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（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
※3月号へ折込希望の場合は、2月20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 「やさしく学べるＥｘｃｅｌ２０１０スクール標準教科書１」  日経ＢＰ社 ２,６２５円　　※2 テキスト別売 「やさしく学べるＥｘｃｅｌ２０１０スクール標準教科書２」 日経ＢＰ社 ２,６２５円　
※3 テキスト別売 「よくわかるＥｘｃｅｌ２０１０関数テクニック」  ＦＯＭ出版 ２,415円

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

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。

セミナーの詳細につきましては、豊田商工会議所ホームページをご覧ください。
http://www.toyota.or.jp

　今回で６回目となります「とよた西町はしご酒」が下記内容にて
実施されます。
　参加店数は３５店（前回は３２店）でさらにパワーアップ、今回
初参加のお店もありますので、この機会に西町へ足をお運び
いただき、お店発見・飲み歩き・食べ歩きをお楽しみください。

cci.news

ＷＥＢ活用セミナーＷＥＢ活用セミナー 第6弾
とよた西町はしご酒 開催

14：00

～

17：00

講座名 開講日 講座番号 時間 時間数 受講料内容

6h
6,000円
テキスト別売 ※1

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Ｅ-０２１５2月15日（水）

2月16日（木）
【表計算】
Ｅｘｃｅｌ２０１０

初
級

6h
6,000円
テキスト別売 ※2

よく使われる関数（IF・VLOOKUP）、入力規制、
条件付き書式、データベース機能、スパークライン、
ＳｍａｒｔＡｒｔ、印刷機能の活用

Ｅ-０２２２2月22日（水）
2月23日（木）

中
級

9h
9,000円
テキスト別売 ※3

請求書・売上データの集計・賃金計算書・出張旅費
伝票・社員情報の統計など、ビジネス必須の基礎
知識も合わせて習得

Ｅ-０３１９
3月19日（月）
3月21日（水）
3月22日（木）

【表計算】
Ｅｘｃｅｌ２０１０関数
ビジネス活用編

主　　催 西町商店街協同組合
詳細は「西町商店街」ＨＰでご確認ください。

開　催　日 平成24年 3月6日（火）・7日（水）
チケット
5枚つづり

前売り券 1冊３，０００円 ※３月２日（金）まで
当　日　券 １冊３，５００円
２日間で使い切れなかったチケットは、開催日翌日
から４月８日（日）まで西町商店街加盟店で６００円の
金券として使用できます。

　よく耳にするクラウドを中小企業はどのように活用できるのか、
クラウドを活用した中小企業が利用し易いＥＤＩ・基幹システムについて
セミナーを開催します。
　本セミナーでは、クラウド／ＳａａＳ時代への対応を目指す中小企業の
皆様におけるＥＤＩ・基幹システムの利用の方向性をご提案します。

中小企業向けクラウド型
ＥＤＩ利用促進セミナー

主催：経済産業省 中部経済産業局　協力：豊田商工会議所

日　　時 平成２4年2月20日（月） 13：30～17：00
場　　所 豊田商工会議所２階 多目的ホール

参　加　費
お問合せ

無料 ※要申込（先着順）
委託事業事務局
（株）グローバルワイズ セミナー担当 
TEL：0566－61－2060　FAX：0566－61－2061

　「労働基準法」「労働契約法」等について、労使双方が
その内容を知らないことで発生する労使紛争は少なくあり
ません。本講座にて労働法を理解していただくため、開催
いたします。多くの方のご参加をお待ちしております。

夜間労働法講座のご案内
主催：愛知県西三河県民事務所主催：豊田経済懇話会

日　　時 平成２4年2月22日（水） 18：00～21：00
場　　所 豊田産業文化センター 4階 大会議室
講　　師 柴田 洋二郎 氏（中京大学法学部准教授）他
内　　容 「知っておきたい労働法の基礎知識」等
定　　員 100名（先着順）
参　加　費

申　込　み

お問合せ

無料
電話又はFAXで下記まで
愛知県西三河県民事務所産業労働課
豊田加茂産業労働・山村振興グループ
TEL：0565－32－7498
FAX：0565－32－6470

経済講演会を開催します

日　　時 平成２4年3月6日（火） 15：00～16：30
場　　所 豊田産業文化センター 小ホール
講　　師 日本銀行名古屋支店長 櫛田誠希氏
参　加　費 無料
定　　員 150名（経済懇話会及び法人会会員優先、先着順）
申込締切

聴講申込
お問合せ

２月末日または定員になり次第締切とさせて
いただきます。「受講票」は発行いたしません。
定員に達した場合はご連絡いたします。
豊田経済懇話会事務局
豊田商工会議所 小田、野呂
ＴＥＬ：０５６５－３２－４５６８

～クラウドでどう変わる？中小企業のＩＴ経営～

◆基調講演

◆先進事例

『新時代の中小企業のＩＴ活用法』
ニフティ（株） 久保田朋秀氏
小島プレス工業（株）、（株）八幡ねじ、
（株）グローバルワイズ

※詳細及びお申込方法については、今月号の折込チラシを是非ご覧ください。

■会　　　場：豊田商工会議所（愛知県豊田市小坂本町１－２５）　　　■受　講　料：会員無料（非会員1万円）　　　■定　　員：４５名（先着順）　　　■主　　催：豊田商工会議所
■お申込方法：下記事項を明記の上、E-mail：tamada@toyota.or.jp または ＦＡＸ：０５６５－３２－１０００にてお申込下さい。
　　　　　　　◆受講者名、事業所名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、E-mail　◆画像加工講座受講希望日「3/5～3/9」の間でご選択下さい（いずれの日でも良い場合は「指定なし」と記入）
　　　　　　　◆フェイスブック講座（3/14）でのノートパソコン持込の可否（ＰＣ持込可の場合、無線LAN・有線LANの有無）
■お問合せ先：豊田商工会議所 産業振興部 玉田  ＴＥＬ：０５６５－３２－４５９４　ＦＡＸ：０５６５－３２－１０００　E-mail：tamada@toyota.or.jp

デジカメ撮影技術基礎講座
ＷＥＢのためのデジカメ撮影テクニックセミナー

一度のお申込みで、4つの講座が受講できます。

WEBサイトの表現力強化のためのデジカメ撮影テクニックを養成します。

WEBサイトの表現力強化のための画像加工能力を養成します。
（フォトショップエレメンツ１０使用）

フェイスブックの基礎やビジネスチャンスにつなげるためのノウハウを
わかりやすく解説します。

クラウドとは何か、クラウドで何ができるのかをわかりやすく解説し、実際の
ビジネスにどのように活用できるのかを紹介します。

画像加工基礎講座
ＷＥＢのためのフォトショップエレメンツセミナー

Facebook（フェイスブック）ビジネス活用基礎講座

クラウドのビジネス活用講座

２月２８日（火）
９：００～１２：００（３時間）
会場：２階201・202

３月５日（月）～３月９日（金）
１０：００～１７：００（６時間）

※いずれか１日受講
会場：４階ＩＴルーム

３月１４日（水）
１０：００～１７：００（６時間）

会場：２階201・202

３月２１日（水）
１４：００～１７：００（３時間）

会場：２階201・202

・デジタル一眼レフカメラ またはコンパクト
　デジタルカメラ
・メモリーカード（デジカメ用）
・カメラの取扱説明書

・ＵＳＢメモリ
　（作成されたデータをお持ち帰りいただくため）

・ノートパソコン（フォトショップエレメンツ10
　体験版のインストールが必要〈ソフト代無料〉）
・商品、会社、自分自身の写真データ
※ノートパソコンをご持参されない場合は、
　講師のパソコン画面を見ながらの学習となります。

日　 　時 講　　座 ご持参頂くもの

お待たせしました！

チケット販売所
◎参加各店
◎西町商店街事務所（月・水・金 10時～15時）
◎マツザワクリーニング（月～土 9時～19時）
◎呉服のゆたか（月・水～日 10時～19時）
◎パブリカ（三重銀行豊田支店西隣 無休10時～18時）
◎豊田市商店街連盟事務局（豊田商工会議所３階 月～金 祝祭日を除く10時～16時）

　豊田経済懇話会（会長：小幡鋹伸 名古屋東部陸運（株）
代表取締役会長）では毎年、日本銀行名古屋支店長を講師に
お迎えして経済講演会を開催しております。（共催：（社）豊田
法人会、豊田商工会議所）
　今回の講師は、平成２３年５月に着任された櫛田誠希氏
です。是非ご聴講ください。

くし　だ しげ　き
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