
P.3 製造業のための生産性向上セミナー のご案内

P.1 つやま産業支援センター特命大使を任命しました

P.３ 創業スクールHoming第４期生募集案内

202１年

7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 ５Gで広がる「ビジネスチャンス」 研修のご案内

P.2 津山まちなかカレッジから セミナーのご案内

P.4 役に立つイベント等のご案内

つやま産業支援センターは、岡山県津山市の産業の魅力を共に発信する津山市ゆかりの芸能
関係者、著名人を「つやま産業支援センター特命大使」とし、ウエストランドさん、桜乃彩音さん、
まつきりなさん、LIDLESS TOYBOXさんを任命しました。

2021年中にYouTubeチャンネル「MADE IN TSUYAMA」を立ち上げ、アパレル製品など津山の産
業の魅力を中心に、つやま産業支援センター特命大使と発信していきます。

MADE IN TSUYAMAプロジェクト

つやま産業支援センター特命大使の任命

津山市出身のお笑いコンビ
2020年 M-1グランプリ決勝進
出するなど、舞台、ライブ、テ
レビ、ラジオ、PVなど活躍中。

津山市出身の女優
元宝塚歌劇団花組トップ娘役。
現在は舞台、テレビで活躍中。

岡山県出身のタレント
ラジオ、イベント、テレビを中
心に活躍中。

津山市出身メンバーが
在籍するロックバンド
東京と岡山に在住する

メンバーが距離を超えて活動中。



講座詳細・予約・その他お問合せ先
URL: https://machikare.jp

E-mail: info@machikare.jpFAX：0868-31-2252

資格チャレンジ講座

企業の経営課題である生産性向上を図るには、自社の製品・サービスの原価（コスト）と売上、利益を正
確に把握することが必要です。これを求める「原価計算」は、生産性を見える化し、その向上を図るうえで
必須となる知識・スキルです。

製造業のみならず飲食店・小売業・サービス業など幅広い業種の方へおススメです。

津山まちなかカレッジ事務局 TEL：0868-31-2232

実践！おかやま産業人材育成塾

〒701-1221
岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山）
TEL：086-286-9661 FAX：086-286-9662
HP：https://www.optic.or.jp E-mail：manabi@optic.or.jp

お問合せ先

2020年春より５Gがスタートしました。そもそも５Gって何？ニュースやネットで語られて
いることってどうなの？５Gに関する今後のビジネスチャンスについて初心者でもわかり
やすいように解説します。

令和3年 8月４日(水)
開催時間：13:30～16:30（休憩含む）

研修時間：3時間

対象者：若手社員向け

受講料：3,300円（税込/1名）

場 所：オンライン

申込方法：

受講生
募集中 ５Gで広がる「ビジネスチャンス」

内容・カリキュラム

１ 日本でも始まった５Gとは？
２ ５Gで変わる「働き方改革」
３ ５Gで変わる「同時性の解消」
４ ５Gで変わる「疑似体験」
５ ５Gで変わる「リッチ動画」の逆
６ ５Gによるビジネスチャンスとは？

原価計算の基礎知識 全5回

会 場回 数 日 程 時 間

1 7/27㈫ 18：00 ～ 20：00

2 7/29㈭ 18：00 ～ 20：00

3 7/31㈯ 10：15 ～ 12：15

4 8/2㈪ 18：00 ～ 20：00

5 8/6㈮ 18：00 ～ 20：00

受講料

講 師

定 員

アルネ・津山４階

地域交流センター

5,000円（全５回）

15名

津山商業高等学校 教諭

申込方法 下記のURLまたはQRコードより
お申し込みできます。

ホームページから申込用紙のファイ
ルをダウンロードして必要事項を記
入し、ＦＡＸまたはメールで送る。



生産性向上セミナー

お問い合わせ先 津山市地域雇用創造協議会 ☎0868-31-7080 FAX0868-24-0881

津山圏域雇用労働センター
2階大ホール（津山市山下92-1）

製造業の
ための

会 場 定 員

対 象

各 40名（先着）

製造業またはQC、ICに興味のある
地域内企業

申込方法 ホームページをご覧の上、メールまた
はFAXでお申し込みください。

受講料

無料
リモート

受講可能

どちらか
1回のみの
受講も可能

第4期生募集！

総額10億円のふるさとベンチャーを創出

お問い合わせ先 レプタイル株式会社 TEL 35-2405 / FAX 24-3055 / URL https://homing-tsuyama.jp

定員

12 名
様

エントリー受付中！

8/13(金)まで

参加無料

スクール2021

スケジュール予定

マインドセット8月Day1

特別講演
ゲストメンタリング

11月Day4

2022年

1月
特別講演
ゲストメンタリング

Day6

10月Day3 グループワーク

9月Day2 グループワーク

12月Day5 グループワーク

スクールの詳細

お申し込みはこちらから

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては急遽
延期させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

津山・美作地域で新たなビジネスに挑戦
する創業希望者や第二創業者、起業家
精神を持った学生を募集しています！

Uターンが稼ぐ創業スクール



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 概 要 時 間 会 場 問

7

月

20㈫
成果を出せる経営戦略

「経営戦略としての
ワークライフバランス」

経営課題の本質を見極め、解決に結びつけるため「人」「組織」に
焦点を当て、解説します。また、ワークライフバランスが社会や組
織に与える影響について、個性を発揮しつつ成果を生むための人
事戦略についても学びます。

14：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

20㈫ 監督者の部下育成 実践法
監督者としての活き活きとした職場運営方法や部下のキャリア開
発の仕方、モチベーションの高め方を分かりやすく解説します。

9：30～12：30 【オンライン】 ②

20㈫
監督者のスキルを磨く
「戦略と視点を高める」

監督者の課題解決力をさらに戦略的な視点まで高め（ありたい姿
を論理的に描く）、視野・視点の拡充のためのアプローチ方法を学
びます。

13：30～16：30 【オンライン】 ③

27㈫
事業継続計画策定セミナー

「BCP事例発表」
【オンライン同時開催】

豪雨災害や感染症など、想定出来ないリスクを乗り越える為BCP
策定セミナーを開催します。企業経営におけるリスク管理を学び
たい方、自社の事業継続計画を考えている方などご参加ください。

13：30～16：30
サテライト会場
（実施商工会）
【オンライン】

③

27㈫
～

8/6㈮

原価計算の基礎知識
【全５日間】

短期集中で原価計算を理解する講座です。会社のコストダウンや
工程の効率化につなげてみませんか？原価計算初級の資格取得
も目指せます。

18：00～20：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
④

28㈬
取り組むべき組織改革

「コロナ禍で急速に変化した
ビジネス環境」

コロナ禍でテレワークやリモート商談など、ビジネス環境は大きく
変化しました。スキル・人材不足や業務の効率化など、従来の課
題をDX推進により、いかに変革できるか。推進上の障壁や成果な
ど、導入企業例を交えながら、解説していただきます。

14：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

29㈭
～

8/3㈫

２次元CADによる
機械製図技術【全４日間】

機械設計・製図の生産性の向上をめざして、効率化、最適化（改
善）、安全性向上に向けた構想段階から具体的加工の指示を出
す為の作図を通し、CAD使用時の環境の構築、効果的かつ効率
的使用法及びデータ管理方法について習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ⑤

30㈮

女性のための就職
応援研修会【求職者限定】

表現力アップセミナー
「印象から伝える私らしさ」

求職活動で初対面の方に私らしさを表現するポイントをお伝えしま
す。印象も伝えたい内容も大切。その両面から準備していただけ
ます。

13：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

8

月

3㈫
成果を出せる経営戦略

「経営戦略としての働き方」

長引く自粛生活で、私達の働き方も大きな変貌を遂げました。待っ
たなしの働き方改革と相まって、今までの生活スタイルや業務の
進め方を見直す必要に迫られている時代の変化に対応できる柔
軟な考え方と進め方を考えるきっかけにしていただくセミナーです。

14：00～16：00
アルネ・津山4階

地域交流センター
①

3㈫
事業継続計画策定セミナー
「BCPシミュレーション演習」

【オンライン同時開催】

豪雨災害や感染症など、想定出来ないリスクを乗り越える為BCP
策定セミナーを開催します。企業経営におけるリスク管理を学び
たい方、自社の事業継続計画を考えている方などご参加ください。

13：30～16：30
サテライト会場
（実施商工会）
【オンライン】

③

4㈬
デジタル未来到来

５Gで広がる
「ビジネスチャンス」

2020年春より５Gがスタート。そもそも５Gって何？どう生活が変わ
るの？デメリットはないのか？今後のビジネスチャンスについて初
心者の方でも分かりやすいように解説します。

13：30～16：30 【オンライン】 ②

23㈪
商品撮影＋画像編集＋

デザイン＆レイアウトを学ぶ

アフターコロナに備え、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せんか？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
④

24㈫
取り組むべき組織改革

「目標管理・評価者
研修の進め方」

評価の妥当性や信頼性で社員のモチベーションが決まります。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。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
①

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
2階大ホール

⑥

７～８月

①㈱キャリアプランニング ℡ 0868-32-3300 ②テクノサポート岡山 ℡ 086-286-9661
③岡山県商工会連合会 ℡ 086-238-5666 ④津山まちなかカレッジ事務局 ℡ 0868-31-2232
⑤ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530 ⑥津山市雇用創造協議会 ℡ 0868-31-7080

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

会場：つやま産業支援センター
津山市役所東庁舎


