2019年

１１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．Homingビジネスプランコンテスト開催のお知らせ
２．津山まちなかカレッジからセミナーのご案内
３．MADE IN TSUYAMA せとうちトレインでJR広告デビュー
４．つやま産業塾 プロフェッショナルコース募集のお知らせ
５．役に立つイベントのご案内

創業スクール「Homing」第２期が９月より始まりました。
毎回異なる講師からスタートアップを事例にアクションプラン
や創業後の事業推進について学んでいます。また ピッチ合
戦（アイディアの提案をすること）や自然牧場でのフィールド
ワークなども行い、活発な意見交換が出来るなど内容の濃
い時間の中で創業に向けて多くの事を学んでいます。
講師には、レプタイル㈱代表取締役の丸尾氏、ローツェ㈱
取締役相談役の崎谷氏、㈱オールユアーズ代表取締役の
木村氏、㈱ナンバーナイン代表取締役の小林氏、㈲ひよこ
カンパニー代表取締役の小原氏、TURNSプロデューサー堀
口氏を迎え、ビジネスプランのブラッシュアップのために優し
く、ときには厳しくご指導いただいています。
さて、１２月１４日（土）にはリージョンセンター内のペンタホ
ールにてビジネスプランコンテストを開催いたします。ビジネ
スプラン発表者、また発表の観覧者も募集しています。当日
はスペシャルゲストとして、タリーズコーヒージャパン創業者
である松田公太氏の基調講演もございます。受付期間は今
月２２日までです。多数のご応募をお待ちしています。

お申込み/お問合せ
レプタイル株式会社
〒708-0052 津山市田町23 アートインク津山
TEL:0868-35-2405 FAX:0868-24-3055
URL:https://homing-tsuyama.jp
Homingビジネスプランコンテスト2019
ウェブサイトはこちら ☞ ☞ ☞

今 必要なのは「採用力」
～売り手市場で人材を確保するために～
人手不足の労働市場の中で、人材確保に問題を抱えている事業所は多く存在します。こういった状況は「採用
管理」や「定着管理」のマネジメントが十分でなかったことが原因であると分析されています。しかしそれだけ
でなく、従業員の働く「就労条件」自体に改善や工夫の余地がないかどうか考えてみることが重要です。さらに
この問題を突き詰めていくと、企業の「理念・価値観」の問題まで行き着きます。
つまり「採用管理」
「定着管理」「就労条
件」という要の素根底
には、企業の「経営理
念」や「組織文化」と
いうものがあり、それ
が職場の働きやすさ・
働きがい、あるいは企
業の採用力・人材の定
着に繋がっていると考
えられます。貴社の人
材確保についてはいか
がでしょうか？人材の
定着を確実にするため
に出来ることから始め
てみましょう。
そこで今月は採用力
向上のためのセミナー
を開催します。

引用：厚生労働省 平成29年度【人材確保に「効く」事例集】2018.3

採用力向上・人材を活かす経営セミナー

【無料】全3回：各回のみの参加も可能

11/25（月）IotとAIで生産性向上
「IT活用でこんなに楽になる！国の制度でわが社もしっかりIT化！」
12/ 2 （月）社内のコミュニケーション力、組織力向上「社員の満足度を高めよう！」
12/ 9 （月）人材を活かす経営
「多様な人材が活躍する企業づくりとは」

11～12月講座 Pickup!

場 アルネ・津山4階
所 地域交流センター

講座の詳細や予約
その他お問い合わせはこちら
津山まちなかカレッジ事務局

11/25
（月）

19:00～20:30

姿勢改善ヨガ

https : //machikare.jp

【受講料】1,000円【定員】15名 長時間固定された姿勢により体調不良の方へ

E-mail : info@machikare.jp
TEL：0868-31-2232 FAX:0868-31-2252

12/11
（水）

10:30～12:30

差し込み印刷＆Excel連携

【受講料】1,500円【定員】5名 ExcelとWordの組み合わせで業務効率UP!

※ 定員になりしだい締切となります。

第11回異業種連携プラットフォーム開催

11 21

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

2019年
月
日(木) 16：00～18：30
【会場】津山市総合福祉会館４階 大会議室（津山市山北520）
【対象】圏域の経営者等の方 【定員】100名 【参加料】1,000円
■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～』
■企業交流会

【講 師】

株式会社フローワン
代表取締役 若林 計志 氏

【講師プロフィール】
岡山市出身。米・オルブライト大学卒業後、日本紛争予防センターに
参画し海外で活動。その後BBTに入社し、日本初の海外オンライン
MBAカリキュラムの立ち上げ、大前健一教授の助教、最年少マネー
ジャーを経て統括責任者を務める。現在は㈱フローワンを立ち上げ、
コロンビア大学院の博士の認定を受け、交渉術公認トレーナーとして
企業向けに多数の研修を行っている。

今年10月に第12回ふるさとあっ晴れ認定委員会
の「えぇもん」に認定されたことにより、今月下旬よ
りJR西日本の赤穂線（播州赤穂～岡山）を走るラッ
ピング列車『SETOUCHI TRAIN（せとうちトレイ
ン）』の中刷り広告に 「MADE IN TSUYAMA」が
掲示されることになりました。JR赤穂線をご利用さ
れる際は是非、中吊り広告にご注目ください。
「SETOUCHI TRAIN」はJR西日本岡山支社
が現在取り組んでいる、岡山・備後エリアならでは
の「いいもの」を探し、さまざまな活動を通して全国
にその魅力を発信する「ふるさとおこしプロジェク
ト」の一環として誕生しました。使用車両の外観デ
ザインは、「マリメッコ」や「ムーミン」のデザインを手
がけるなど世界で活躍する、テキスタイルデザイナ
ー 鈴木マサル氏によるものです。

地域の高い技術を生かしてブランド化し、全国に発信する
「MADE IN TSUYAMA」プロジェクト
※画像はイメージです。

第２２回改善活動発表大会 聴講参加者募集

毎年開催している津山市人づくり事業つやま産業塾プロ
フェッショナルコースが来年２月から開講します。今年は
題して、「大変革の時代に求められるリーダーの素質～最
先端心理学から学ぶリーダシップとマネジメントのありか
た～」。人口減少、高齢化、後継者問題、人手(人財)不足、
働き方改革等々、日本は大きな曲がり角に立って大変革の
時代と言われています。この講座は選択理論を通じて「人
の心の働き」から人間関係の原理原則を学び、リーダーの
求心力、マネジメント力の向上、質の高い組織作りを目指
すことを目的としています。経営者や経営幹部予定の方を
対象に全４回の講義になっております。是非、お申し込み
ください。
【日 時】
第1回 「人材育成・組織作りのベース」
2020年2月 7日㈮ 15:00～19:00
第2回 「人と組織を幸せにする選択理論とは何か?」
2月１４日㈮ 15:00～19:00
第3回 「選択理論を人材育成に活かす」
2月２１日㈮ 15:00～19:00
第4回 「実践演習と選択理論の応用分野」
2月２８日㈮ 15:00～19:00
【会 場】
津山市地域交流センター（アルネ・津山4階）
【受講料】
津山市内に在住または在勤の方は15,000円
それ以外の方は20,000円

【講師】
株式会社オーディーエル
代表取締役 堀江 龍一氏

毎年開催されている津山圏域改善活動委員会が行っている
改善活動発表大会が12月8日に開催されます。会員企業4社
の改善活動事例発表、そして岡山地区QCサークル大会で銀
賞を受賞した株式会社キョウセイを招待し事例発表して頂き
ます。また株式会社ライフ・アンド・シードの代表取締役 中
野 美加氏をお呼びし、講演して頂きます。
ぜひ聴講にご参加いただき、自社の改善の参考に、また人
材育成のヒントを得てみてはいかがでしょうか。
【日 時】 １2月８日(日)９:00～1２:00
【会 場】グリーンヒルズ津山リージョンセンター
ペンタホール(津山市大田920）
【参加料】無料
【内 容】
〈事例発表〉新晃空調工業㈱、東芝キヤリア㈱
パナソニック㈱、㈱デンソー勝山
〈招待事例発表〉㈱キョウセイ
〈講 演〉㈱ライフ・アンド・シード 代表取締役 中野 美加氏
『スシローを変えた伝説のトレーナー直伝
～「こんなの無理！」を「楽しい・やりがい・
充実感」にする3つの秘訣～』

【講 師】中野 美加 氏
株式会社ライフ・アンド・シード 代表取締役
組織改革ファシリテーター・人材育成コンサルタント

第２４回つやまロボットコンテスト国際大会 観覧者募集
12月15日(日)に津山総合体育館にて午前10：00より、津山市制施行90周年記念事業「第24回つやまロボットコ
ンテスト国際大会」が開催されます。今秋の日本はラグビーワールドカップ2019が開催され、大いに盛り上がりま
した。そして今年のロボコン大会のテーマもラグビーです！
今年は、小中学校の部は24チーム、高校一般の部からはタイとシンガポールの海
外2チームを含む19チームが出場予定です。今回も熱きロボットバトルが期待されま
す。また、高専ロボコン2019に出場した津山高専チームのデモイベントも行われま
す。当日は入場無料です。お誘いあわせのうえ、チームの応援・観戦にぜひお越し
ください！

津山商工会議所
毎週月・火曜日
13:00～20:00

商工会

よろず
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

１１～１２月
日 付

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
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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
【求職者向け】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

①

20㈬

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
【企業向け】
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

①

10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

②

岡山
ロイヤルホテル

③

20㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

20㈬

若者に魅力発信を！
時代にあったIT活用
による企業PR術

21㈭
11
月

中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。

このセミナーではSNSの有効活用により自社の魅力をアピールし、
信頼観を与えられるようなより効果的な「PR術」を学んでいただき、 13：00～16：00
時代に合った魅力発信術をご提案します。

IoTを実際に会社へ導入するとしたら何からすればいいのか？今
IoTをビジネスに活用する方法
回はIoTに関する様々な事例を通し、製造業におけるIoTについて
製造編（応用・実践）
実際にIoTのツールを体験しながら学びます。

9：30～16：15

テクノサポート岡山

④

25㈪

【企業向け】
IoTとAIで生産性向上

長年システム開発の現場に携わってきた経験から中小企業に対
して補助金申請やIT利活用についての支援、情報セキュリティの
側面からIoTやAIを活用した経営支援などを手掛けている講師か
ら、国の制度の利用などIT化の活用方法を学びましょう。

14：00～16：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

26㈫

【求職者向け】
自分に合った仕事を考える

家庭と仕事の両立に悩んだ末に退職した経験や、国の支援機関
でのコンサルタント経験を活かし、地元の中小企業を支援するた
めワークライフバランスの普及・推進に努めている現役講師から
両立について、仕事について学びます。

13：00～16：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

9：30～16：15

テクノサポート岡山

④

27㈬

【求職者向け】
Wordが好きになる基礎講座

就職に有利な基礎講座から実務に活かすための効率UP術など、
わかりやすい指導で人気のまちカレ専属講師によるパソコン講座
14：00～16：00
です。Wordのクセを克服してきれいな文書を作るコツを身に付け
ましょう。

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

2㈪

【企業向け】
社内のコミュニケーション力、
組織力向上

アンガーマネジメントやコミュニケーションスキルを連動させたメン
アルネ・津山4階
タルケアの提案を得意とし、全国各地で研修や講演を行っている 14：00～16：00.
地域交流センター
講師に、社内で使えるコミュニケーション力を学びます。

①

2㈪

自社でできる「働き方改革」
実現のためのヒント

5㈭

【求職者向け】
職場でのExcelルールと基礎

26㈫

12
月

作州津山商工会

この研修では、自身の仕事ポリシーを確立するため、自身の役割
若手社員のモチベーション向上、
認識、自分らしさ、環境変化への視野・視点の拡大を通じて自身
意識改革講座
のキャリアデザインから自己開発プランをアウトプットします。

お問い合わせ先
発行元

ここでは「働き方改革」の取り組む企業に対し、ワークショップの実
施と、「働き方改革」を先進的に取り組む企業との交流を行います。
13：30～16：30
自社の「働き方改革」を実現するためのヒントを見つけてみましょ
う。
就職に有利な基礎講座から実務に活かすための効率UP術など、
わかりやすい指導で人気のまちカレ専属講師によるパソコン講座
14：00～16：00
です。Excelが苦手でも大丈夫、仕事でつかえるコツを身に付けよ
う。
①株式会社パソナ岡山
③岡山県産業振興財団
⑤岡山県産業振興財団

℡0868-31-3313
℡086-286-9011
℡086-286-9626

②岡山県知財総合支援窓口
④岡山県産業振興財団

津山鶴山ホテル
桜の間

⑤

アルネ・津山4階
地域交流センタ

①

℡086-286-9711
℡086-286-9661

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

