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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。

MADE IN TSUYAMA YouTubeチャンネル始まります
津山まちなかカレッジからセミナーのお知らせ
工業高校生徒へものづくりコンテストを支援
津山高専技術交流プラザ 各事業開催報告
コラム『今日から始める ICT Vol.2 』
役に立つイベント等のご案内

鏡野町上斎原地区の紅葉

メイドイン津山
チャンネル始まります
MADE IN TSUYAMAのYouTubeチャンネルがスタートします。
メイドイン津山に関連することを始め、津山市の魅力をさまざまな角度
から発信するチャンネルにしていきます。
チャンネル名は「メイドイン津山」です。当面は毎週金曜日に動
画を公開していく予定ですので、皆さまもご視聴ください。
10/22(金)～31(日)、
是非、チャンネル登録と高評価をお願いいたします！
東京の日比谷OKUROJI
にてTSUYAMA FURNITURE
津山家具の展示会を行いました。
多くの皆様に杉と桧で制作された
家具を見ていただき、その魅力をお
伝えすることができました。商品の購
入も可能ですので、HPをご覧ください。

TSUYAMA FURNITURE HP：https://tsuyamafurniture.com
お問合せ先： 津山市地域雇用創造協議会 TEL: 0868-31-7080 E-mail: info@tsuyama-koyou.jp

津山市×東京海上日動火災保険株式会社包括連携協定事業

大切な社員とその家族が心身ともに

健康経営セミナー開催
ZOOMを使用した
リモート併用開催！

健康で長く働き続けられる職場づくりと
は？
日 時

2021年
場 所
講 師

3. 健康経営の取り組み事例

津山ステンレスネットでは、将来の地域産業人材の
育成を目的に、10月下旬より津山工業高校への技術
指導を開始しました。指導を受けるのは、工業技術を
競う「高校生ものづくりコンテスト」の溶接部門、旋盤
部門に出場する生徒です。
最初はお互いに緊張も感じられましたが、実習が始
まると積極的に質問やアドバイスが飛び交い、生徒か
らは「新しいやり方を知って勉強になった。」と前向き
な感想もありました。
今後、12月に溶接、1月には旋盤の大会が予定され
ており、好成績を目指して、津山ステンレスネットの技
術力を活かしてスキルアップを支援していきます。

技術指導の様子

アルネ・津山４F 地域交流センター
東京海上日動火災保険株式会社
公務第一部 東京公務課長

受講料

無 料

定 員

会 場 ： １２名

1．健康経営を進めるにあたってのポイント
2. 健康経営に関わる顕彰制度活用法

14：00～

11月24日(水) 16：00

橋本 泰規 氏

リモート：８０名
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

11月16日(火)～17日(水)の2日間コンベックス岡山（岡
山市北区）にてリアル展示会として、 11月8日(月)～3月
31日(木)までインターネット上にてのバーチャル展示会と
して、おかやまテクノロジー展（OTEX）が開催されます。
OTEXは岡山県内の機械系ものづくり関連企業等の新
技術・製品開発力・製品等を一堂に集めた中四国最大級
の大規模展示商談会です。津山市内企業や、津山ステン
レス・メタルクラスター、高専プラザ等の会員企業も多数
出展予定です。
つやま産業支援センターからも津山ステンレス・メタルク
ラスター事務局ブースを運営予定です。皆様のご来場を
お待ちしております。

OTEX

を開催しました。
令和３年１０月１８日（月）に今年度第１回の
「津山高専技術交流プラザ・津山商工会議所 合同
産学連携交流会」をオンラインで開催しました。
今回は、東京大学未来ビジョン研究センター教授
の 高村 ゆかり 氏をお招きし、「２０５０年カーボ
ンニュートラルに向かう世界－『変化』の中の企業
と地域」をテーマにご講演いただきました。
初のオンライン開催となりましたが、地球レベル
の大きな課題であることを改めて認識するとともに
地域や企業が順応するために必要なヒントを得る貴
重な機会となりました。
また、講演後には令和２・３年度に加入した新会
員及び津山高専の新任教員を紹介しました。

今日から始めるICT Vol.2
コーディネーター小林しんやの

津山高専技術交流プラザの会員企業が津山高専
へ出向き、学生に社会人としての心構えやあるべき
姿、技術について知見を広げる重要性等を講話する
「ボランティアレクチャー」を10月25日(月)に開
催し、専攻科1年生が聴講しました。
今回は、株式会社英田エンジニアリング 代表取締
役 万殿 貴志 氏に講師を務めていただき、「ものづ
くり」と「お客様と従業員の幸福を追求する」精神
とその取り組みを紹介していただき、学生は熱心に
耳を傾けていました。

ちょっと知って欲しんや

「脱ハンコだけじゃない。業務効率への第一歩～その作業、自動化できるかも！？ その②」
小林 真也CD

工場で活躍する産業用ロボットと同じように、事務所で活躍するロボットがあるってご存じですか？
前回学んだ AI-OCRを使ってデータに変換した後、システムに入力するロボット RPA についてみてみましょう！！
登 場 人 物
某中小企業の社長(57)
インターネット大好きな、自称“パソコンおやじ”

期待の新人(20)
スマホのフリック入力が得意。パソコン初心者。

Picture： ©いらすとや

(AI-OCRでデータ化したFAX注文書をコピペ)

「何をすればよいか教える必要があるんじゃが、
１度教えたら、ちゃんとその通りに作業するぞ。 」

「おぉ～入力間違い防止にコピペかねぇ？
繰り返す作業じゃったら、パソコン上で動く
ロボット(RPA)で省力化できるんじゃ。」

「なんか、仕事取られた感じでちょっと複雑です。。」

「パソコン上で動くロボット？面白そうですね。
私が操作した通りにRPAが動くのかしら。」
(右上へ)

「作業はRPAに任せて、人間は考えたり判断したり
するのが仕事じゃなぁ。フォッフォッ。」
「なるほど！理解できました。」

前回のAI-OCRと今回のRPAを使って、入力する業務が自動化できました。
他にもエクセルにあるデータを別システムに入力することもできますよ。次回は同じ入力内容を避けるお話です。

【セキュリティ ワンポイント情報】 知り合いを装った電子メールにご注意！
電子メールの送信元は簡単に偽装できちゃうので、あたかも知人が送ったようなメールを受信することがあります。
もし不審メールを受信しても、①URLにアクセスしない、②添付ファイルを開かない、ことが大事です。

経営・創業に関する様々なご相談は
岡山県よろず支援拠点
【日 時】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）
【会 場】津山商工会議所

●お問い合わせ先 ℡ 086-206-2180

11～12月
日

付

イ ベ ン ト 名

15㈪

11
月

IT、IoTに関するご相談は
つやま産業支援センター

知財や特許、商標のご相談は
岡山県知財総合支援窓口

【日 時】毎週火・木曜日 10:00～16:00
（電話・オンライン相談対応可）
【会 場】つやま産業支援センター

【日 時】毎月第３水曜日 10:00～15:00
（オンライン相談対応可）
【会 場】つやま産業支援センター

●お問い合わせ先 ℡ 086-286-9711

●予約QRコードはこちら→ →
お問い合わせ先 ℡ 0868ー24-0740

役に立つイベント等のご案内
概

要

時

間

人間関係を中心とした営業活動重視から取引することによる具体
顧客が耳を傾ける効果的な 的なメリットの提案重視へと変化しました。自社との取引が顧客に
13：30～16：30
プレゼンテーション
ついて与えるメリットを的確に、短時間で伝える力について学びま
す。

16㈫

部下のやる気を高める
ノウハウ習得講座

17㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

18㈭

対人関係強化と
問題解決の進め方

19㈮

DXを事業へ落とし込む

19㈮

ITシステム構築

18㈭
19㈮

収益性向上のための
現場改善マネジメント
（全２日コース）

24㈬

健康経営セミナー

会

場

問

【オンライン】

①

部下の意欲を高めるノウハウと、モチベーションの高め方を実践
的に学び、職場と部下の同時成長を目指します。

9：30～16：15

【オンライン】

①

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

この研修では対人関係を向上し、問題解決を合理的に進める考え
9：30～16：15
方、進め方を楽しく、実践的に習得していただきます。

【オンライン】

①

DXが目指すのは事業変革です。自社の強みを再確認し、顧客に
とっての価値に訴えつつビジネスを変える、もしくはビジネスを創
る手法を習得します。

【オンライン】

①

9：30～12：30

DXに向けて、ITシステムを構築するステップには定石があります。
自社のIT資産を棚卸、分析しながら明日への一歩を踏み出す具 13：30～16：30
【オンライン】
①
体策を作り上げます。
生産計画／生産管理の生産性の向上を目指して、効率化、適正
化、最適化（改善）、安全性向上に向けたものづくりと収益の関係
9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ③
について理解し実践的な実習を通して、全体最適を考慮した収益
性の高い製造業の現場運営を行える能力を習得します。
アルネ・津山４階
大切な社員とその家族が心身ともに健康で長く働き続けられる職
14：00～16：00 地域交流センター ④
場づくりとは？取り組み事例を交えながらポイントを学びます。
【オンライン併用】

24㈬

「コロナ禍」のような大きな経営リスクへの備えとして、最も重要な
管理職なら知っておきたい、
取り組みは、環境変化の影響を受けた顧客志向や市場の変化を
コロナに打ち勝つ企業を作る
13：30～16：30
戦略に取り込める「しなやかな企業体質の構築」です。この研修で
『利益管理』
は利益管理の基本的な考え方を学びます。

【オンライン】

①

26㈮

この研修では、主体性・考（行）動力の向上とともに、それを成果に
若手社員の主体性を学び、
繋げるために主体性・考（行）動力とは何か、構成する要素とは何 9：30～16：15
考（行）動力を高める
か、どのように習得するかを学びます

【オンライン】

①

アルネ・津山４階
地域交流センター

④

Googleマイビジネス
活用セミナー
運用支援コース

1㈬

Googleが提供するサービスでGoogle検索やGoogleマップなどに自
分のお店情報を表示し、管理できる無料ツールです。（基本コース 14：00～16：00
受講者対象）

3㈮

経営法務リスクマネジメントの考え方、意義を踏まえ、法令遵守、
経営法務リスクマネジメント 社内ルール遵守の徹底を図り、社会の要求、期待に応えるための 9：30～16：15
組織マネジメントの取組の促進を図る事を目的とします。

【オンライン】

①

6㈪

クレーム対応の基礎・初動対応から、手強いクレーマーの対応ま
クレーム対応力
で多種多様なクレーム対応について学びます。個人・組織として
「初動対応の重要性」を学ぶ 必要なことや大切なことを学び、慌てることなく毅然とした対応を
身に付けます。

9：30～16：15

【オンライン】

①

10：00～15：00

津山市役所
東庁舎

②

12
月

15㈬

岡山県知財総合支援窓口
津山サテライト窓口

お問い合わせ先

中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応します。

①テクノサポート岡山
℡ 086-286-9661
③ポリテクセンター岡山 ℡ 086-246-2530

②岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711
④津山まちなかカレッジ
℡ 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

