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P.1 津山ステンレスネット企業との交流会 開催

P.3 つやま産業支援センター 新職員紹介
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８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。

P.2 津山まちなかカレッジ 4周年記念イベントのご案内
P.2 採用力向上・人材を活かす経営セミナーのご案内

P.4 役に立つイベント等のご案内

７月16日㈮、津山工業高等学校の創立６０周年記念
会館にて津山圏域で構成している金属加工共同受注グ
ループ 津山ステンレスネット会員企業10社と津山工
業高校の機械科３年生の生徒39名、教職員による交
流会を開催しました。
グループごとに分かれて自己紹介と「100万円あっ

たら何をしたいか？」というお題で緊張をほぐし、そ
の後のグループワークでは生徒から企業への質問タイ
ムがあり「会社のこと」「社長って何してる？」「ど
うやって儲けをだすの？」「どんな人を採用したい？
」など就職に関する多くの質問がありました。またグ
ループディスカッションでは「どんな会社で働きたい
か・どんな会社にしたいか」をテーマに意見を出し合
い発表しました。
この交流会は、企業と生徒が交流することで地元企

業を知ってもらい、将来の進路決定の参考にしていた
だくとともに経営者の考えや思いに触れ、自身の考え
方の変化や気づきを促していく事を目的とし、初の試
みとして開催しました。また、企業も生徒の意見や思
いを聞くことでニーズや思考等の実態を知ることが出
来、今後の活動や若手人材育成の参考になりました。
津山ステンレスネットと津山工業高校では今回の交

流会のほかに、工業生が取組むものづくりコンテスト
（旋盤・溶接）の技術指導支援や実際の現場に触れる
インターンシップの受入れ等の連携活動を計画してい
ます。

【生徒の感想】
「企業側の思いや気持ちを理解することが出来て、この先役立つものを手に入れられたと思う」
「自分の夢に向けて語られることが出来て良かった」
「企業の人が思っていること、歴史が知れて良かった」
「企業が面接でどの様な人が欲しいのか、どんなことを思っているのかを知ることが出来たので
それを活用していきたいと思います」



津山まちなかカレッジは、社会人のスキルアップ、女性やシニアの
就業支援、学生の社会教育を応援し、津山の人と地域を元気にする
拠点、「学びの総合空間」です。今回、設立4周年を記念したイベント
『Smile Woman Lab.vol.4』を開催します。仕事・子育て・美・健康などを
テーマに、すべての女性へ自分らしく輝くための体験・セミナー等役
立つ情報発信を行う、年に一度のイベントです。忙しい毎日から少し
開放して自分磨きをしてみませんか。

津山まちなかカレッジ ４周年記念イベント

～Smile Woman Lab. vol.4～

アルネ・津山４階 地域交流センター

日 時

会 場

対 象

会 場

申込み

何のために人事評価に取り組むのか？ 評価者に必要なスキルとは何なのか？ 効果を発揮する為の評価と
は？ 評価の妥当性や信頼性で社員のモチベーションが上がります。社員の目標設定は企業の成長や安定し
た経営にもつながります。

このセミナーでは、社会保険労務士、採用定着士として幅広く活躍中の笹井茂樹氏をお招きし、目標管理・評
価者研修の進め方についてお話しいただきます。人材育成に欠かせない目標管理や人事制度を解説いただき、
個々の社員目標や適正な評価運用を目指します。

津山まちなかカレッジ
（アルネ・津山4階 地域交流センター）
オンライン受講同時開催

人材採用を検討中の地域内企業 15社

津山まちなかカレッジ ホームページ
https://machikare.jp

講師紹介

1958年生まれ。大学卒業後、大手金融機関に就職。
企業の人事・経理を歴任した後、社会保険労務士、
採用定着士として事務所を開設し、現在に至る。就
業規則作成、社員研修・セミナー講師を中心に活動
している。

8/24㈫ 14：00～16：00

笹井社会保険労務士事務所
所長 笹井 茂樹 氏

日 時

10/9㈯ 10：30～15：30
【受付予約 9/13㈪ 10：00～開始】

お問合せ
運営

津山まちなかカレッジ事務局

TEL：0868-31-2232

FAX：0868-31-2252

URL: https://machikare.jp

予約・お問合せ先

株式会社キャリアプランニング
℡：0868-32-3300

【イ ベ ン ト 内 容】
◆マスク生活でも印象アップ「ステキな眉メイク」
◆時短や節約に役立つ「整理収納術」
◆イライラ解消！笑顔で過ごすための「アンガーマネジメント」 など

詳細は下記のHP、またはQRコードからご確認いただけます



つやま産業支援センター 新職員紹介

つやま産業支援センターに今月から新コーディネーターが仲間入りいたしました。

社会やビジネスの複雑性が増し、予測不能で
変化の激しい時代を迎えるなか、みずから考え、
行動し、事業を創発していく力が個人に求められ
ています。つやま産業塾ではマインドセットの変
容を促したうえで「事業構想力」や「価値創出力」
を磨いていきます。今年度はファシリテーターに
合同会社イキナセカイ代表安川幸男氏を迎え、
１９名の塾生が魅力的な講師陣と複雑性、曖昧
性が増す社会の中でどう生きるか、どう動くかを
学びます。

この度、ICTコーディネーターを仰せつかりました小林 真也です。
『IT』といえば「専門用語ばかりでよくわからない」「得意な人に任せてお

けばいい」「業績への貢献度が低い」といった印象が多いと思います。
実を言えば、私の専攻は農業系(ウシの繁殖)でしたので、ITは門外漢で
した。そんな負の印象が変わったのは、大学卒業後に就職した動物検
疫所でITを使って生産性向上を図っていた現場を目の当たりにした時で
した。その後、IT企業でのエンジニアを皮切りに、海外拠点を含むグル
ープ会社（30社程度）全体の情報戦略を担当し、更にシステム営業と携
わる中で、システムを作る側・使う側・売る側の視点が得られたと感じて
います。

経産省DXレポートで『2025年の崖』と言われてから久しく、スマート化
は待ったなしです。『ITのチカラ』で津山版Society5.0を実現、「不便だな」
を「便利になった」に変えていくお手伝いができればと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

つやま産業塾「経営能力開発講座」第２５期開講

Day1はカリキュラムのオリエンテーションや塾
生同士の自己紹介、Day2では株式会社ミミクリ
デザイン マネージャー 小田 裕和氏による創り手

個人の思いや熟考から始めるプロセスを学び、
意味を考え、創り出す土壌を学びました。Day3で
は株式会社アイレップ 執行役員 竹内哲也氏に

より、デジタルマーケティングの最前線について
お話いただきました。これからもつやま産業塾は
１２月まで講義が続いていきます。Day2、Day3の
様子は当センターのFacebookからもご覧いただ
けます。

小林 真也
こばやし しんや

合同会社イキナセカイ代表
安川 幸男 氏

つやま産業塾 塾長
則次 俊郎 氏

つやま産業塾 塾生の皆さま
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役に立つイベント等のご案内

日 付 イ ベ ン ト 名 概 要 時 間 会 場 問

8

月

23㈪
商品撮影＋画像編集＋

デザイン＆レイアウトを学ぶ

デジカメやスマホで料理や商品をきれいに撮影するコツを学びま
す。Photoshopや写真アプリを使って撮影、画像補正を学び、魅力
的なメニューやチラシの作り方を習得しましょう。

10：30～15：30
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

24㈫
取り組むべき組織改革

「目標管理・
評価者研修の進め方」

人材育成に欠かせない目標管理や人事制度を解説いただき、
個々の社員目標や適正な評価運用を目指します。社員の目標達
成は、企業の成長・安定経営にも繋がります。

14：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
②

24㈫
必須！

SNSにアップデートしよう！
SNSチェックリスト100

日々アップデートされるソーシャルメディアにより私たちの生活や
ビジネスはどう変わるのか？最新のニュースを紹介しつつ最先端
のノウハウを100のチェックリストにして解説します。

13：30～16：30 【オンライン】 ③

25㈬
ものづくりデザイン

活用セミナー

本セミナーでは、ものづくりにデザインを取り入れるきっかけとなる
ような先進事例やデザインを商品開発に取り入れる際のポイント
についてお話しいただきます。

13：30～16：40 【オンライン】 ④

26㈭
～

9/10㈮

はじめての簿記
【全６日間】

短期集中で「簿記って何？」が分かる講座です。社会人の基礎知
識「コスト感覚」「モノ・お金の流れ」が分かります。日商簿記初級
の資格取得も目指しませんか？

18：00～20：00
他

アルネ・津山4階
地域交流センター

①

26㈭
～感謝される上手な値上げ～

コロナ禍を乗り切る
利益確保セミナー

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により集客や売上の減少
に頭を抱える中小・小規模事業者のため、この厳しい経済状況で
も収益性を上げる値付けや値上げのテクニックやコツが学べるセ
ミナーを開催いたします。

13：30～16：30 ピュアリティまきび ⑤

27㈮
良好な対人関係を築く
アンガーマネジメント

怒りのコントロール術！

怒らずとも気持ちや考え方が伝わるコミュニケーションスキルを習
得し、職場で良好な人間関係を築くこと、コミュニケーションが円滑
になることで、生産性が上がることをねらいとします。

9：30～16：45 【オンライン】 ③

27㈮
～

R4/2/4
おかやま後継者アカデミー

後継者や経営者を対象に、経営計画から労務、組織づくりなど事
業承継に関する基礎知識を学び、経営計画を作成。また、専門家
による個別指導も受けられます。是非、ご参加ください。

19：00～21：00 【オンライン】 ⑤

28㈯
製造業のための

生産性向上セミナー
QC基礎コース研修

QC手法を習得して、製造現場で発生している問題や現象を定量
的に分析し、効果的な対策案を講じることが出来る人財の育成を
目指します。

9：00～16：00
津山圏域

雇用労働センター
【同時オンライン】

⑥

9

月

3㈮ 職場の安全衛生 基本編！
安全衛生の基本を習得し、職場・ものづくり現場で実践が可能な2
つの演習を通し、自分自身のスキル・能力をさらに高めます。

13：30～16：30 【オンライン】 ③

7㈫
女性若手中堅社員基礎編！
会社と経営の基本を学び、

自分の役割を考える

企業の中で中核としての存在となる女性への期待が高まっている
中、管理職候補として、今求められている社会やお金の仕組み、
課題解決法などを学んでいただきます。

13：30～16：30 【オンライン】 ③

8㈬
Win-Winの関係をつくる

営業職における「交渉力向上」

営業における交渉とは、顧客を意に添うようにコントロールするこ
とではありません。顧客との合意点を探り、売り手も買い手も共に
喜べる状況を作ることが大事です。営業での効果的で有益な交渉
の考え方やポイントについて学びます。

13：30～16：30 【オンライン】 ③

8㈬
22㈬

第2弾 BCP実践講座
【全2日】

県内中小企業を対象にBCPを策定するまでのポイントや手法を学
び、計画の策定まで行います。大人気であるこの講座は、今年度
は業種ごとに3回実施させていただきます。是非、この機会に事業
継続計画を立ててみましょう。

13：00～17：00
テクノサポート岡山

中会議室
⑦

9㈭
今日から始めるには！

DXの基礎を学ぶ

「DX」という言葉だけが独り歩きする昨今、本当の意味は何か、
「IT」とは何が違うか理解し、会社の現状を経済産業省が定める
DX推進指標で自己診断してみましょう。

13：30～16：30 【オンライン】 ③

10㈮
創業塾
【全7回】

持続可能な作州地域を実現するために新事業の育成と円滑な事
業承継が必須です。また、ポストコロナを見越したビジネスモデル
の構築も大切になってきています。そこで創業を考えている方や
創業後間もない方、また第二創業を検討している方などを対象に
サポートします。

16：00～18：00
津山信用金庫本店
４階大会議室 他

（+オンライン講義）
⑧

８～９月

①津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232 ②㈱キャリアプランニング ℡ 0868-32-3300
③テクノサポート岡山 ℡ 086-286-9661 ④岡山県産業振興財団 ℡ 086-286-9651
⑤岡山県商工会連合会 ℡ 086-238-5666 ⑥津山市雇用創造協議会 ℡ 0868-31-7080
⑦岡山県産業振興財団 ℡ 086-286-9626 ⑧津山信用金庫 ℡ 0868-22-4136

お問い合わせ先

●お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-206-2180

会場：津山商工会議所
津山商工会館３階

毎週月曜日 13:00～20:00
（月曜日以外はオンライン相談対応可能）

●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
（オンライン相談対応可能）

会場：つやま産業支援センター
津山市役所東庁舎


