
３Ｐ．TSUYAMA FURNITURE 開発進行中！

１Ｐ．第25回つやまロボットコンテスト 開催報告

2021年

１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。

２Ｐ．まちカレ講座・連携講座情報
２Ｐ．岡山デニムライフ展 開催のお知らせ

第２５回つやまロボットコンテスト 開催報告

謹賀新年

12月13日、久米総合文化運動公園体育館で
第２５回つやまロボットコンテスト「狙え！ダ
ンク！（？）バスケットボールロボコン」が行
われました。コロナ禍の中で規模を縮小し、小
中学生の部12チーム・高校一般の部11チーム
の参加により、バスケットボールを模した競技
で得点の多さを競いました。小中学生の部では
最強ゴールドイースト（東小）、高校一般の部
ではロボコンハウス（ロボコンハウス）が優勝
し、幕をとじました。

４Ｐ．役に立つイベント等のご案内
３Ｐ．「コーヒーカン」の制作について

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年も職員一同、企業の皆様に対しまして、一層の支援を心が

ける所存でございます。何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わります

ようお願い申し上げます。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

令和３年1月
つやま産業支援センター 職員一同



定年後のお金についてのセミナーを開催します。年
金の手取りや住宅ローンの繰上返済のタイミング、物
価の上昇や退職金の運用など将来にかかるお金のこと
を学べる必聴のセミナーとなります。

受講料

定 員

講 師

2021年

日 時

場 所

10:30～
12：002月13日(土)

15名

無 料

アルネ・津山４F 地域交流センター

リモート併用講座

12月20日、津山まちなかカレッジにおいて学習塾「てらこや
」と連携し、新聞を教材とした新聞活用講座「みんなde新聞in
まちカレ」を開催し、午前・午後の部で各30名の親子が参加し
ました。
津山まちなかカレッジでは、個人または法人が開催するセミナ

ーや講座、研修等について連携講座を実施しています。連携によ
ってまちカレ教室の使用やＨＰ、各種ＳＮＳへの告知、ＰＲも致
します。「まちカレ」で学びの文化を発信してみませんか。

岡山デニムライフ展 開催

マネー・お金に困らない人生を！

老後のお金の基礎知識
津山市・東京海上日動火災保険株式会社 包括連携協定事業

東京海上日動あんしん生命保険㈱

エグゼクティブライフパートナー

古本 剛士 氏

１月１４日 (木 )～２０日 (水 )まで
「岡山デニムライフ展」が東急ハンズ
新宿店で開催されます。

津山市内事業者からは㈲末田工業所
よりデニムバッグ、岡山田原コンサー
ト㈱よりコート等を出品いたします。
津山の高度な技術や品質を首都圏の消
費者に直接手にとっていただき、もの
づくりのまち津山を直接ＰＲします。

講座詳細・予約・その他お問合せは・・・

https://machikare.jp

E-mail:info@machikare.jpFAX：0868-31-2252
津山まちなかカレッジ事務局

TEL ：0868-31-2232

TAHARA CO 商品は
イメージ図です

つやま産業支援センター主催

「津山圏域若手社員研修」受講生募集

日 時 ： 令和3年3月5日（金）13:00～17:00

場 所 ： 津山市役所東庁舎 E１０１会議室（津山市山北663）

対 象 ： 圏域の事業所に勤務し、勤務年数が3年までの社員

定 員 ： 30名

受講料 ： 1,000円/名 （賛助会員企業は無料）

内 容 ： PDCAサイクルの基礎と目標設定を学びながら、

地域内若手社員の交流促進を図ります。

申込方法：右部QRコードから、またはファクスで申込み

中川 伸夫 氏（ちょうどいい人事 代表）
1976年岡山市出身。
大卒後、50名-500名-3000名と規模の
異なる企業での人事経験を有する。
それぞれの経験を活かした採用支援と
若者のキャリアアップ支援が得意分野。

KOROKU



津山には、優れた技術を有するモノづくり企業が数多くあり
ます。しかし、せっかく作り上げた「良いモノ」であっても、
その価値や魅力を最大限に引き出し、顧客や消費者にアピール
するためには、市場のニーズに合わせたデザインを戦略的に取
り入れていくことが重要といわれています。今年度は、講師に
金谷勉氏をお迎えし、どのように商品開発にデザイン戦略を取り込
んでいけばよいか、これからの地方企業におけるデザイン活用など、
これまでプロデュースされた様々な実例を交えながらお話しいただき
ます。

講師： 有限会社セメントプロデュースデザイン
代表取締役 金谷 勉 氏
講師プロフィール
1999年にデザイン会社「セメントプロデュースデザイン」を設立。
大阪・東京・京都を中心に企業や商業施設、メーカーのグラフィッ
ク、WEB、プロダクトデザインなどを手掛ける。2011年から、全国
各地での商品開発プロジェクト「みんなの地域産業協業活動」を始
め、500を超える工場や職人との情報連携を進める。職人達の技術
を学び、伝える場「コトモノミチ」を東京墨田区と大阪本社ビル1階
にて展開。

12月17日（木）、地域材活用住空間デザインによる高付加価
値製品の開発試作品『TSUYAMA FURNITURE』についての打
合せを津山市役所東庁舎にて実施しました。

この事業は、令和元年10月にスタートした津山市地域雇用創
造協議会の地域雇用活性化推進事業の取組のひとつとして実
施しています。専門家の伴走支援により、杉・桧を用いてデザイ
ン性の高い住空間製品開発を進めています。専門家である京都
工芸繊維大学 山本建太郎名誉教授と、合同会社セイキデザイ
ンスタジオ 石井聖己代表が当事業の参加企業（木製品製造業
者）５社を訪問し、各社が持つ強みと杉や桧の良さを生かした住
空間をデザインしました。

参加企業は昨年から専門家との打合せを重ね、イメージやタ
ーゲット、ディテール等の共通認識を深め、約30点の家具等の
試作を進めています。今回は、その試作品の全体イメージ、ディ
テールの統一感など全員で確認しました。今後は秋頃の完成を
目標とし、開発を続けています。完成後には津山市内にて展示
発表会等を予定しています。

津山市地域雇用創造協議会
〒708-0004 津山市山北663 津山市役所東庁舎1F

Tel：0868-31-7080 E-mail：info@tsuyama-koyou.jp

URL：https://tsuyama-koyou.jp/

この度、津山ステンレスネットの会員企業であり、曲げ加工
や溶接加工を得意とする（株）エステックが江戸時代のコーヒ
ー沸かし器「コーヒーカン」を製造し、城西浪漫館（田町） へ納
入されました。

コーヒーカンとは、容器の中に水とコーヒー粉を入れて下部
から温めて煮だす、当時の西洋のコーヒーメーカーです。日本
に伝わった書物等から、津山藩医である宇田川榕庵がスケッ
チしたものを再現したもの。城西浪漫館ではすでにコーヒーカ
ンを所有していましたが、調理時間を要することから２台目の
導入を検討され、当センターにご相談いただき、金属加工共
同受注グループである津山ステンレスネットでの製作につな
がりました。

12月23日に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され

た城西地区にある城西浪漫館。当時のオランダ人が愛飲して
いた珈琲を、是非ご賞味ください。

日 時 令和3年3月17日（水） 13：30～15：30

開 場 津山鶴山ホテル2Ｆ
参加費 無料 申込先 つやま産業支援センター
TEL：0868-24-0740 FAX：0868-24-0881

E-mail ： info@tsuyama-biz.jp

URL ： https://www.tsuyama-biz.jp/

2/1㈪～
受付開始



発行元 つやま産業支援センター事務局（津山市産業文化部みらい産業課） TEL:0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp

役に立つイベント等のご案内
日 付 イ ベ ン ト 名 等 概 要 時 間 会 場 問

1

月

20㈬
【オンライン】中堅社員として
の価値観とマインドを学ぶ！

中堅社員を対象に視野を広げること、視点を高めること、環境の
変化をとらえること、当社の経営基本方針・信条について、自身の
人生の振り返りをします。

9：30～12：30 - ①

20㈬
【オンライン】中堅社員と
しての仕事の進め方・

マネジメント講座

中堅社員を対象に求められるスキル・能力、求めらえる仕事のス
タイル・能力、これからの仕事のスタイル、伸ばすべき能力につい
て学びます。

13：30～16：30 - ①

20㈬
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

②

25㈪
【オンライン】ゆとり世代・

今どきの若手社員を
「自立型社員」への育成

この研修では、先輩・リーダーの役割を理解するとともに、若手社
員の指導に必要な「コミュニケーション・ビジネスコーチング・褒め
方・しかり方」など若手社員と先輩・リーダー双方の育成方法を身
につけます。

9：30～16：15 - ③

2

月

26㈫
【オンライン】

若手社員のモチベーション
向上、意識改革講座

この研修では、自身の仕事ポリシーを確立するため、会社におけ
る自身の役割認識、自分らしさの再認識、ビジネス環境変化への
視野・視点の拡大を通じ、自身のキャリアデザイン～自己開発プラ
ンをアウトプットします。

9：30～16：15 - ③

28㈭
ECのノウハウを学ぶ！

売上UPセミナー
ECサイトを導入したが販売実績が伸びない、詳しく知りたい、自社
のサイトに課題があるか学びたい方、必見！

18：00～20：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
④

30㈯
今すぐ活かせる

印象アップセミナー

1部では印象アップのマナー、立ち振る舞い、オンライン時での好
印象を持たれるポイントもアドバイスします。2部では魅力・センス
アップのファッション、おしゃれの思考整理から骨格スタイル分析を
学びに合うポイントやルールを学びます。

13：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑤

3㈬
【オンライン研修】

初動対応が最も大切！
クレーム対応力講座

この研修では様々な業種の方を対象に、クレーム対応の基本、お
客様の心情を理解すること、２次クレームに繋がらないために効
果的なクレーム対応を学びます。対話をしながら研修を進めてい
きます。

13：30～16：30 - ③

4㈭
【オンライン研修】
ビジネス文章と

業務効率化の活用術

若手・中堅社員は日報、週報、企画書、提案書、稟議書等ビジネ
ス文書力は必須です。この研修は、「ビジネス文書力」と「業務改
善・効率化」の２つに焦点を絞り、実践的な学習を通して楽しみな
がらレベルアップを図ります。

9：30～16：15 - ③

5㈮
【オンライン研修】

新人OJTリーダー強化研修

この研修では主に新人指導担当者を対象に、新人への指示の出
し方、扱い方、仕事の教え方、接し方について様々な事例を使って
実践的に考察し、大事なノウハウを習得します。

9：30～16：15 - ③

8㈪

【オンライン研修】
若手社員のチームワークと

コミュニケーション力
向上講座

この研修ではチームにおける架け橋として活躍するため、チーム
で発揮すべきフォロワーシップとリーダーシップ、チームワーク力を
構成する能力、チーム活動のベースとなるコミュニケーション力を
高めるポイントを学びます。

9：30～16：15 - ③

9㈫
【オンライン研修】若手社員の

「企画力・提案力・実行力」
向上講座

若手社員の特性上、思っていても声にできない若者が多いのが現
状の中、この研修ではグループディスカッションを中心に、潜在的
な思考力を「企画・提案・実行」へと分かりやすく学びます。

9：30～16：15 - ③

１～２月

お問い合わせ先
①岡山県産業振興財団 ℡086-286-9662 ②岡山県知財総合支援窓口 ℡086-286-9711
③岡山県産業振興財団 ℡086-286-9661 ④つやま産業支援センター ℡0868-24-0740 
⑤津山まちなかカレッジ ℡0868-31-2232

●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

毎週月・火曜日13:00～20:00

●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

企業のプライドは、地域の誇り！ 岡山香川には高い誇りを持って、時代を先取りした取組みで
キラリと輝く企業がいっぱい。地域経済の応援隊、せとうち経済のチカラ プライド。
当センターの取組みが、「せとうち経済のチカラ プライド」で紹介されます。是非、ご覧ください。
※ 放映日：1月17日（日）12:00～12:30 放映局：テレビせとうち「プライド」

つやま産業支援センターからのお知らせ


