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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。

１．「ANDLIFE」ショールーム開設のお知らせ
２．津山まちなかカレッジからのご案内
３．MADE IN TSUYAMA 出展のおしらせ
４．第２２回 関西機械要素技術展のおしらせ
５．役に立つイベントのご案内

新ブランド「ANDLIFE」 ショールーム開設
～暮らしを演出する家具や雑貨～
つやま産業支援センターを中心に様々な
分野で「TSUYAMA STYLE」という付加価
値をものづくりに落とし込み、世界に発信し
ようというプロジェクトが始まったのは今か
ら2年前。
「家具などを通じて若者が津山に住みたく
なるようなライフスタイルをアピールしたい」
そんな想いを持った市内の木工・建材・鉄
鋼業の若手経営者や市民有志がプロジェ
クトに参加し、先月24日にショールームが
オープンしました。
「地方のイケてるライフスタイル」をコンセ
プトに、各企業のコラボ製品をメインにした
ダイニングセット、ローテーブル、アイランド
キッチン、ソファー、壁掛け棚、オリジナルト
ートバッグやルームミラーなど雑貨を含め
ると約40点を展示しています。

「ANDLIFE」は学びや遊びの場を通して
衣食住に関する製品、地方でも楽しく豊か
に暮らせる生き方を提案するのが狙い。
今後、ものづくりのワークショップなども開
く予定。将来的には衣料品や食器など製
品の幅を広げていきながらカフェやキャン
プ場の開設なども視野に入れています。
是非、津山のイケてるライフスタイルを体
感してみてください。
※ショールーム情報
開店：毎週日曜日午前11時～午後5時
所在地：津山市東新町2 すえひろビル2階
問合せ先： ㈲松永建材店 ℡：0868-28-1234

E-mail:contact@andlifejapan.com
URL:https://www.andlifejapan.com/

まちカレの「まちライブラリー」をご存じですか？
皆様のおススメ本の寄贈によって、約180冊ものさまざまな本が集まっています。
講座は時間が合わなくて参加できなくても、悩んだ時に出逢えた本がきっと自分磨きに役立ちます。
「いつでも学べる！」それが、まちライブラリーです。

①地域交流センター内では自由に本を
ご覧いただけます。（飲食可）
②本を借りる際には会員登録が必要です。
（無料）
③お一人3冊まで貸出可能です。（2週間）
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なぜか好かれる人の話し方
たった1日で声まで良くなる話し方の教科書
1日5分でミスをしない! ちょっとしたコツ事典
人生が100倍オモシロクなる仏の教え
多動力
東川スタイル 人口8000人のまちが共創する未来の価値基準
まんがでわかる D・ｶｰﾈｷﾞｰの「人を動かす」「道は開ける」1～3
Excel 最強の教科書[完全版]
大人なら知っておきたいモノの言い方サクッとノート
たった1秒の最強スキル パソコン仕事が10倍速くなる80の方法

講座Pickup!

場
所

アルネ・津山4階
地域交流センター

Excelで数字・データを分かりやすく見せる視覚化機能
条件付き書式（ルールの管理・データバー・カラースケール・アイコンセット・強調表示ルール）スパーク
ライン・クイック分析などの数値の傾向を視覚的に捉え、見やすい資料を作成するスキルを学びます。
10:30～13:00

10/19

まちライブラリー 貸出ランキング

【受講料】1,500円

【定員】5名

分ると便利・実務で活躍！ Excel お役立ち関数
～講座で取扱う主なサンプル書類～
・販売記録一覧データ（記録の羅列から、特定の商品の合計の算出など）
・タイムカードからの給与計算（日付の取扱い・時間の計算、時間数から給与計算）
・出張旅費清算書（距離・役職に応じた手当・日当支給/ 出発・到着地から距離の計算など
上記のような、実務で扱う書類をもとに関数を学びます。
10:30～15:30
【受講料】1,500円
【定員】5名
※ 定員になり次第締切となります。
（休憩1ｈ）

Events

～イベント～

●夢が叶うライフプラン作成法
●骨格診断＆スタイルアップのファッションアドバイス
●印象度UP！ステキな女性の眉メイク
●私のやる気スイッチON!セルフコントロール術
●悩んだ時のための「私のトリセツ」づくり
●「つやまエリアで働く」お仕事インフォメーション
※各イベントにより時間が異なります

講座詳細・予約・その他お問合せ

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

９月２５日（水）から１０月７日（月）まで
「MADE IN TSUYAMA」がとっとり・おかやま新橋
館に出展します。
笏本縫製のオリジナルネクタイ、内田縫製のジーン
ズとカバーオール、ワンピース、末田工業所のバッグ
を出展します。
津山の高度な技術・品質を首都圏の方に直接手に
とっていただき、ものづくりのまち津山をＰＲいたし
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。

関西機械要素技術展に出展します！！
１０月２日（水）から４日（金）までの３日間、
インテックス大阪（大阪市住之江区）で行われる
「第２２回 関西機械要素技術展」に津山ステンレ
ス・メタルクラスターが出展します。
関西機械要素技術展（M-Tech関西）は、軸受・
ベアリング・ねじ・ばねなどの機械要素や、金属・
樹脂に関する加工技術を一堂に集めた西日本最大級
※１の専門技術展です。
また当日会場では基調講演や特別講演など25のセ
ミナーが行われます。ぜひご来場ください。
なお、当展示会への招待券をお持ちでない方が
（必要な枚数に足りない方）がおられましたら、当
センター事務局まで必要枚数をご連絡ください。
※１ 今回の出展数 1,350社（過去最多）
※２ 前回の総来場数42,000人

つやま産業支援センターでは、津山市内
企業を対象に県外での展示会出展の支援を
しています。出展をご検討の際は当セン
ター事務局までご相談ください。

昨年の様子

津山商工会議所

商工会

よろず

毎週月・火曜日
13:00～20:00

経営相談会

お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

９～１０月
日 付

9月

Excelで数字・データを
分かりやすく見せる
視覚化機能

18㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

5~12月の第２木曜日
10:00～16:00

毎月第３水曜日 10:00～15:00
※今年度から月1回の実施

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

概

要

時 間

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 10：30～13：00
覚化してみましょう。
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。

今後新たな分野での進展が期待される難削材に対応した加工技
切削加工技術セミナーⅠ
術高度化支援事業として専門セミナーや実践的な加工実習講座
18㈬
「切削工具から見た生産性向上」 を企画・開催しています。今回は切削加工における重要な要素で
ある切削工具についてセミナーを企画しました。

20㈮

1㈫
2㈬

5㈯

12㈯
19㈯
26㈯

10月

つやま産業支援センター

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名 等

18㈬

作州津山商工会

会

場

問

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

②

13：00～16：20

中国職業能力
開発大学校

③

行頭や右端を揃えたい、図形を自由次配置したい、ちょっとしたこ
となのに無駄に時間を費やしてしまう事はありませんか？Wordを
テクノサポート岡山
④
早ワザ・裏ワザ Wordで効率UP
13：30～16：30
正しく理解し、短時間で効率よく美しい文書を作成する技を学びま
コンピュータ研修室
しょう。

三次元測定技術【全2回】

機械・精密測定／機械検査の生産性向上をめざして、効率化、最
適化（改善）に向けた測定実習を通し、三次元測定機による測定
結果のばらつきの要因を理解し、測定結果の信頼性を判断できる 9：30～16：30
能力と、生産活動に見合った測定品質（測定点数や測定位置な
ど）の改善に関する技能・技術を習得します。

ポリテクセンター
岡山

⑤

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

津山工業
高等専門学校
情報演習室C

⑥

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

⑤

工程管理／技術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ヒューマンエラーの発生
9：30～16：30
要因の分析及び防止の実践的な手法を体得し生産性の向上を図
ると共に実践的な生産管理が行える能力を習得します。

ポリテクセンター
岡山

⑤

全ての女性へ自分らしく輝くための体験・セミナー・役立つ情報の
発信を行う年1回のまちカレイベントです。仕事、自分磨き、家族
Smile Woman Lab. vol.2
10：30～15：30
のこと。毎日頑張っている女性のために、ＦＰやファッションアドバ
イス、自分のトリセツなど色々なコーナーを開催します。
これから3D CADの利用を検討されている方から、もう一度基礎を
学び直したい等を対象に3Dモデリングの基礎、アセンブリ作成、
3D CAD利用基礎研修【全3回】
9：00～15：00
鋳造品のモデリングの実習を行います。
（当日は津山高専学生2名の補助付き）

16㈬
17㈭
18㈮

機械設計のための総合力学
【全3回】

16㈬
23㈬

製造現場における
ヒューマンエラー対策と
実践的技法【全2回】

16㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

19㈯

Excel お役立ち関数

機械設計／機械製図の新たな品質及び製品の創造をめざして、
高付加価値化に向けた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・歯車）など詳細設計に必要な力学の全
般を習得します。

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

②

普段、簡単な関数は使っているけれど、もっと便利な関数を使い
こなしたい！仕事で役立つ関数をがっちり学べる講座です。

10：30～15：30
（昼休憩あり）

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

津山市役所
東庁舎
E101会議室

⑥

ポリテクセンター
岡山
金属実習場

⑥

QC手法を習得することによって製造現場で発生している問題や
現象を定量的に分析し、効果的な対策案を講じる事が出来る人
9：00～16：00
財を育成します。
溶接加工の現場力強化を目指して現在の習熟度を確認し、その
津山ステンレス・メタルクラスター会員
26㈯ 津山高専技術交流プラザ会員限定 結果に基づいたTIG溶接作業の実習等を通じて、技能高度化に向
9：30～16：30
11/2㈯
けた適正な溶接施工に関する技能と実際に起こり得る品質上の
TIG溶接技能研修【全2回】
問題点の把握及び解決手法を習得します。
26㈯

QC基礎コース研修

お問い合わせ先
発行元

①津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232
③岡山県産業振興財団
℡086-286-9651
⑤ポリテクセンター岡山
℡086-246-2530

②岡山県知財総合支援窓口
④岡山県産業振興財団
⑥つやま産業支援センター

℡086-286-9711
℡086-286-9664
℡0868-24-0740

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

