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つやまエリアオープンファクトリー２０２１ 参加企業募集中！
つやま産業支援センターと岡山県美作県民局主催の「
」の参加
企業を募集しています。
前回の開催では、延べ２,３８０人にご参加いただき、大変な賑わいをみせた２日間でした。地元企業へ
の就職には子どもたちだけでなく、保護者に貴社を知っていただくこともとても有効です。下記の対象地
域の企業様であればご参加いただけます。
に参加してみませんか？ご不明な点がありましたら当センターまでお問合せください。
【開催日時】 ８月２０日（金）、２１日（土） ９：００～１６：００
１日のみの参加も可能。見学・体験の時間、定員数を設定できます。
【対象地域】 津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町に事業所・ 工場を有する企業
【参加費用】 １万円（つやま産業支援センター賛助会員 および公的機関は無料）
【申込方法】 つやま産業支援センターに備え付けの申込書を提出
【申込締切】 ４月３０日（金）まで
※ガイドブック作成の関係上、応募内容は締切日までに確定してお申込みください。

問い合わせ先：つやま産業支援センター（TEL:0868-24-0740 E-mail：info@tsuyama-biz.jp)

津山圏域若手職員研修 開催
３月５日（金）に津山圏域の企業から、概ね入社３
年目の若手社員を対象に若手社員研修を開催し、
14社32名が参加しました。講師にちょうどいい人事
代表の中川伸夫氏をお迎えし、PDCAの基礎、目標
設定のコツ、チームワークの必要性、新しい市場観
などについて学びました。また、参加者同士の交流
も促進されました。

参加者の感想
・情報通信業・・・初めて異業種の方と大勢で話を
する機会が得られたので大いに刺激を受けました。
・建設業・・・今の自分に必要な内容でした。今後へ
活かす事が多い活力があふれる講義でした。
・製造業・・・社外交流の機会がないので純粋に楽し
めた。目標決定をしてもステップやフィードバックが
不十分。ブラッシュアップし人生に活かしていきたい。

各産業・企業様からのICT課題の相談 ⇒ 相談に応じたマッチング、ICT導入による解決策の提案

つやまICTコネクトとは…
津山市内ICT企業12社で構成しており、先端的なICT技術の活用や地域企業等へのICT導入、
IT人材の育成やスキルアップ、また、UIJターン就業者の確保を目的に設立しました。加えて地
域課題等をICT技術で解決することでスマート農業やスマート林業等、市民生活の利便性向上
や各産業における生産性向上、イノベーション創出にも結び付け、産業の高度化を促進し、津
山市の発展及びスーパーシティ津山の実現を目指します。
※ DXとは…デジタル技術の活用によって企業のビジネスモデルを変革し、新たなデジタル時代にも十分に勝ち残れるように自社の競争力を高めていくこと
ビジネスコーディネーター

お問合せ

協力教育機関

つやま産業支援センター
津山市山北663 TEL0868-24-0740
http://www.tsuyama-biz.jp/ict-connect/

3～4月講座 Pickup!
所場

アルネ・津山4階 地域交流センター

スマホで簡単！商品撮影

4/7
（水）

✔ まちカレ連携講座です！

スマホの普及に伴いカメラは身近なアイテムになりました。EC サイト などは写真が大きく影響
する分野です。エモいだけでは終わらない、 説得力のある魅力的な写真を撮影する方法をお伝
えします。
【受講料】2,000円
【定 員】15名
【時 間】15：30～17：00
【お申込】有限会社アドデザイン
【電 話】 0868-22-7607

4/21
（水）

管理職のマネジメント力強化研修

✔ 津山市・三井住友海上火災保険（株）包括連携協定事業

～チーム力向上のために～

「部下とどのように接すればよいかわからない」 、「部下がなかなか言うことを聞いてくれない」など 管理
職として、様々な悩みをお持ちの管理職の方も多いのではないで しょうか。本研修では部下指導に役立つ
リモート併用講座 「コーチング手法」を解説し ます。
【受講料】無 料
【定 員】会場：15名
【時 間】15：00～17：00
【講 師】三井住友海上経営サポートセンター専任講師
【申込】HP又は右記QR

津山まちなかカレッジの運営について(お知らせ)
津山まちなかカレッジは、2017 年 10 月開業以来、つやま産業支援セ
ンターと株式会社パソナ岡山の共同で運営して参りましたが、2021 年 4
月から株式会社キャリアプランニングの業務委託運営へ 変更になります。
それに伴い、下記日程は臨時休業とさせていただきます。
3/30（火）～4/4（日） ※4/5（月）から通常どおり運営
3/23（火）以降、当面の間FAX受信は不可となります。

岡山労働局とおかやま働き方改革会議は、2月16日
にピュアリティまきびにて「働き方改革推進セミナー」
を開催しました。当センター賛助会員である株式会社
アイダメカシステム（代表取締役 丸山 隆行 氏）様が「岡山働
き方改革パイオニア企業」として表彰され、また受賞
企業として事例発表をされました。
【労働時間の削減とひと
りひとりに合わせた働き
方改革】に取り組まれて
おり、１分単位での残業
時間の管理、時間外労働
時間の見える化、オンラ
イン目安箱、チャットツ
ール（Slack）の導入等優
れた取り組みを数多く実
施されています。
また、同社は従業員の健康増進のためにスポ
ーツ活動の促進に積極的に取り組む企業として、
スポーツ庁の「スポーツエールカンパニー」に
3年連続で認定されています。

つやま産業支援センターが事務局を務める
津山市人づくり事業の一つである『つやま産
業塾』の塾長として、平成23年から8年半の長
きにわたり務められた可児弘毅氏（津山市油
木北）が2月11日(木)に市
政功労者として表彰されま
した。おめでとうございま
す。今後の益々のご活躍を
祈念いたします。

（前列右から1人目）

令和3年度岡山県中小企業

つやま産業塾 プロフェッショナルコース

合同入社式・新入社員研修のお知らせ

ECセミナー開催報告

公益財団法人岡山県産業振興財団では、県内の
中小企業を対象に合同入社式と新入社員研修を開
催します。貴社の新入社員教育の一環として是非
ご活用ください。
【合同入社式】

５日(月)

9：00～ 9：30

令和3年

4月５日(月)

10：00～16：45

令和3年

4月６日(火)

9：30～16：15

令和3年 4月
【新入社員研修】

受講料：岡山県産業振興財団賛助会員 25,500円
一 般 35,500円 （資料・昼食代含む、税込）
会 場：テクノサポート岡山（岡山市北区芳賀5301）
定 員：50名（定員になり次第締め切り）
申込方法：岡山県産業振興財団HPまたはQRから
TEL：086-286-9661
FAX：086-286-9662

1月28日（木）に「ECのノウハウを学ぶ！売上
UPセミナー」を開催しました。講師として株式会
社ビーテックス代表の垂井瑞茂氏をお招きし、近
年急速に市場規模を拡大しているECについて有効
な活用方法をご講義頂きました。講義では、売上
を上げるためには戦略や戦術を練ることやEC特有
の弱みを攻略していくこと、最新のデジタルツー
ルを利用していくことはもはや必須であることの
ほか、今後の市場規模の拡大について消費者がよ
りリアルな情報を求めていくといったことをお話
し頂きました。

E-mail:manabi@optic.or.jp
URL:https://www.optic.or.jp/okayama-ssn/

※ECとは…電子商取引の意。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じてﾓﾉやｻｰﾋﾞｽの
売買を提供するｳｪﾌﾞｻｲﾄの通称。

つやま産業支援センター

津山商工会議所

毎月第３水曜日 10:00～15:00

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

●お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-286-9667

３～４月
日

付

イ ベ ン ト 名 等

16㈫

超かんたん！
「Zoom」活用講座

16㈫

【オンライン研修】
次世代産業に関わる
研究シーズ発信会

17㈬

津山人づくり事業
市民公開講座

3
月

4
月

役に立つイベント等のご案内
概

要

時

間

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 16：00～17：00
交えてご紹介します。
岡山県では、新エネルギー、エレクトロニクス、IoT・AI等に係る次世
代産業分野に関し、「次世代産業研究開発プロジェクト創成事業費
補助金」による支援を行っております。今回、これら次世代産業分
13：30～15：00
野に係る研究シーズを広く周知し、また積極的に制度を活用してい
ただくため「研究シーズ発信会」を開催いたします。
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
13：30～15：30
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。

会

場

問

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

オンライン（Zoom）

②

津山鶴山ホテル

③

津山市役所
東庁舎

④

17㈬

岡山県知財総合支援窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。
津山サテライト窓口

5㈪
6㈫

岡山県産業振興財団では、県内中小企業を対象に合同入社式・新
入社員研修を開催します。新入社員として学ぶべきビジネスマナー、
令和3年度
コミュニケーション、仕事の進め方の基本、役割について、名刺交
9：00～16：45
岡山県中小企業
換、好感のもてる立ち居振る舞い、お客様への対応、敬語・ビジネ
9：30～16：15
合同入社式・新入社員研修
ス文書、５Sについて、自己開発計画の作成、自律できる社員にな
る為の心得を学びます。

テクノサポート岡山

⑤

10：00～15：00

7㈬

スマホで簡単！商品撮影

いつも撮影している写真がワンランクアップに！スマートフォンでの
撮影の基本を学び、撮影実習を行います。またオススメ撮影機材の 15：30～17：00
紹介もいたします。

アルネ・津山4階
地域交流センター

⑥

20㈫

【オンライン研修】
エコアクション21
認証取得研修会

県内のエコアクション21登録希望事業者を対象に、認証取得研修
会を開催します。活動を通じてSDGsの推進や、コスト削減、従業員
13：30～16：00
の意識改革、組織の活性化、リスク管理など経営力の向上にも取り
組めますので、ぜひご受講ください。

オンライン（Zoom）

⑦

20㈫
～
23㈮

NC機械加工の生産性向上を目指して、工程の最適化（改善）に向
けたプログラミング課題実習と加工・検証実習を通じて、要求される
NC旋盤プログラミング技術
条件を満足するためのプログラム、工具補正の設定法などNC旋盤
作業に関する技術を習得します。

9：30～16：30

ポリテクセンター岡山

⑧

21㈬

岡山県知財総合支援窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。
津山サテライト窓口

10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

④

15：00～17：00

アルネ・津山4階
地域交流センター

⑨

21㈬

【リモート併用研修】
「部下とどのように接すればよいかわからない、部下がなかなかい
管理職の
うことを聞いてくれない」など管理職として様々な悩みをお持ちの方
マネジメント力強化研修
に対し、部下指導に役立つ「コーチング手法」を解説します。
～チーム力向上のために～

お問い合わせ先
発行元

①株式会社ソフィア
③つやま産業支援センター
⑤岡山県産業振興財団
⑦岡山県環境保全事業団
⑨津山まちなかカレッジ事務局

℡0868-25-1000
℡0868-24-0740
℡086-286-9661
℡086-298-2122
℡0868-31-2232

②岡山県産業振興財団
④岡山県知財総合支援窓口
⑥有限会社アドデザイン
⑧ポリテクセンター岡山

℡086-286-9651
℡086-286-9711
℡0868-22-7607
℡086-246-2530

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

