
『とよたcci.mail』
広告折込サービスのご案内
『とよたcci.mail』

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
※1月号へ折込希望の場合は、12月16日（金）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 「Ｅｘｃｅｌ関数組み合わせ超入門講座」  技術評論社 2.079円　　　　　　※2 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
※3 テキスト別売 「やさしく学べるＷｏｒｄ２０１０スクール標準教科書１」  日経ＢＰ社 ２,６２５円　　※4 テキスト別売 「やさしく学べるＷｏｒｄ２０１０スクール標準教科書２」 日経ＢＰ社 ２,６２５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 調査内容について コールセンター
TEL：0120－44－1034（通話無料）
調査員との連絡調整 豊田市役所庶務課統計担当
TEL：0565－34－6986（直通）

調査事項 従業者数などの基本的な項目のほか、
売上高や費用などの経理事項等

そのほか 提出された調査票は統計法により厳重に
秘密が守られ、統計以外の目的に使用される
ことはありません。

対　　象 全国すべての事業所及び企業
（農林漁家等を除く）

調査の目的 経済活動の実態を明らかにするための調査

　平成24年2月1日、全国一斉に平成24年経済センサス‐活動
調査を実施します。1月中旬から各事業所に調査員が調査票の
記入のお願いに伺います。事業を行う皆様のご理解ご協力を
お願いいたします。

cci.news
「とよた ｐａｒｔｎｅｒ ｓｈｏｐ」
豊田市地域協力認定店
ステッカー配布のご案内

建設業部会・
豊田経済懇話会の皆様へ
視察見学会開催のご案内

建設業部会・
豊田経済懇話会の皆様へ
視察見学会開催のご案内

平成２４年 経済センサス-活動調査
ご協力のお願い１２月受付開始の検定試験情報１２月受付開始の検定試験情報

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

申込
受付期間

【インターネット】 11/25（金）～1/11（水）
【 窓　　 口 】 12/5（月）～1/11（水）

開催日 平成24年2月12日（日）

お問合せ 総務企画部 検定試験担当　TEL：0565－32－4569

第１３０回 簿記検定試験（２・３級）第１９４回 珠算能力検定試験（１～３級）

申込
受付期間

【インターネット】 12/5（月）～1/20（金）
【 窓　　 口 】 12/15（木）～1/20（金）

開催日 平成24年2月15日（水）
申込

受付期間
【インターネット】 12/19（月）～1/25（水）
【 窓　　 口 】 1/10（火）～1/27（金）

開催日 平成24年2月26日（日）
第３９回１級・第６９回３級 販売士検定試験

『まちは人がつくる』講演会開催

　「豊田市商業振興条例」が昨年１２月に改正され「商業団体
（地域経済団体・商店街等）への加入による地域貢献を促進する
条例」が付加されました。
　この条例は、市、地域経済団体、商店街、商業者、大型店事業者が
連携し、『共働によるまちづくり』（商業振興及び地域貢献活動）の
推進を図るため、商業団体等への加入促進（組織強化）を目的に
定められたものです。
　会員の皆さまは、当会議所に所属して
いることで『共働によるまちづくり』にご協力
いただいておりますので、標題のステッ
カーを今月号に同封させていただきます。
　店頭等にご貼付いただき、ご利用くだ
さいますよう、ご案内申し上げます。

3h

2h

2h

6h

12月7日（水）

12月8日（木）

12月8日（木）

14：00

～

17：00

3,000円
テキスト別売 ※1Ｅ-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 ※2

3h 3,000円
テキスト別売 ※3

6h 6,000円
テキスト別売 ※4

Ｏ-１２１４

W-0124

W-0125

12月14日（水）
12月15日（木）

1月24日（火）

1月25日（水）
1月26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　

Wordの基本操作、文字の入力、編集・書式、表の作成と
編集

ワードアート、ＳｍａｒｔＡｒｔグラフィック、図形、印刷

【パソコン入門】
使用ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７

【文書作成】
Ｗｏｒｄ２０１０

入
門

初
級

　簿記は、企業規模の大小や業種、業態を問わずに、
日々の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と
財政状態を明らかにする技能です。ビジネスの基本で
あるコストを意識した仕事や、取引先の経営状況を
把握した上でのご提案など、経理担当者だけでなく、
全ての社会人に役立ちます。

日　　時 平成２4年１月12日（木）
14：00～16：00

会　　場 豊田市民文化会館　小ホール

入　場　料 無料 ※要申込（先着順）

主　　催 とよたの未来環境を考える会

お問合せ 担当：岩瀬・中原・丹羽
TEL：０５６５－３2－4593

お問合せ まちづくり振興部　担当：鈴木
TEL：０５６５－３2－4595

共　　催 豊田商工会議所建設業部会

日　　時 平成２4年 2月12日（日）～13日（月）
視　察　先 東京都「東京スカイツリー・根津美術館・

築地場外市場 等（予定）」

定　　員 ４０名（先着順）
※都内にて宿泊予定（1泊）

お問合せ 建設業部会　　　担当：岩瀬・中原・丹羽
TEL：０５６５－３2－4593
豊田経済懇話会　担当：小田・野呂
TEL：０５６５－３2－4568

参　加　費 ２０，０００円（宿泊費含む）

※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。

詳細及び申込方法については
下記までご連絡ください。

講師：建築家 安藤忠雄氏

詳細及び申込方法については
今月号の折込チラシをご覧ください。

※このお知らせは、豊田市商業振興条例に基づくものですが、当所会員事業所の
場合は、商業に関わらず全業種が豊田市地域協力認定店となります。
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