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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。

TSUYAMA FURNITURE 津山家具 デビュー
津山まちなかカレッジ連携講座について
製造業のための生産性向上セミナー について
MADE IN TSUYAMA FACTORY BRAND FAIR 2021のお知らせ
高年齢者雇用推進フォーラムのご案内
役に立つイベント等のご案内

TSUYAMA FURNITURE
津山市地域雇用創造協議会が進めている、プロジェクトの一つ
からこの度「TSUYAMA FURNITURE 津山家具」が誕生しまし
た。
このプロジェクトは２年前にスタートし、市内の企業５社によ
って共同ブランドを立ち上げたもの。１０月には津山市内と東京
都内にて展示会を計画しており８月１８・１９日には商品の撮影
会が行われました。
地元産材の魅力を最大限に引き出しながら現代の生活スタイル
に合わせてデザインされた「TSUYAMA FURNITURE 津山家具」
を是非ご覧ください！
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デザイナーと写真家による
TSUYAMA FURNITURE 撮影会

＜展示会について＞
◆津山会場
期間 ： 10月2日（土）～11日（月・祝日） 午前10時～午後6時（5日(火)は休館）
会場 ： PORT ART&DESIGN TSUYAMA（津山市川崎823）
◆東京会場（DESIGNART TOKYO 2021 に出展）
期間 ： 10月22日（金）～31日（日）
会場 ： 日比谷 OKUROJI (東京都千代田区内幸町1-7-1)

お問い合わせ先： 津山市地域雇用創造協議会
TEL：0868-31-7080 E-mail：info@tsuyama-koyou.jp
HP ：https://www.tsuyama-koyou.jp/

まちカレ連携講座

まちカレ×山陽ロード株式会社
8月18日、津山まちなかカレッジにおいて交通安
全教室講座「おやこで学ぼう！考えよう！こうつう
あんぜん教室」を開催しました。
この講座は山陽ロード株式会社と津山市立図書館
が連携して行ったもので、10組の親子23名が参加
し交通ルールや道路標識について学びました。
また津山市立図書館と連携し、図書館の本や資料
を使った『図書館を使った調べる学習コンクール』
への応募対象として取り組みました。

お問合せ先 津山まちなかカレッジ事務局
TEL：0868-31-2232

FAX：0868-31-2252

🔧製造業のための生産性向上セミナー🔧
QC基礎コース開催
８月２８日(土)にQC基礎コース研修を実施しました。
講師にはものづくりマネージメント企画の小林 剛氏をお
招きし、QC活動に必要な「QC７つ道具」「なぜなぜ分
析」「特性要因図」について講義いただいたほか、現代
のICT技術を利用した品質管理手法についての情報提供
もいただきました。この研修はオンラインでの実施とな
りましたが、講義の合間には質問もあり、双方向的な講
座となりました。

IE基礎コース受講者募集
９月2５日(土)にIE基礎コース研修を行います。IE手法
を習得し、効率的な作業でコストダウンが実現できる方
法を学びます。またIoT技術を利用した改善活動の事例を
交えて学びます。是非ご参加ください。下記のQRコード
よりお申込みいただけます。
と き：令和３年9月25日（土） 9:00～16:00
講 師：ものづくりマネージメント企画 吉田 徹 氏
受講料：無 料
※オンライン方式での開催となります。

お問合わせ先
津山市地域雇用創造協議会
TEL：0868-31-7080

お申込みは
コチラから

今年もとっとり・おかやま新橋館にて、生産工場から直
接 お 客 様 に お 届 け す る 特 別 な フ ェ ア 「 MADE IN
TSUYAMA FACTORY BRAND FAIR 2021」を開催しま
す。
笏本縫製「SHAKUNONE」は、プレゼントにも最適な
こだわりのオリジナルネクタイを。
内田縫製からは、定番のセルビッチデニムを使用したジ
ーンズ各種やコート、カバーオールのほか、新作のロング
Tシャツ、ワンピースなどが登場。
末田工業所「KOROKU」からは、セルビッチデニムと
ヌメ革をあわせたビジネスバッグのほか、新作のリュック
などを販売します。
お知り合いにお声掛け下さるとともに、近くにお寄りの
際は是非お越しください。

開催期間： ９．１７FRI
会

場
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10：00～19：00
最終日は17：00まで

：とっとり・おかやま新橋館

令和３年度「高年齢者雇用推進フォーラム」のご案内
少子高齢化が急速に進展し労働人口が減少していく中、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、企業が７０歳
までの就業機会の確保に向けてどのように取り組んだら良いか、活用事例を交えてご紹介します。
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時：令和3年

内

10月15日(金)

容

13：30
開演（受付13：00）
13：35～13：50 【 講 演 】◇県内の雇用情勢と改正高年齢者雇用安定法について
～70歳までの就業機会確保（努力義務）～
会
場：ポリテクセンター岡山
岡山労働局 高齢者対策担当官 益田 孝広氏
13：55～14：40 【特別講演】◇高齢者戦略化のパイオニア！『６０代はもはや若手』
申込方法：申込用紙に必要事項を記入し
株式会社加藤製作所 代表取締役社長 加藤 景司氏
FAXを送信（締め切り：10月8日） 14：50～15：20 【事例発表】◇ダイバーシティで新たな価値を創造する組織へ
株式会社ﾌｼﾞﾜﾗﾃｸﾉｱｰﾄ 代表取締役副社長 藤原 加奈氏
お問合せ先・送信先
15：20～15：25 「65歳超雇用推進助成金」について
高年齢者雇用に際しての助成金有効活用
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 岡山支部
岡山支部 高齢・障害者業務課
TEL：086-241-0166 FAX:086-241-0178
15：25～15：30 質疑応答

開催時間：13:30～15:30

津山まちなかカレッジ ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
日

時

202１.

お問い合わせ先

10.９（土）

10：30～15：３０
場

所

アルネ・津山4階地域交流センター

参加費

無料※予約制（受付開始9/２１～）

駐車場

アルネ駐車場（最大8時間無料）

●マスク生活でも印象UP！
ステキな眉メイク
●時短や節約に役立つ「整理収納術」
●迷った時の「私」の説明書
●「親子DE参加」絵本の読みきかせ・
キッズビジョントレーニング他
●「つやまエリアで働く」
お仕事インフォメーション
など
※各イベントにより時間が異なります

講座詳細・予約・その他お問合せ

津山まちなかカレッジ事務局

TEL：0868-31-2232
FAX：0868-31-2252

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

会場：津山商工会議所
津山商工会館３階

会場：つやま産業支援センター
津山市役所東庁舎

毎週月曜日 13:00～20:00

毎月第３水曜日 10:00～15:00

（月曜日以外はオンライン相談対応可能）

（オンライン相談対応可能）

●お問い合わせ先
岡山県よろず支援拠点
℡ 086-206-2180
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日
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役に立つイベント等のご案内
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●お問い合わせ先
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711
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製造業のための
生産性向上セミナー
IE基礎コース研修

IE手法を習得して、無駄を徹底的に排除し、効率的な作業でコスト
津山圏域
ダウンが実現できる方法を学び、生産性向上に貢献する人財の
9：00～16：00 雇用労働センター ①
育成を目指します。
2階大ホール
この研修では、おもてなしの心を持ち、ワンランクアップの接遇を
接遇マナートレーニング
身に着けていただきます。さらにロールプレイングで具体的なお客
「第一印象の重要性」
13：30～16：30
【オンライン】
②
様対応を身に着けることで、現場でお客様とのコミュニケーション
「顧客満足」
に自信を持ち、顧客満足のアップを目指します。
NC機械加工の生産性向上をめざして、最適化に向けたCAD／
CAMによる加工データ作成と実加工実習を通じて、加工モデルの
CAM技術
作成からNC加工まで一連の流れを理解し、工程や加工条件の決 9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ③
【全３日間】
定方法から高精度・高能率加工に対応できる加工データを作成す
る技術を習得します。
顧客関係性情報管理ツールを活用し、顧客接点情報を一元管理
収益向上を実現する
していく事で、その情報を企業の資産として見える化し、さらに新し
13：30～14：30
【オンライン】
④
顧客接点改革セミナー
いマーケティング手法をあわせて活用することで、いかに効率よく
収益向上が実現できるのか、事例と併せてご紹介します。
ものづくりにおける
ヒューマンエラー対策の原理原則と効果的な９つの対策方法を
「ヒューマンエラー対策の 知っていただき、２つの分析手法の演習にて、ものづくり現場で実 13：30～16：30
【オンライン】
②
進め方」
践・応用をしていただく方法を学びます。
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
BCP実践講座
び、計画の策定まで行います。今年度は業種ごとに3回実施して
テクノサポート岡山
13：00～17：00
⑤
【全2日】
おり、今回はその第三弾。是非、この機会に事業継続計画を立て
中会議室
てみましょう。
金型補修に係わる作業の現場力強化及び技能継承をめざして、
現在の習熟度を確認し、技能高度化に向けた各種補修溶接法、
金型の補修溶接技術
溶射法による肉盛溶接実習を通して適正な補修溶接に関する技 9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ③
能と実際に起こりうる品質上の問題点の把握及び解決手法を習
得します。
生産性を向上するには、工程や作業の中に潜む「ムダ」を見つけ
て一層することが必要です。そのためにIE手法の着眼が効果的で
入門編！
す。仕事をよく観察・分析し、問題点を見つけて、ロスを定量化す 13：30～16：30
【オンライン】
②
ロスの定量化と改善の着眼点
ることが重要となります。メンバーの知恵をうまく活用して、より良
いやり方に改善する力がつきます。
すべての女性へ自分らしく輝くための情報発信を行う、津山まちな
かカレッジ4周年記念イベントを開催します。印象アップの眉マイク、
アルネ・津山４階
Smile Woman Lab.vol.4
10：30～15：30
⑥
整理収納術、アンガーマネージメントなど役立つコンテンツが盛り
地域交流センター 他
だくさんです。是非ご参加ください。
11月は全国品質月間です。現場で品質を作り込む人や品質管理
品質管理基礎
推進者が、品質管理およびQCストーリー・QC手法等の基本をマ
9：30～16：15
【オンライン】
②
「QCストーリーを学ぶ」
スターし、現場で実践することによって、製品・製造の品質管理・品
質改善に役立たせます。

13㈬

DX推進体制、人材育成

14㈭

５Sの基本知識と
実践方法を学ぶ

15㈮

営業コミュニケーションの
質を上げる

お問い合わせ先

DXで一番の課題となるのが人材不足です。内部と外部を見据え
て如何にDX推進体制を構築するか、最適解を伝授します。

13：30～16：30

職場環境の維持改善である「５S」を通じて、小さな一歩から業務
改善を始める具体的な手法を習得していただきます。５Sに対し積 13：30～16：30
極的に取り組む人を養成します。
コロナ下で顧客との面談が制限される中、短い面談時間で顧客の
ニーズを見出す、メールなどで顧客の情報を得る重要性が高まり
13：30～16：30
ました。今回は、営業の質を高めるための考え方やポイントにつ
いて学びます。
①津山市雇用創造協議会
③ポリテクセンター岡山
⑤岡山県産業振興財団

℡ 0868-31-7080
℡ 086-246-2530
℡ 086-286-9626

②テクノサポート岡山
④株式会社ソフィア
⑥津山まちなかカレッジ

【オンライン】

②

【オンライン】

②

【オンライン】

②

℡ 086-286-9661
℡ 0868-25-1000
℡ 0868-31-2232

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

