
４．役に立つイベントのご案内

１．津山まちなかカレッジからご案内

2019年

８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。

２．つやまエリアオープンファクトリー2019 開催報告

３．Homing tsuyama第2期スクール生募集

ビジネス支援・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。

仕事効率UPのために自ら出来る3つのコト

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・・・

8～9月講座 Pickup! アルネ・津山4階
地域交流センター

場

所

10:30～13:30 PowerPointでらくらくチラシ作成

【受講料】1,500円 【定員】5名 目からうろこ、こんなに簡単にチラシができる！

18:00～20:00 やさしい簿記（全6回：日商簿記初級検定チャレンジ講座）

【受講料】2,000円 【定員】20名 「コスト感覚」「モノ・お金の流れ」が分かる

10:30～12:30 ねこ背・肩こり改善ヨガ

【受講料】1,000円 【定員】15名 長時間のPC・スマホ利用による「IT猫背」改善

8/23
（金）

8/28
（水）

9/9
（月）

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

FAX：0868-31-2252

1：知識・常識UP

•目の前だけではなく幅広い知識を

駆使して機転を利かすことが出来

ると視野が広がり効率UP！

•意外と知らない人が多い経理知識

は社会人の大切な基礎知識です。

その他にもマナーや、アンガーマ

ネジメントなど、普段の必要知識

にプラスすることであなたの視野

がぐんと広がりますよ。

■やさしい簿記

■ビジネスマナー

■アンガーマネジメント

2：OAスキルUP

•パソコン使用時、マウスを使わな

くても99％はキーボードのみで操

作可能。そんな小ワザをお伝えし

ながらWord・Excel・PowerPoint

それぞれの特性と使い方・活かし

方をマスター。まちカレOA講座は

実務重視です！

•受講生からは「もっと早く知って

おけば…」「こんなに簡単だった

なんて」というお声が続出！

■Word基礎・差し込み印刷

■Excel基礎・関数・マクロ・活用

■PowerPoint基礎・チラシ作成

3：健康維持

•疲れが取れない、万年肩こり、そ

れではいくら知識とスキルがあっ

ても、本当の力は発揮できません。

丈夫で健康な身体の仕組みを学び、

仕事に活かせるまちカレ健康講座。

•運動が苦手・面倒くさいと思って

いた受講生の方も「すっきりしま

した！」「家や職場でもやってみ

ます」「これなら続けられる」と

大好評です！

■ねこ背・肩こり改善ヨガ

■代謝アップエクササイズ

■運動不足解消ヨガ

※ 定員になりしだい締切となります。



７月２６㈮～２７㈯の２日間にわたり、つやまエリアオープンファクトリー2019を開催
しました。今年は55か所を会場とし、つやまエリアにある企業や工場、小売店や飲食店な
ど様々な業種の事業所の協力をいただきました。事前に行われたオープンファクトリープ
レイベントを含めると延べ2380名。大盛況の２日間で幕を閉じました。参加いただいた事
業所からも、子どもたちからも「参加して良かった。」という感想を多く頂きました。
未来を担う子供たちに地元の企業の存在やものづくりの現場を知ってもらうためのイベ

ントとして、今後も更に盛り上げて続けていきたいと思います。

2019

AIの話は難しかったけど、
便利だからこれから必要に
なると思った。色々な世界
に触れる事が出来て良い体
験になった。

子どもの時から色々な仕事・会社
を見学し、視野を広げるのはとて
もいいことだと思います。この様
なイベントを企画していただきあ
りがとうございます。

始めは乗り気でなかった娘が
大満足！いずれの会社もとても楽
しく、津山にこんな会社があった
のか…と理解を深め、魅力を感じ
る良い機会となりました。
子どもも大人も楽しく参加できる
他市に誇れる取り組みだと思いま
す。地方再発見！

ステンレスの技術が
すごいことがわかっ
た。鉄の種類を覚え
れた。

全ての企業で従業員みん
なが仲良しだったこと。
仕事なのに挨拶をしてく
れた。

まな板づくりを自分で出来た
ので楽しかったです。

普段見れないものが見れて
知らないことを教えてもらえ
体験出来て、どこへ行っても
良い経験をさせてもらえて嬉
しかった。

木や生き物の事が
良く知ることができました。

将来就きたい会社にもの
づくり体験に行けたので
さらに興味が湧いた。

障がいを持っている子どもた
ちにもしっかり対応してく下
さり感謝しています。

めちゃくちゃ楽しかった！
一生オープンファクトリー
を続けて欲しい。

皆さん優しく、息子の
夢が変わりました。

お酒はお米で作っているの
がわかった。

去年も来たことがあるけど
まだまだ知らない事があり
勉強になりました。

子どもたちが楽しんで回れ
るステンレスネットバスツ
アーで、3社も見学が出来
て１つのモノが出来あがる
所を見られるのが良かった
。

父親の会社を見学出来た
ことがとても良かったで
す。子どもも親がどんな
仕事をしているのか、見
ることが出来て、興味を
持っていました。

顕微鏡で見ないと見えない
部品があってびっくりした。



創業スクール「Homing」とは・・・

創業（第二創業、新事業立ち上げを含む）を希望するUターン者が、それぞれ1,000万円
以上の事業を創出し、津山地域に「稼ぐ」起業家、新規事業を増やすことを目指すスクール
です。

創業スクール「Homing」 第2期スクール生募集中！

第２期
スクール生
募集中！
受講料無料

※日程は変更する可能性があります。

スクール生募集締切：2019年9月2日（月）スクールへのエントリ－はこちら！

【2018年（第1期）の様子】

事業プランをプレゼンテーションメンターとの対話を通じて事業プランを磨くCAMPFIRE家入さんをはじめとした豪華講師陣

スクール開催日程
2019年9月14（土） ・ 21日（土）

10月5日（土）・ 19日（土）・ 26日（土）
11月3日（日）・ 9日（土）・ 16日（土)の8日間

応募資格
津山地域での創業、第二創業、またはすでに事業を営んでおり、
新事業の立ち上げを考えている方など

主催 共催

協賛企業様を募集しています。お問い合わせは、℡0868-35-2405（Homing運営事務局 武川）まで。

応募人数

20名（予定）

参加費

無料



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

役に立つイベント等のご案内

5~12月の第２木曜日
10:00～16:00

お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

津山商工会議所 作州津山商工会

毎週月・火曜日
13:00～20:00

日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 問

８月

23㈮ PowerPointでらくらくチラシ作成
イラストや写真を盛り込んだ資料は、PowerPointを使うと簡単に作
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。

10：30～13：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

24㈯ ＩＥ基礎コース研修
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
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財の
育成を目指します。若手社員の意識改革を行いましょう！

9：00～16：00
津山市役所
東庁舎1階

Ｅ101会議室
②

28㈬
～

9/14
㈯

日商簿記初級
資格チャレンジ講座

はじめての簿記【全6回】

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
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
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
ます。

㈬18：00～20：00
㈯10：15～12：15

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

29㈭
30㈮

オブジェクト指向による組込み
プログラム開発技術

（オープンソース開発環境
＆Java編）

組込みシステム開発・設計の生産性の向上をめざし、効率化、適
正化、最適化（改善）に向けた組込みアプリケーション開発実習を
通して、オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術を習得
します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
③

30㈮ 情報セキュリティセミナー
本セミナーでは、実際にスパムメールのリンクを踏んだらどのよう
な問題が発生するのか。どの様に対策すべきなのか、デモを交え
てわかりやすく説明します。

13：30～16：30
テクノサポート

岡山
大会議室

④

９月

3㈫
4㈬
5㈭

溶接作業改善のための
施工実践

溶接加工の生産性の向上をめざして、溶接作業の最適化（改善）
に向けたアーク現象と機器、溶接冶金現象および溶接力学からア
プローチする各種の演習、実習を通じて、溶接作業改善に必要と
なる技能と技術を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
③

4㈬
11㈬

生産現場で活用する
リーダーシップ手法

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生産現場における事例演習を通し
て、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
プ手法を習得します。

9：30～16：30
ポリテクセンター

岡山
③

5㈭
12㈭
19㈭

知財初心者のための
岡山知財塾（初級編）

知的財産を学ぶ学習ツールとして活用できる動画「もうけの花道」
や知的財産管理技能検定の過去問題など、実践で役立つ教材も
取り入れています。この機会にぜひご参加ください。

13：30～17：00
岡山ロイヤル

ホテル2階
光琳の間

⑤

7㈯
14㈯
21㈯

CAD利用技術教育研修【全3回】
CAD利用技術者試験基礎、2級合格を目指す方、経験者でも改め
て学び直したい方に最適な講座です。

9：00～16：00
2,3日目は15：00

津山工業高等
専門学校

情報演習室Ｃ
②

13㈮ 初心者からのWord基礎講座
「うまく設定できない」「バランスよく仕上げられない」そんな悩みは
ありませんか？Wordの癖をつかんでビジネス文書をきれいに仕上
げてみましょう。

10：30～13：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

14㈯
ビジネスメール＆

Outlookメール基礎講座

書類や手紙とは異なるビジネスメールのポイントを学びます。この
講座では、Outlookを使ってのメール作成から社内・社外へのメー
ルマナーなども学べます。

10：30～12：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

14㈯ 初心者からのExceｌ基礎講座
シンプルな集計表からグラフ作成など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。

13：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

18㈬
実用Excel 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コツとしてグラフ以外にも、数字の視覚
的効果を上げる機能があります。そんな機能を使って、数値を視
覚化してみましょう。

10：30～13：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

①津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232 ②つやま産業支援センター ℡0868-24-0740
③ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530 ④岡山県産業振興財団 ℡086-286-9664
⑤岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9656

お問い合わせ先

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

８～９月

お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

毎月第３水曜日 10:00～15:00

つやま産業支援センター

※今年度から月1回の実施よろず
商工会

経営相談会


