成 作成できます。マウス操作と文字入力ができればＯＫ。旅行プラン
の案内チラシを作成してみましょう。
ＩＥ手法を習得して無駄を徹底的に排除し、効率的な作業でコスト
ＩＥ基礎コース研修
ダウンが実現できる方法を学び、生産性向上に貢献する人材の
育成を目指します。若手社員の意識改革を行いましょう！
社会人の基礎知識「コスト感覚」「モノ・お金の流れ」が分かるチャ
日商簿記初級
レンジ講座。これから学びたい、昔資格を取得したけど自信がな
資格チャレンジ講座
い、資格が欲しい、そんな方に向けて短期集中講座を開講いたし
はじめての簿記【全6回】
ます。
Word活用術 差し込み印刷
&Excelとの連携ワザ

お問い合わせ先
発行元

①岡山県知財総合支援窓口
③つやま産業支援センター
⑤津山商工会議所

℡086-286-9711
℡0868-24-0740
℡0868-22-3141

10：30～15：30
【お昼休憩有】

9：00～16：00

会

場

問

アルネ・津山4階
⑥
地域交流センター

津山市役所
東庁舎1階
Ｅ101会議室

②

③

㈬18：00～20：00 アルネ・津山4階
⑥
㈯10：15～12：15 地域交流センター

②ポリテクセンター岡山
℡086-246-2530
④岡山県産業振興財団
℡086-286-9661
⑥津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232

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） TEL:0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp

