2019年

１０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．第11回異業種連携プラットフォーム開催のお知らせ
２．津山まちなかカレッジから セミナーのご案内
３．「第12回ふるさとあっ晴れ認定委員会」認定
４．津山市地域雇用創造協議会 発足
５．役に立つイベントのご案内

第11回異業種連携

プラットフォーム開催
異業種連携を活用して新製品開発・課題解決に
挑戦してみませんか

毎回大好評！
特製コーヒーと
スイーツも用意
しています。

■特別講演＆ワークショップ

『「流れ」の改善から思考するイノベーション経営
～モノと人と情報の流れを変えれば、マネジメントが加速する～』
講師：株式会社フローワン

代表取締役

若林

計志

氏

「現場の改善活動が結果に結びつかない」「新商品がなかなか売れない」「不良在庫が減らない」
「イノベーションのアイディアが浮かばない」等、一見バラバラに起こっているように見える問題
は、全て同じ原因から発生しています。本講演会では、ビジネスの「流れ」に注目することで、い
かに本質的問題を発見し改善につなげていくのか、そして画期的なサービス・商品開発につなげて
いくのかをアマゾンを始め、様々な具体的事例を通じてご紹介します。一旦コンセプトを理解いた
だくと、ほぼ業種を問わず応用できるシンプルかつパワフルな思考法です。
プロフィール：岡山市出身。米大学を卒業後、戦場での紛争解決を行う日本紛争予防センターに参画し海外で活動。その後、ビジネ
ス・ブレークスルー
創業直後に入社。日本初の海外オンライン
（経営大学院）の責任者を務め、大前研一教授の「経営戦
略」「イノベーション」の助教などを担当。また新規事業を複数立ち上げ、東証マザーズ上場に大きく貢献。現在はコロンビア大大
学院のフィッシャー博士より認定を受け、交渉術公認トレーナーとして、多くの企業で講師を務める。

■企業交流会 １７：３０～
お申し込み・お問い合わせ先

つやま産業支援センター

TEL:24-0740 FAX:24-0881

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。

新しい企業向け講座がこの秋まちカレでスタート！
11/13㈬～全2回 効率ＵＰで働き方改革・ワークライフバランス実現セミナー
11/25㈪～全3回 採用力向上・人材を活かす経営セミナー

※詳しくは同封のチラシをご覧ください

「まち・しごと・じぶん」かがやく。魅力的な人材・企業がもっと増えると嬉しい。
まちカレでは、考え方やマナー、
技術・スキル・ＰＣといろいろな講
座を開催しています。
アンケートやその後の連絡などか
ら、成果が出ている方となかなか成
果が出ていない方など違いがあるよ
うです。
今回は、まちカレ事務局キャリア
コンサルタントから、結果につなが
る意識の持ち方についてまとめてみ
ました。あなたはどんな気持ちで講
座に参加されますか？

結果が出る VS 結果が出ない
・自分にも関係あるかもと思う

・自分は関係ないと思う

・自らの特徴を分析して学びに行く

・とりあえず学びに行く

・原因は内側にあり改善できると思う

・原因は外にあると思う

・人の言うことを素直に聞く

・人の言うことを素直に聞けない

・学んだことを1つでも実践する

・学んだら「いい話だった」で終わる

・疑問がある

・疑問はない

・知らない事がたくさんあると思う

・自分の知らない事なんてないと思う

※【「まち・しごと・じぶん」かがやく】は、まちカレのロゴ内、キャッチコピーです。

10～11月講座 Pickup!
10/19
（土）

10:30～15:30

アルネ・津山4階
所 地域交流センター
場

Ｅｘｃｅｌお役立ち関数

【受講料】2,000円 【定員】5名 関数の仕組みから理解して応用力を付けよう！

10/28
（月）

19:00～20:30

健康診断で指摘！？「運動不足」解消ヨガ

【受講料】1,000円【定員】15名 健康診断の指摘が気になる方、お仕事帰りにぜひ！

11/2

10:30～13:30

（土）

【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！

PowerPointでらくらくチラシ作成
※ 定員になりしだい締切となります。

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

ＴＩＧ溶接技能研修【全2日間】
初級・中級者（アーク溶接特別教育修了証の所持者レベル）
の方を対象に溶接技能研修を開催します。
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問題点の把握及び解決手法を習
得します。

日時

10/26㈯・11/2㈯

会場

ポリテクセンター岡山 金属実習室

受講料

2,000円/名

申込・お問い合わせ先
つやま産業支援センター
TEL：0868-24-0740 FAX：0868-24-0881

MADE IN
IN TSUYAMAファクトリーブランド
TSUYAMAファクトリーブランド
MADE
「第1２回ふるさとあっ晴れ認定委員会」認定
「第1２回ふるさとあっ晴れ認定委員会」認定
ＪＲ西日本岡山支社では、地域の皆様と連携し、地元の皆様に愛
される、魅力に溢れた「えぇとこ」「えぇもん」「うめぇもん」を掘り起こ
し、岡山・備後エリアへのより多くの方のご来訪と特産品などの販
路拡大を目指す「ふるさとおこしプロジェクト」を展開しております。
10月4日（金曜日）、「挑戦」をテーマに「第12回ふるさと
あっ晴れ認定委員会」が開催されました。各団体による紹
介、商品の試食などを通じた審査の結果、13件の「えぇと
こ」 ・ 「えぇもん」 ・「 うめぇもん 」 が認定さ れ 、MADE IN
TSUYAMAは「えぇもん」に認定されました。

津山市地域雇用創造協議会 発足
津山市地域雇用創造協議会が発足し、 10月1日より事業を開始しました。津山市、津山商工会議所、作州
津山商工会、美作大学、津山工業高等専門学校、津山広域事務組合で組織し、事務局は津山市みらい産業課
内に配置しています。これから2年半の間、ものづくり分野、商業・サービス分野、IT分野を重点におき、以
下の内容で各事業に取り組みます。

取組内容
A 事業所の魅力向上、事業拡大の取り組み
①製造業のための生産性向上セミナー
②事業者の魅力向上のためのプロモーション映像制作セミナー
③効率UPで働き方改革、ワークライフバランス実現セミナー
④採用力向上、人材を活かす経営セミナー
⑤地域農産物加工製品などのデザイン開発による付加価値化伴奏型支援及び好事例・ノウハウの地域内企業への展開
⑥テレワーク導入についての伴奏型支援及び好事例・ノウハウの地域内企業への展開
⑦地域材活用住空間デザインによる高付加価値製品の開発（伴奏支援）と販路開拓及び好事例・ノウハウの地域内への展開
⑧企業ブランディングについての伴奏型支援及び好事例・ノウハウの地域内企業への展開
⑨地域雇用活性化推進事業公開セミナー

B 人材育成の取組み

C 就職促進の取組み

①女性のための就職応援研修会

①情報チャンネルHP/SNS

②ITツール活用基礎研修会

②合同就職セミナー、面接会
③求職者と地域内企業とのマッチング
④自分らしい働き方発見講座（小規模面接会）

期待される効果
①潜在的就業者（子育て世代の女性、高齢者）の顕在化と
育成及び第2新卒者・UIJターン希望者などの就業促進
②地域企業の高付加価値化による売上額・従業員数の増加
生産性向上、自社製品開発・販売等）
③ワークライフバランスの充実・人材を採用するための企
業ブランディング

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

１０～１１月
日 付

10
月

11
月

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
※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

役に立つイベント等のご案内

イ ベ ン ト 名 等

概

要

時 間

会

場

簡単な関数はわかるけど、もっと便利な関数を使いこなしたい！ 10：30～15：30 アルネ・津山4階
という方必見！実務で役立つ関数をまとめてお教えいたします。 （休憩1時間有り） 地域交流センター

問

①

19㈯

Excelお役立ち関数

19㈯

Uターンが稼ぐ創業スクール
「Homing tsuyama」公開講座
世界と共創するものづくり

「世の中にないものをつくる」を合言葉に今では世界中の半導体
生産工場で活躍している搬送ロボットを生み出したローツェ株式
会社。そのローツェ創業者、崎谷文雄氏をお呼びし、世界と共創
するものづくりについてお話頂きます。

13：00～16：00

津山市立図書館
視聴覚室

②

26㈯

QC基礎コース研修

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
財を育成します。

9：00～16：00

津山市役所
東庁舎
E101会議室

②

26㈯

TIG溶接技能研修

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
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
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
問題点の把握及び解決手法を習得します。

ポリテクセンター
岡山
金属実習場

②

28㈪
29㈫
30㈬

旋盤加工技術

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

③

2㈯

PowerPointでチラシを作成してみませんか？PowerPointを使うと
図形やイラスト、写真を沢山盛り込んだチラシや資料を簡単に作
PowerPointでらくらくチラシ作成
成できます。素材集めから完成まで演習をしながら基礎から学び
ましょう。

10：30～13：30

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

9㈯
16㈯

建築図面の生産性の向上をめざし、効率化、適正化、最適化（改
実践建築設計2次元CAD技術
善）に向けた図面作成の実習を通して、建築図面に関する作成技
（JW-CAD)
術を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

③

13㈬

【企業向け】
魅力ある職場実現セミナー①
経営戦略として
ワークライフバランスの実現

ワークライフバランスの実現に取り組まれ津山市の両立支援アド
バイザーとしても活躍している社会保険労務士の中西 由美香氏
にお話していただきます。

14：00～16：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

④

13㈬
14㈭

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

③

13㈬
20㈬

５Sによるムダ取り・
改善の進め方

指導技法の現場力強化及び技能継承をめざして、技能高度化、
診断・予防保全に向けた生産現場で発生する問題の分析・改善
技法及び指導技法を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター
岡山

③

19㈫

普段のメールや書類・手紙とは違う、ビジネスメールマナーを習得
【求職者限定】お仕事に困らない
しましょう。押さえておきたいビジネスメールのポイントを学び、入 14：00～16：00
ビジネスメール術
社後に活躍できるスキルを身に付けましょう。

アルネ・津山4階
地域交流センター

④

20㈬

【企業向け】
働き方改革の真の目的は残業削減や年休消化ではなく、生産性
魅力ある職場実現セミナー② 向上であるというテーマで、生産性向上の手法と実際の事例をご
仕事の生産性向上、効率UP術 紹介頂きます。

14：00～16：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

④

10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

⑤

20㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

お問い合わせ先
発行元

中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。
①津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232
③ポリテクセンター岡山
℡086-246-2530
⑤岡山県知財総合支援窓口
℡086-286-9711

②つやま産業支援センター
④株式会社パソナ岡山

℡0868-24-0740
℡0868-31-3313

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

