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広告折込サービスのご案内

（会　員）　 60,000円（税込）
（非会員）　100,000円（税込）

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
※12月号へ折込希望の場合は、11月21日（月）まで

事前に広告の内容を確認させていただきます。

料 金

サ イ ズ

納 品 日

備 考

■折込広告詳細

豊田商工会議所 総務企画部
TEL：0565－32－4568
E-mail：somu@toyota.or.jp

当所会報へ貴事業所の広告を折込みませんか。
発行数は全会員、各地商工会議所を含め
約6,300部！！
毎月1日より一斉発行しています。

お問合せ

のことならぜひ飛龍園におまかせください！！

豊田市竜神町飛越９２　ＴＥＬ０５６５－２８－２６６７豊田市竜神町飛越９２　ＴＥＬ０５６５－２８－２６６７

その他ご要望ございましたら
ご相談に応じます！！

１．茶ガラが出ずお手入れカンタン。
２．ホットでもアイスでも楽しめます。
３．お茶、コーヒーなど１２種類の中
　からお好みでお選びください。

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 「ゼロからはじめるブログ」  ＮＨＫ出版 1,365円　※2 テキスト別売 「これ１冊で完全理解ｆａｃｅｂｏｏｋ」 日経ＢＰパソコン 980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 「 よくわかる初心者のためのパソコン入門」 ＦＯＭ出版 1,050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。

講座名 開講日 講座番号 時間 時間数 受講料内容

豊田商工会議所からのお知らせ

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。

お問合せ 豊田公共職業安定所　雇用保険課適用係
TEL：0565－31－1400（代表）

労働者を一人でも雇用する事業主のみなさんは労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入しなければなりません。

　労働保険は、①労働者の方々が不慮の業務上災害・
通勤災害を被った場合、②失業した場合、③高年齢で
賃金が低下した状態で継続して働いている場合、④育児
休業及び介護休業の場合、⑤自ら職業に関する教育
訓練を受けた場合に給付を受けることができます。
　また、事業主のみなさんにも各種助成金の対象となる
制度です。
　労働保険の諸手続きについては、労働保険事務組合や
社会保険労務士を活用することもできます。
　まだ、加入の手続きをとられていない事業主のみな
さんは、今すぐ加入の手続きをしてください。

日　　時 平成２３年１1月28日（月）14：00～16：30
場　　所 豊田商工会議所 ２階 多目的ホール
参加申込 豊田商工会議所ホームページから

申込書をダウンロードしていただき、
要綱記入後FAXで豊田商工会議所まで
FAX：0565－32－1000

参　加　費 無料
定　　員 ２００名（先着申込順）
主催・共催 経済産業省・ジェトロ名古屋・豊田商工会議所
お問合せ 豊田商工会議所　担当：丹羽（にわ）

TEL：0565－32－4567

　本説明会は、経済産業省が包括許可取得・更新に
あたって参加を義務付けている適格説明会です。
　輸出関連業務に携わる方のご参加をお待ちして
おります。

オカリナの持つ素朴で優しい音色が、多くの人の心に
安らぎを与え、土が生み出す音色はどこか懐かしさを
感じる、そんな癒しのコンサートへぜひお越しください。

cci.news

「環境との共生をめざす
  次世代自動車の未来」
  セミナー＆展示会のご案内

「環境との共生をめざす
  次世代自動車の未来」
  セミナー＆展示会のご案内

豊田市ＭＯＴ講座の
お知らせ

豊田市からお知らせ豊田市からお知らせ

１人でも雇ったら、入ろう。
労働保険

安全保障貿易管理説明会
（適格説明会）を開催します
安全保障貿易管理説明会
（適格説明会）を開催します

豊田市制６０周年記念事業
宗次郎オカリナコンサート

　予期せぬ自然災害等に備えた、中小企業のリスクマネジメ
ントや事業継続計画（ＢＣＰ）についての講座です。

豊田市産業労政課　ＴＥＬ：0565－34－6643
〒471－8501 豊田市西町３－６０
とよた産業ナビ（ＨＰ）
http://sangyounavi.toyota.aichi.jp/

お問合せ 【申告・届出について】 豊田市役所 市民税課　ＴＥＬ：0565ー34ー6617
【納 税 に つ い て】　豊田市役所 納税課　　ＴＥＬ：0565ー34ー6619

お問合せ

エルタックスとは？

平成２３年１2月15日（木） 14：00～17：00
豊田商工会議所 ２階 多目的ホール
名古屋工業大学大学院社会工学専攻  教授 渡辺 研司氏

日　　時

場　　所

講　　師

無料参　加　費

４０名（先着順、予約優先） ※定員に満たない場合のみ当日受付可定　　員

所属・部署名・役職・氏名・住所・電話番号・FAX番号・メール
アドレスを記入し、メールかFAXで豊田市産業労政課まで
E-mail：sangyou@city.toyota.aichi.jp
FAX：0565－35－4317

予　　約

14：00

～

17：00
6h

4h

3h

2h

2h

6h

6,000円
テキスト別売 ※1Ｂ-１１２１11月21日（月）

11月22日（火）
ブログの書き込み、修正、写真の投稿、デザイン変更、レイ
アウト変更、ハイパーリンクの設定

【インターネット】
ブログ

13：00

～

17：00

4,000円
テキスト別売 ※2Ｆ-１１２４11月24日（木）

12月7日（水）

12月8日（木）

12月8日（木）

facebookとは、他のサービスとの違い、アカウント登録、
アルバム作成、ノート、メッセージ機能、ファンページ

【ソーシャルネットワーク】
ｆａｃｅｂｏｏｋ

14：00

～

17：00

3,000円
テキスト別売 ※3Ｅ-１２０７

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

【表計算】
　Ｅｘｃｅｌ２０１０関数

9：30

～

11：30
2,000円Ｚ-１２０８

伝票入力で減価償却管理・家事関連計算表・合計残高
試算表・青色申告決算書などが自動集計。

【業務ソフト：財務管理】
ソリマチ会計王12 体験セミナー

13：30

～

15：30
2,000円Ｋ-１２０８

勤怠項目の入力で,毎月の給与計算を処理。所得税や社会保険・
1年間の給与・賞与データを自動計算。源泉徴収票の作成。

【業務ソフト：給与管理】
ソリマチ給料王１２ 体験セミナー

14：00

～

17：00

6,000円
テキスト別売 ※4Ｏ-１２１４12月14日（水）

12月15日（木）
パソコンとは、ウィンドウ操作、文字入力、インターネット、
メール作成、ファイルの管理、パソコントラブルの解消　

【パソコン入門】
使用ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７

「リスクマネジメントと事業継続マネジメント
  ～従来型ＳＣＲＭの限界とこれから～」

平成２３年１２月１９日から、
ｅＬＴＡＸ（エルタックス）がバージョンアップします！

地方税に関する手続きをインターネットを介して電子的に行うシステムです。
何が変わるの？
従来どおりの電子申告（届出）が可能な上に、電子納税までできるように
なりますので、事業者が行う手続きのほとんどがインターネット経由で行う
ことができるようになります。

エルタックスならほかにもこんなに便利！
●自治体へ提出する申告書や届出書をパソコンから送信できます。
●複数の自治体への申告（届出）もまとめてできます。
●エルタックスホームページから無料でダウンロードできる申告書等作成
ソフト（PCdesk）を使えば簡単に申告書や届出書、給与支払報告書を
作成することができます。

電子納税対象税目：個人住民税（特別徴収分）、法人住民税、事業所税

さらに便利になったエルタックスをぜひご利用ください！

エルタックスヘルプデスク　ＴＥＬ：0570ー08ー1459
※エルタックスホームページ（http://www.eltax.jp/）に利用方法などが詳しく掲載されています。
【　　　　　　　　】エルタックスの
利用手続きについて

ジョイント フジオカリーナ、
豊田市少年少女合唱団

公　演　日 平成２３年１1月19日（土）
17：00開演

会　　場 豊田市民文化会館　大ホール
入　場　料 Ｓ席3,000円

Ａ席2,000円

お問合せ 豊田市民文化会館
TEL：０５６５－３３－７１１１

チケット発売 文化会館窓口・
インターネット・
電話予約にて好評発売中

トヨタ自動車と三菱自動車の講演と企業ＰＲ展示会
平成２３年１1月8日（火） 10：30～16：30
内セミナー：13：00～16：00
刈谷市産業振興センター（あいおいホール）
「サステナブルモビリティとスマートコミュニティを
  支える新技術・産業－豊田市低炭素社会システム
  実証プロジェクト」

日　　時

場　　所

所属・部署名・役職・氏名・住所・電話番号・FAX番号を記入し、
メールかFAXで一般社団法人地域問題研究所まで
　　　　E-mail：okude@chimonken.or.jp
　　　　FAX：052－232－0020

参加申込

一般社団法人地域問題研究所　担当：奥出、池田
　　　　ＴＥＬ：052－232－0022

お問合せ
事　務　局

トヨタ自動車株式会社
技術統括部 担当部長　岡島 博司 氏

「ＥＶが切り拓く自動車の未来－三菱自動車のＥＶ戦略」
三菱自動車工業株式会社
　開発本部 副本部長　久米 建夫 氏

講　　師

※業務ソフトテキスト代は受講料に含まれます。

※業務ソフトテキスト代は受講料に含まれます。
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