
つやま産業塾報告他

つやまエリアオープンファクトリー2021参加企業募集

役に立つイベント等のご案内

2021年

２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。

まちカレ講座情報、ファクトリーブランドフェアー2021（新橋館）
市民公開講座開催のお知らせ、Homing開催報告

参加企業
募集！

TOF
つやまエリアオープンファクトリーは、津山地域の企業・工場を一斉公開することで、地域のモノづくりや企業の魅力を

小中高校生等を中心に地域内外の多くの方に知ってもらい、体験していただくイベントです。このイベントを開催すること
で将来的な企業への就業促進、企業内の人材育成、そして地元企業・製品のファンづくりにも繋げるものです。

TOF
2021

開催概要
開催日 2021年8月20日（金）～21日（土） 9時～16時（各企業・工場により見学時間等は設定できます）

参加者事前予約受付開始日時 同年8月2日（月）午前11時（予定）
説明会 2021年7月14日（水）（予定）
会 場 津山市､鏡野町､勝央町､奈義町､久米南町､美咲町の事業者の工場・社屋等
内 容 ①各企業、工場による製造現場等の公開、ものづくり体験等のイベント

②企業グループ、公的機関等による地域産業等のＰＲ、体験イベント
③スタンプラリー

見学者 工場見学・ものづくり体験を実施しようとする個人（メインの対象者は大学生以下）
なお、小学生以下は保護者の付添が必要

その他 当日は路線バスの無料乗車等の交通サポートを行う予定

募集内容
募集数 60社程度

津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町に本社、事業所を置く事業者等
参加費 1万円／社（つやま産業支援センター賛助会員、公的機関は無料）
申込締切 2021年4月30日（金）
参加方法 「事前予約」、「時間制」、「フリー」から選択

見学時間は３０分～４５分を推奨します（他会場への移動時間、子どもの集中力などを考慮）
参加条件 延べ半日以上現場を公開できること

事前説明会の参加、ガイドブック等の作成、成果報告等の運営全般に協力できること
申込方法

つやま産業支援センターに備え付けの参加申込書（ホームページからもダウンロード可）をつやま産業支援
センターにFAXまたはE-mailにてお申し込みください。

お申し込み・お問い合わせ先 つやま産業支援センター TEL24-0740 FAX24-0881 E-mail info@tsuyama-biz.jp

※事業の実施は、岡山県及び津山市の各議会による令和３年度当初予算の可決により確定します。



岡山・香川で活動・活躍する企業や団体の取り組みを取材
するテレビ番組「プライド せとうち経済のチカラ」にて当センタ
ーの企業支援の取組をご紹介いただきました。ご視聴いただ
きました皆様から沢山の反響をいただきました。これからも精
進して参ります。今後ともよろしくお願いいたします。
また、撮影にご協力頂いた企業様に感謝申し上げます。

昨夏から始まった『つやま産業塾 経営能力開発講座』。
全プログラムが１月１５日(金)に無事修了しました。素晴ら
しいゲスト講師陣、熱心な受講者の皆様には厚く御礼申し
上げます！

最終回では、それぞれのプログラムから感じた思いや考
えを整理し、成果発表を行いました。日常の立場やポジシ
ョンから離れ、個人の「内発的動機（衝動）」についてアウ
トプットすることで、塾生同士の情報共有も行われました。

コロナ禍での開催でしたが、これからも人と人のつなが
りを大切にしていきたいと考えております。

今後も、皆様のご期待に沿えるようなプログラムを展開
して参りますので、来期もよろしくお願いします(^-^)

次回第25期の募集開始は、4月頃を予定しています。

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。

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/

チラシ裏面に
記入の上、

ＦＡＸまたはＨＰ
から申込み

地域×技術×デザイン 小さな企業でも必ず強みはある

津山市人づくり事業運営委員会
市民公開講座

「Homing ビジネスプラン
コンテスト2021」 開催

2月7日(日)にHomingビジネスプランコンテス
ト2021が開催され、ファイナリスト9人による
熱いプレゼン発表がありました。

大賞は「地域の農家と都市部の店舗をつなぐ
プラットフォーム」の事業プランを発表した國
米裕喜さん、つやま産業支援センター賞は「テ
ントサウナを活用した地域振興」の事業プラン
を発表した岩野大輔さんがそれぞれ受賞しまし
た。また、九州パンケーキミックスで知られる
株式会社一平ホールディングス 代表取締役の
村岡浩司氏による基調講演も行われました。



2.16ＴＵＥ － 2.28ＳＵＮ

とっとり・おかやま新橋館

※ 新型コロナウイルスの感染拡大により
中止となる場合があります。

ＭＡＤＥ IN  TSUYAMA
ファクトリーブランドフェアー

2021

お問い合わせ先 津山まちなかカレッジ事務局 TEL31-2232 FAX31-2252

アルネ・津山４F 地域交流センター

5名

2021年

日 時

場 所

受講料 定 員5,000円

10:30～
15:302月28日(日)

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ
入門セミナー

画像合成・編集を学ぶ

はじめてのマクロ入門
Ｅxcel効率アップ術

2021年

日 時

受講料 定 員2,000円 5名

13:00～
16:003月3日(水)

作業の自動化「マクロ」。
関数からステップアップするために、マクロとは何なのか、どん
な仕組みなのか？を学びましょう。
基礎的な内容を知りたい方向けの入門講座です。

アルネ・津山４F 地域交流センター場 所

×
2月16日(火)～ 28日(日)まで「MADE IN 

TSUYAMA」が、とっとりおかやま新橋館
にて「FACTORY BRAND FAIR2021」を
開催いたします。

㈱笏本縫製のオリジナルネクタイ、㈲内
田縫製は新作パンツとシャツ等、㈲末田工
業所は新作デニムリュックを出品し高度な
技術や品質を首都圏の消費者に直接ＰＲい
たします。

お知り合いにお声掛け下さるとともに、
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。

講師 株式会社パソナ岡山 ＯＡ講師 菊池 由恵氏

写真の加工・修正だけでなく、製品デザインやWEB、映像など
さまざまなデザイン分野の素材作成に利用される便利なソフト
Adobe Photoshopの基本操作を。初心者のための基本操作を
習得します。
Adobe PhotoshopがインストールされているＰＣをご持参くださ
い。（７日間の無料体験版でも可）

講師 クレア・デザインオフィス
Director 小坂田 充 氏

https://machikare.jpE-mail:info@machikare.jp



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

2

月

15㈪
岡山県中小企業ものづくり

関連支援制度説明会

中小企業等が行う新技術・新製品の研究開発等を対象とした補助
金等の支援制度説明会を開催いたします。また説明会終了後には
希望者による個別相談会も行います。

13：00～17：00
オンライン
【Zoom】

①

17㈬
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

26㈮
実践！テレワーク導入講座

～ITツール&セキュリティ編～
この講座では、テレワークをするために必要な情報セキュリティやシ
ステムについて学べます。

13：30～16：30
オンライン
【Zoom】

③

26㈮ 働き方改革推進講座
この講座では法令の改正により今、事業主に求められること・講じ
るべき措置について解説します。

14：00～15：30
津山男女共同
参画センター
「さん・さん」

④

27㈯
アフターコロナ・５Gを見据えた
マーケティング・コミュニケー

ション

新型コロナウイルスの影響により消費行動は変化しつつあります。
アフターコロナも見据えたデジタルマーケティングの変革期に乗り遅
れないためにも、自社事業に応用できるマーケティング・コミュニ
ケーションを学びましょう。

14：00～15：30 オンライン（Zoom） ⑤

28㈰ Photoshop入門セミナー
写真の加工や修正、製品デザインやウェブ・映像など様々なデザイ
ン分野の素材作成を習得します。

10：30～15：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑥

3

月

3㈬
初めてのマクロ入門
Excel効率アップ術

作業の自動化「マクロ」。マクロとは何なのか、どんな仕組みなの
か？基礎的な内容を知りたい方向けの入門講座です。

13：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑥

5㈮ 津山圏域若手社員研修
PDCAサイクルの基礎と目標設定を学びます。グループワークを行
いながら地域内若手社員の交流促進を図ります。

13：00～17：00
津山市役所

東庁舎E101会議室
⑦

11㈭
課題をお持ちの方

×
ICTで課題解決

生産性向上や働き方改革など、様々な課題をお持ちの方と解決に
向けてグループディスカッションを行い、ソリューション開発やICT導
入に繋げます。

15：00～17：00
津山市役所

東庁舎E101会議室
⑦

16㈫
超かんたん！

「Zoom」活用講座

緊急事態宣言により再び注目をされている「Zoom」について、導入
方法や使い方、活用シーン、安全に使うためのポイントなど、デモを
交えてご紹介します。

16：00～17：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
⑧

17㈬
津山人づくり事業

市民公開講座

企業のグラフィックデザインやプロモーション、商品開発のプロ
デュースをされる有限会社セメントプロデュースデザイン 代表取締
役金谷勉氏をお呼びし、商品開発、デザイン戦略についてお話頂き
ます。

13：30～15：30 津山鶴山ホテル ⑦

17㈬
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

２～３月

①岡山県産業振興財団 ℡086-286-9651
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 ℡086-286-9664
④津山男女共同参画センター「さん・さん」 ℡0868-31-2533
⑤岡山県産業振興財団 ℡086-286-9677
⑥津山まちなかカレッジ事務局 ℡0868-31-2232
⑦つやま産業支援センター ℡0868-24-0740
⑧株式会社ソフィア ℡0868-25-1000

お問い合わせ先

●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


