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広告折込サービスをご活用下さい

約6,300部
会員事業所、公官庁、関係機関、各地商工会議所
毎月1日

（会　員）　 60,000円
（非会員）　100,000円

A４　※A4以上は折った状態で納品

折込希望月の前月20日前後までに完了
※6月号へ折込希望の場合は、5月２3日（月）まで

事前に広告の内容を確認させていただきます。

発行部数
発 行 先
発 行 日

料 金

サ イ ズ

納 品 日

備 考

■広報誌『とよたcci.mail』詳細

■折込広告詳細

お問合わせ　総務企画部 会報担当
　　　　　　TEL：0565－32－4568

パソコンセミナーパソコンセミナー
定員：10名　主催：豊田商工会議所

汎用機のプログラマー・システムエンジニアを経験した後、平
成元年システムステーションを創業。Wo r d、E x c e l、
PowerPoint、ホームページビルダー、コンピュータ概論、
CAD、会計・給与・販売管理などの各種アプリケーションソフト
の教育・販売。各企業に赴き社内教育、セミナーを実施。

セミナー講師《パソコンセミナーのお申込み方法》
システムステーション　担当 ： 小林　〒471－0803 愛知県豊田市泉町2－7－11
ＴＥＬ 0565－80－3055　ＦＡＸ 0565－80－3071　Ｅ-ｍａｉｌ ｏｋｏ＠ｓｕｎ-ｉｎｅｔ.ｏｒ.ｊｐ
◆お申込み後、受講票をＦＡＸかE-mailにて送付します。
◆受講票に振込先を記載してありますので、受講前迄に手数料負担にて振込をお願いします。

小林 栄子氏 
（システムステーション）

※1 テキスト別売 「Ｅｘｃｅｌ２０１０セミナーテキスト基礎」 日経ＢＰ社 １,７８５円　   ※2 テキスト別売 「Ｅｘｃｅｌ２０１０セミナーテキスト応用」 日経ＢＰ社 １,９９５円　        ※3 テキスト別売 「Ｅｘｃｅｌ関数組み合わせ超入門講座」 技術評論社 ２,０７９円
※4 テキスト別売 「Ａｃｃｅｓｓ２０１０セミナーテキスト応用」 日経ＢＰ社 １,９９５円　※5 テキスト別売 「ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０セミナーテキスト基礎」 日経ＢＰ社 1,785円　※6 テキスト別売 「ドリルで学ぶ Ｊｗ_ＣＡＤ」 日経ＢＰアーキテクチュア社 ２,９４０円

業務ソフトを除いて、各講座はテキスト別売。必要な方は講座と一緒にお申し込みください。

14：00

～

17：00

Ｅ-０５２４

Ｅ-０５３０

9h

6h

講座名 開講日 講座番号 時間 時間数 受講料

9,000円
テキスト別売 ※2

6h 6,000円
テキスト別売 ※1

6,000円
テキスト別売 ※3

内容

よく使われる関数（IF・VLOOKUP）、ピボットテーブル、入力規制、条件付
き書式、複合グラフ、データーバー、アイコンセット、データベース機能。

Ｅ-０５18 表計算ソフトの概要、データ入力・編集、罫線、簡単な
計算式、関数、絶対・相対参照、グラフ作成。

複数の条件を満たすものを集計など、関数の組み合わ
せの基本例題＋実践例題の実力講座。

５月２４日（火）
５月２５日（水）
５月２６日（木）

6月14日（火）
6月15日（水）
6月16日（木）

6月２8日（火）
6月２9日（水）
6月30日（木）

5月18日（水）
5月19日（木）

５月３０日（月）
５月３１日（火）

【表計算】
Ｅｘｃｅｌ２０１０

【データベース】
Ａｃｃｅｓｓ２０１０

【プレゼンテーション】
PowerPoint２０１０

豊田商工会議所からのお知らせ

笑顔あふれるホコテンサンデー！
ふれ愛フェスタ2011
笑顔あふれるホコテンサンデー！
ふれ愛フェスタ2011

俳句募集！
おかみさん会‘俳句会’
俳句募集！
おかみさん会‘俳句会’

豊田商工会議所ＩＴルームでは１年を通してパソコンセミナーを実施しております。
各企業、事業所の社内教育・ＩＴスキルアップ・ＰＣ導入時の教育などのご利用をお待ちしております。

中
級

初
級

関
数

A-０614 9h 13,500円
テキスト別売 ※4

データベースの設計、リレーションシップの作成、クエリ・
フォーム・レポートの活用、ピボットテーブルの活用。

上
級

P-０622 6h

10.5h

6,000円
テキスト別売 ※5

PowerPointについて、スライドの作成、画像・クリップアート・
表・Excelデータの挿入、図形の作成、スライドショーの実行。

C-０628 15,750円
テキスト別売 ※6

画面構成、クロックメニューの操作、基本図形の作成・
編集、文字・数値入力、レイヤー、属性取得・変更、寸法線。

6月22日（水）
6月23日（木）

初
級

日　時 平成23年5月29日（日）
10：00～16：00

場　所 豊田市中心市街地一帯
イベント

主　催 ふれ愛フェスタ実行委員会
お問合せ ふれ愛フェスタ実行委員会事務局

豊田まちづくり（株） ＴＥＬ：0565－33－0002

駅前が歩行者天国になって「東海プロレス
スーパーファイト」や「大道＆ちんどんパフォー
マンス」「ころも寄席」などなど、1日中楽しめる
イベントが盛りだくさん！また、「とどけ元気！
とよたの街から！！」を合言葉に各会場に東日本
大震災義援金箱を設置し、被災地を応援し
ます！是非お越しください。

　７月７日(木)にコモ・スクエアイベント広場にて開催予定のおかみさん会
七夕まつり第２回俳句会では俳句を募集します。みなさまから寄せられた
句は会場に飾ります。お題は｢七夕｣と｢夏｣の自由句。入賞者には賞品を
用意します。ご応募お待ちしています。（賞品は、当日または後日パブリカ
にてお渡しします。ご応募いただいた短冊は返却できません。）

募集期間 平成23年5月1日（日）～6月20日（月）
選　者 小澤 光洋 先生
応募方法

パブリカ 豊田市喜多町3－19（三重銀行となり）
開設時間 10：00～19：00（原則 年中無休）

郵送の場合 471－0027 豊田市喜多町3－19
株式会社 夢現 俳句係まで（郵送費はご負担願います）

お問合せ 豊田商工会議所  まちづくり振興部  TEL：32－4595

主　催 とよた下町おかみさん会
HPアドレス http://www.toyota-okami.com

cci.news

5月受付開始の
各種検定試験
5月受付開始の
各種検定試験

試験日 平成23年7月9日（土）
申込受付期間 【インターネット】 5/13（金）～6/15（水）

【 窓　　 口 】 5/23（月）～6/15（水）
お問合せ 検定試験担当　TEL：0565－32－4569

※詳しい内容は当所HP（http://www.toyota.or.jp/）
　検定試験情報をご参照ください。

試験日 平成23年7月24日（日）
申込受付期間 5/10（火）～6/10（金）
申込受付 検定センター：03－3989－0777

HP：http://www.kentei.org/
お問合せ 総務企画部 検定試験担当

TEL：0565－32－4569

　建設業者の皆様にとって最大の関心事であります「平成２３年
４月改正の経審対策研修会」を下記とおり開催いたしますので、
多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

建設業部会の皆様へ
「経営事項審査」研修会
開催のご案内

中小企業大学校
瀬戸校受講料助成！！
中小企業大学校
瀬戸校受講料助成！！

　豊田商工会議所の会員である
中小企業者又はその従業員等が
経営に必要な知識を学ぶため、
中小企業大学校瀬戸校の研修を
受講した場合に、受講料の一部を
助成いたします。

助成額 １　人 1，０００円／日
限度額 １会員 ５０，０００円／年間

お問合せ 豊田商工会議所 山田
TEL：0565－３２－４５９３

申請期限 研修終了後３０日以内

「これでバッチリ！あなたの会社の経審対策」

歩行者天国の
区間もあって、
とっても

歩きやすいヨ！

七夕で一句 お題「七夕」など震災復興支援
ひまわり商品券の
印刷業者を募集

震災復興支援
ひまわり商品券の
印刷業者を募集

（１）商品券１１０万枚企画印刷
（２）商品券チラシ約１３万部企画印刷
（３）その他

【ＣＡＤ】
Ｊｗ_ＣＡＤ

第68回 3級販売士検定試験 受付開始

第10回 環境社会（eco）検定試験 受付開始

日　時 平成23年6月2日（木） 15：00～
会　場 豊田商工会議所 ２階　多目的ホール
講　師 行政書士  浅井 恒和 氏
参加費 無料
定　員 １００名
参加申込 「参加事業名：６／２ 経審対策研修会」及び

「事業所名・参加者氏名・電話番号」をご記入
の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。

申込及び
問合先

建設業部会担当：岩瀬・中原・丹羽
TEL：0565－３２－４５９３
FAX：0565－３２－1000

※天候などの都合により、イベントが変更になる
　場合がございますので、ご了承ください。

短冊（まちなか活動センター「パブリカ」に用意して
ありますが、３０㎝×１２㎝くらいなら何でもOK）に
俳号（ペンネーム）と句、裏に住所、氏名、電話番号、
年齢、メールアドレスを明記の上、パブリカの応募箱
に入れてください。

受付期間 成２３年５月９日（月）～５月１１日（水）
申込方法

業務概要

豊田商工会議所会員、（協）豊田市商店街連盟
会員、豊田市商業協同組合組合員、市内
商工会会員のいずれかに加入していること

参加資格

豊田商工会議所 総務企画部 加藤、小田
豊田市小坂本町１－２５
TEL：0565－32－4568

お問合せ

５月１３日（金）１４：００～
豊田商工会議所会議室
※入札説明会を欠席された場合は参加資格はありません

入札説明会

豊田商工会議所 本所３階窓口にて申し込み
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