
内田縫製からは帽子やバッグなどの新作のほか約４年前に誕生後、まもなく
しておきた平成30年西日本豪雨によっ
て生地が全て廃棄になり、幻となって
いたレインボーデニムを昨年復活させ
この度、初の一般販売を行います。

末田工業所からは、使いやすさと
シンプルなデザインにこだわったコ
ンパクト財布を出品します。

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。

ものづくりコーディネーターコラム『一筆啓上仕り候』
３月～４月 役に立つイベント等のご案内

2023年

３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紙
です。つやまビジネス通信

企業／経営者のお役立ち情報

Topics

各種研修開催のご案内
異業種連携PF・Homing・東京国際家具見本市出展 他 開催報告

ハンズ新宿店「Okayama denim」へ出展

3月18(土)から３月31日(金)まで、ハンズ新宿店にて「Okayama denim」と
題してMADE IN TSUYAMA製品を出展します。

MADE IN TSUYAMAハンズ出展のお知らせ・津山工業高校生徒との交流会 開催報告

２月１６日(木)、地域の企業を知ってもらうことを目的に、津山工業高校ロボ
ット電気科２年生２９名と、津山ステンレス・メタルクラスター会員企業の経
営者や役員、関係機関など１３名が参加し交流会を行いました。

交流会ではグループごとに自己紹介を行った後、生徒から企業経営者に向け
たインタビューをする形で事業内容や会社の取り組みをヒアリングしました。
終盤ではインタビューの内容をワークシートにまとめて、クラス全体に共有し
ました。

参加した生徒から交流会を通して「将来のことを真剣に考えるきっかけにな
った」「地元就職も選択肢に入れたい」など、前向きな意見や感想を聞くこと
ができ、双方にとって有意義な会となりました。

この交流会は、学生が地域企業を知る、関心を持つ、進路の選択肢にする、
将来のUターン就職などの選択肢にする一つのきっかけづくりとして開催しまし
た。

交流会開催

期間：3.18SAT － 3.31FRI 10：00～21：00
最終日は19：00まで

会場：ハンズ新宿店（渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タイムズスクエアビル2F）



２月２８(火)から３月３日(金)まで、東京ビッグサイトで開催されたIFFT東京国際家具見本市に津山家具
TSUYAMA FURNITURE が出展しました。

IFFTでは、2021年より展開しているプロダクトを一堂に取り揃えて展示したほか、新作のプロトタイプ４
点の発表と、津山家具のコンセプト
を体現した新ロゴマークをお披露目
しました。

来場者からは、商談に繋がりそう
なもののほか、ブランドのテーマと
なっている森林循環への取組に関心
を寄せる声や、製品や素材の美しさ
を評価する声などをいただきました。

津山高専技術交流プラザ・津山商工会議所合同産学交流会 開催報告

３月２日(木)に令和４年度第２回津山高専技術
交流プラザ・津山商工会議所合同産学連携交流会
を行いました。会場の津山鶴山ホテルと並行して
オンライン配信も行い、合わせて約４０名の参加
者のもと開催しました。

講師に株式会社山本金属製作所 岡山研究開発
センターのMULTI INTELLIGENCE ビジネスユニ
ットリーダーの松田亮氏をお招きし、『機械加工
現場における“見える化”での課題発見と解決事例
』と題して、自社の生産性向上の取組や自社で開
発したツールを活用した収集手法とその分析手法
についてご講演いただきました。

また、情報提供として津山工業高等
専門学校 キャリア教育委員長の西尾
公裕 氏より「高専のキャリア教育の
推進状況」として、高専生の進路状況
の報告や、今後のさらなる連携の可能
性について提起いただきました。

西尾委員長

交流する参加者の皆様質問を受ける松田講師（右上）

２月２３日（木・祝）津山文化センターで
Homingビジネスプランコンテスト&基調講演を開
催しました。ビジネスプランのプレゼンテーション
では６名が発表、その後講師としてお招きした株式
会社中川政七商店 代表取締役会長 中川 淳 氏より
「すべてはビジョンからはじまる」と題し講演して
いただきました。

審査の結果、「学童保育向け出前授業派遣サービ
ス」を発表した山本 健太郎 氏がつやま産業支援セ
ンター賞を受賞しました。おめでとうございます。

Ｈｏｍｉｎｇ
ビジネスプランコンテスト
が開催されました

２月２０日（月）、グリーンヒルズ津山リージ
ョンセンター ペンタホールにて異業種連携プラッ
トフォームを開催しました。企業、C’snet会員、関
係機関から５０名の方に参加いただきした。株式会
社SASI 代表取締役 近藤 清人 氏よりデザイン経営
の重要性について講演いただき、その後交流会を行
いました。
クリエイターとのマッチングをメインに初めて開催
しました。今まで市内クリエイターと出会う機会が
あまり無かったため貴重な会となりました。

IFFT東京国際家具見本市に出展しました

異業種連携プラットフォームを
開催しました



プロに教わる
初心者向け写真撮影セミナー

スマホやデジカメを使って写真を撮影することが
日常的になっている今、うまく写真を撮ることは意外
に簡単ではありません。実際に撮影のプロからコツを
学んでみませんか？撮影終了後にはティーブレイクを
ご用意しています。

【会 場】 田町文化STORE（津山市田町19）

【定 員】 先着８名

【講 師】 合同会社クレアデザイン 小坂田 充 氏

【日 程】 ４月１４日(金) 15：00～17：00

【受講料】 ３，０００円（ケーキ&ドリンク付き）

お問合せ・お申込み
津山まちなかカレッジ事務局
TEL：0868-31-2232 FAX：0868-31-2252
ホームページ：https://machikare.jp/

パソコンスキルアップ講座

Excel応用講座①

SUM関数や表作成など基本的なことは出来るけど、
もっと関数を身につけて業務に活かしたいという方を
対象とした講座です。是非この機会にスキルアップを
目指してみましょう。

【会 場】 アルネ・津山4階 地域交流センター

【定 員】 ６名

【講 師】 株式会社キャリアプランニング 専任講師

【日 程】 ４月２５日(火) 13：30～16：30

【受講料】 ３，０００円

うさぎどし は
時代劇大好き いっぴつけいじょうつかまつりそうろう

ものづくりコーディネーターの 「一筆啓上仕り候」
※「一筆啓上仕り候」とは現代語で「簡単に申し上げます」という意味。

荒砂 三喜男CD 今月の一筆啓上 (自作川柳)

▼今年度に取り組んだマッチングテーマ (マッチング取組み総件数12件)
【プレス加工・樹脂成形・金型関連テーマ】
①プレス加工事業者A社(★津山) →プレス加工事業者B社(★市外)に外注移管
②プレス加工事業者L社(★市外) →金型製作事業者E社(津山)に金型発注
③プレス加工事業者N社(市外)   →金型製作事業者E社(津山)に金型発注
④樹脂成形事業者C社(市外) →プレス加工事業者L社(☆市外)にプレス部品外注
⑤樹脂成形事業者D社(市外)      →組立・検査請負事業者K社(津山)に組立外注委託

私の担当するコラムは今号で終了します。半年間、一筆啓上にお付き合いいただき、ありがとうございました。

本号では私が担当するコラムの締めくくりとして、ものづくりコーディネーター1年生として取り組んだマッ
チングについて紹介させていただきます。私は40年間、ものづくり企業に在籍し、代表的な量産手段である樹脂
成形とプレス加工、そしてそれに欠かせない金型というものに関わってきました。その経緯から、初年度は津山
地域における樹脂成形、プレス加工、金型をメインテーマとしてマッチングに取り組みました。その代表的な事
例は次のようなものです。 (★印は津山ステンレス・メタルクラスター会員企業、☆印は賛助会員企業)

願うのは 地域企業の 良いご縁

【機械加工関連他テーマ】
⑥機械装置製造事業者O社(市外) →機械加工事業者M社(★市外)に機械加工部品外注
⑦機械装置製造事業者Q社(☆市外)→配管加工事業者P社 (★市外)に配管加工部品外注

下図を参照ください 【マッチング状況】



発行元 つやま産業支援センター事務局（津山市産業経済部みらい産業課） 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

3
月

22㈬
岡山県知財総合支援窓口

津山サテライト窓口
中小企業の知的財産(知財）の悩みや課題に対応しま
す。

10：00～15：00
津山市役所

東庁舎
①

23㈭
R5年度

きらめき岡山創成ファンド
支援事業助成金 公募説明会

全業種で新技術・新製品の研究開発を対象に公募す
るきらめき岡山創成ファンド支援事業助成金につい
ての事前公募説明会・個別相談会を行います。

13：30～15：30
テクノサポート岡山

1階 大会議室
②

4
月

13㈭
or

14㈮
新入社員教育講座

組織の一員として上司や先輩との人間関係の重要性
を認識すると共に、チームで仕事をする上での気配
り、段取りについても学びます。

9：00～16：30
津山圏域雇用
労働センター

③

14㈮
プロに教わる初心者向け

写真撮影セミナー
スマホやデジカメを使って被写体をきれいに撮影す
るコツを学びます。

15：00～17：00 田町文化STORE ④

17㈪
～

19㈬
実践機械製図

機械設計／機械製図の現場力強化及び技能継承をめ
ざして、技能高度化に向けた設計現場で求められる
機械製図の規格から製作図に関する総合的かつ実践
的な知識、技能を習得します。

9：30～16：30 ポリテクセンター岡山 ⑤

18㈫
～

8/16
㈬

エコアクション21
認証取得研修会【全４回】

中小企業でも取り組みやすい「エコアクション21」
取得を目指す研修会を開催します。

13：30～16：00 オンライン ⑥

21㈮ kintone体験会
仕事をする上で効率よくコミュニケーションを取る
ために業務改善ツールとして使われているkintone。
実際にkintoneを操作しながら体験できる機会です。

14：00～16：00 PLATPORT ⑦

25㈫
パソコンスキルアップ講座

Excel応用講座①
SUM関数などはわかるけど、もっと便利に関数を使
いこなしたいという方向けの中級講座です。

13：30～16：30
アルネ・津山4階

津山地域交流センター
④

３～４月

①岡山県知財総合支援窓口 ℡ 086-286-9711 ②岡山県産業振興財団 ℡ 086-286-9651
③津山広域事務組合 ℡ 0868-24-3633 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岡山県環境保全事業団 ℡ 086-298-2122
⑦レプタイル株式会社 ℡ 0868-35-2405

●お問い合わせ先（予約）
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（予約）
岡山県知財総合支援窓口
℡ 086-286-9711

毎月第４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

お問い合わせ先

R5年度つやまエリア
オープンファクトリー開催について

令和５年度つやまエリアオープンファクトリーを２０２３
年７月２１日(金)～２２日(土)に行う予定です。

地元の小学生から大学生・高専生までを対象に、企業の魅
力を知っていただく年に一度の機会です。是非、多くの津山
圏域の企業様にご参加いただきたいと思います。

参加企業の募集は４月以降に予定しており、詳細について
はつやま産業支援センターのホームページに順次掲載予定で
す。どうぞよろしくお願いいたします。
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