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つやま産業支援センター 統括マネージャー就任

統括マネージャーの廣瀬 吉嗣です。三代目と
いうことで、先代同様よろしくお願いいたします。

私は理系の研究者として富士ゼロックスの研究
所から職をスタートしました。設計、開発、生産、販
売とほとんどの業務に携わると共に、モノ作りから
ソリューション、サービスといった事業、新たな価値
を創造するオープンイノベーションや新規事業の
企画、開発、それを育てるインキュベーション活動
を推進、直近ではヘルスケア分野において事業
部長として経営にも携わって参りました。

これらの経験で私が一番学び、身に着けたこと
は経営者としてのスキルも然ることながら、それに
関わる人々や地域の生活環境、歴史や文化と背
景等を深く理解し、そこから課題や問題を察知し、
洞察することが何よりも重要であるということです。
そのため2ヶ月前から津山に住み、生活し、働き、
企業を巡り、御祭りに参加し、津山の土地を、津山
の人々を、津山の環境を、津山の企業を、そして
津山の経営者を知るため走り回りました。

そこでおぼろげながら分かったことが三つありま
す。一つは津山は非常に住みやすくそして人々も
シャイなところはあるが、外者も受け入れる懐の深
さがあるということです。企業も人手が足りないくら
い仕事があり、色々あるが今は幸せなのだろうと感
じました。二つ目には相反し人口の減少に歯止め
がかからない現実に直面していることで、それは
商店街を歩けば一目瞭然です。

統括マネージャー
ひ ろ せ よ し つ ぐ

廣瀬 吉嗣

子供たちに、今の幸せのバトンを渡せるのか？
そう考えると、やるしかない！待ったなし！そう
感じました。ではどうすればよいか？それが三
つ目の発見で、津山には新たな産業を興すた
めの資源がゴロゴロと転がっていることが分かり
ました。

センターも力を入れてきた製造業の集積と成長
と始めとして、農業や林業、安心安全な環境、
美作大学、津山高専に代表される教育、それを
生み出した歴史や文化、それらの資源を最大
限に生かして、『～天の時、地の利、人の和～』
を基本理念に、『津山らしい産業の創出と雇用
の創造』をビジョンに掲げ、実現に向けて改革
意識の高い人財と共に実行したいと考えます。

この御縁を大切に情熱と冷静の両面で津山の
再興に取り組んで参りますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

令和元年12月1日、つやま産業支援センターに統括マネージャーが就任いたしました。



津山まちなかカレッジおすすめ講座

Excelスキルをブラッシュアップ！

数字・データを分かりやすく
見せるExcelの視覚化機能

アルネ・津山４F 津山市立図書館

10：30
▼

13：0012月18日(水)
1,500円 5名

日 時

受講料場 所 定 員

Ｅｘｃｅｌにはグラフ機能以外にも見やすくするための機
能があります。セルの中に棒グラフや折れ線を入れる、
アイコンを表示させる等。特定条件の場合にセルの色付
けができる条件付き書式も学び、見やすい資料作りを演
習しながら身に付けましょう！

分かると便利・実務で活躍！

Excelお役立ち関数
基本的な関数から一歩進んで応用力を身に付ける！

アルネ・津山４F 地域交流センター

10：30
▼

15：301月15日(水)
2,000円 5名

日 時

受講料場 所 定 員

関数の考え方やExcelの仕組みの裏側など、主に業務に役
立つ資料を作りながら応用力を身に付ける講座です。

●申込者数管理表：条件ごとの集計など
●販売記録一覧：特定の商品の合計算出など
●タイムカードからの給与計算、日付の取扱い・時間計算、

時間数から給与計算
●出張旅費清算書：距離等に応じた手当支給など

実は簡単！初めてのマクロ

Excel効率UP術
マクロ機能を使って作業の自動化にチャレンジ！

13：30
▼

15：301月22日(水)
2,000円 20名

日 時

受講料場 所 定 員

「マクロってなんとなく難しそう」と感じている方向けに処理
を自動で行ってくれる便利な「マクロ」の基本と仕組みを理
解できる講座です。

プログラミングが出来なくても大丈夫。関数から次のステ
ップへ進めるチャンスです！

※上級者向けの複雑なプログラミングは行いません。

アルネ・津山４F 地域交流センター

講 師

講 師

講 師

株式会社パソナ岡山
OA専任講師

株式会社パソナ岡山
OA専任講師

株式会社パソナ岡山
OA専任講師

株式会社能作
代表取締役 能作 克治氏

津山市人づくり事業市民公開講座を令和２年２月１日㈯に開催いたします。
今回は世界が注目する鋳物メーカー、株式会社能作の代表取締役である能作 克治氏
をお招きし、講演いただきます。

斬新なデザインと高い技術力で、生活雑貨や照明器具、医療器具など分野を超えた
様々な商品を展開する能作。下請け町工場を世界の「NOUSAKU」に変貌させた能作
流ものづくり、そして地域と共生する取り組みについてお話いただきます。

【日 時】 令和２年２月１日（土） １４：００～１６：００
【会 場】 ザ・シロヤマテラス津山別邸

2F コンベンションホール鶴山
【定 員】 １００名 【受講料】 無料
【申込先】 津山市人づくり事業運営委員会事務局

TEL : 0868-24-0740 FAX : 0868-24-0881
E-mail : info@tsuyama-biz.jp



第２２回改善活動発表大会

毎年開催されている改善活動発表大会が12月8日
㈰グリーンヒルズ 津山リージョンセンターで開催さ
れました。約200名が参加し、津山圏域改善活動委
員会の会員企業の中から4社が事例発表を行いまし
た。

また岡山地区QCサークル大会で銀賞を受賞され
た㈱キョウセイにも発表していただきました。同社
は「障がい者が社会人として当たり前に働くこと」
を事業理念に、「みどりの活動」と名付けた小集団
活動について発表しました。

基調講演ではスシローを変えた伝説のトレーナー
直伝、中野 美加氏（人材開発トレーナー・組織改革
コンサルタント）より『～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～』と
題してご講演いただきました。

津山圏域改善活動委員会は、毎年このように発表
大会を開催し、一年間職場の改善に切磋琢磨した事
例を発表しています。

11月21日㈭、津山総合福祉会館にて第11回異業種
連携プラットフォームを開催いたしました。70名を超え
る多数の地域の企業にご参加いただき、盛況に開催し
ました。

講師に株式会社フローワン 代表取締役の若林 計志
氏をお招きし、『「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～』をテーマにご講演いただきました。
その後、企業や支援機関、金融機関の方々による交
流も大いに盛り上がりました。

今回、お越しになれなかった方も次回の開催にはお
会いできることを楽しみにしております。

第１１回異業種連携プラットフォーム

報 告



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

12

月

14㈯
Homingビジネスプラン

コンテスト2019

津山・美作地域で挑戦する創業希望者・第二創業者や、起
業家精神を持った学生、地域課題解決をするコミュニティビ
ジネスで起業を目指す方の発掘、支援を目的としたビジネス
プランコンテストです。基調講演にタリーズコーヒージャパン
創業者の松田 公太氏をお招きし、講演していただきます。

13：30～
グリーンヒルズ津山
リージョンセンター

ペンタホール
①

17㈫
【求職者向け】印象力UP

コミュニケション力UP

元シンガポール航空客室乗務員であり、自動車会社、宝石
卸商を経て、現在は企業や個人向けに独自で考案したマ
ナー研修や講演を行う講師より、面接でも効果抜群な印象
力・コミュニケーション力を学びます。

13:00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

②

18㈬
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

③

18㈬
Excel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には「グラフ」だと思いがち。ところ
がExcelにはグラフ以外にも数字の視覚的効果を上げる新し
い機能がどんどん増えています。そんな新機能を使って、数
値を見せる技を学びましょう。

10：30～13：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

②

19㈭
地域の中小・零細企業

経営者に、今、必要なこと

モルツウェル㈱の代表取締役 野津 積氏をお招きし、なぜ今、
中小企業の経営者・後継者の力こそ必要なのか、中小企業
のこれからに必要な事についてお話いただきます。

18：00～20：30
ザ・ヒルズハウス

津山
④

1

月

15㈬
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

③

15㈬ 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、もっと便利な関数があるはず！
もっと関数を使いこなしたい！と思っている方に、お仕事で
役立つ関数をまとめて学べる講座です。

10：30～15：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

②

16㈭
表面粗さと形状偏差の

精密測定技術研修

精密測定機器の理解と測定技能の向上を図り、製品精度の
向上と品質保証の向上に取り組み、一層のレベルアップを
図りたい方を対象に研修を開催します。

9：30～16：30 テクノサポート岡山 ⑤

16㈭
17㈮

TIG溶接技能クリニック

溶接加工の現場力強化をめざして、現在の習熟度を確認し、
その結果に基づいたTIG溶接作業の各種継手の溶接実習を
通して、技能高度化に向けた適正な溶接施工に関する技能
と実際に起こりうる品質上の問題点の把握及び解決手法を
習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ⑥

22㈬
初めてのマクロ

入門Excel個別指導

「マンツーマンでわからない所だけ学びたい」「仕事先で気に
なっていることを解決したい」など、そんなExcelの悩みに個
別で対応する講座です。※事前に要連絡

13：30～15：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
津山まちなかカレッジ

②

22㈬ よくわかる契約実務セミナー
知っておきたい、改正民法の基礎知識や疑問、対応策を専
門の弁護士がわかりやすく解説します。

14：00～16：00
岡山プラザホテル

「花葉の間」３F
⑦

28㈫
29㈬

製造コストの低減を学ぶ！
「製造現場の実践的な

VE活動の進め方」

この研修ではVE（最小のコストで顧客の要求を確実に満た
すために、経営資源を有効活用する問題解決手法）を正しく
理解し、より効果的に活用するための知識と具体的なテク
ニックを習得します。

9：30～16：15 テクノサポート岡山 ⑤

①レプタイル株式会社 ℡0868-35-2405 ②株式会社パソナ岡山 ℡0868-31-3313
③岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711 ④岡山県中小企業家同友会 ℡086-222-7473
⑤岡山県産業振興財団 ℡086-286-9661 ⑥ポリテクセンター岡山 ℡086-246-2530
⑦岡山県商工会連合会 ℡086-224-4341

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

１２～１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


