
○○で困った そんな時は
商工会議所で
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《専門相談のお申込み方法》・高岡支所　52-3047
・猿投支所　45-1212
・松平支所　58-0025

・本　　所　32-4593
・上郷支所　21-0019

※予約制ですので、開講日の前営業日午前中までに
　開催場所の窓口又はお電話にて事業主経由で
　お申込みください。
※随時相談はお申込後2週間以内の開催を原則。

要
予
約

こくきん定例相談
最高1億2千万までの事業資金相談、新規開業者の方もご相談に応じます。

国 （日時：毎週木曜日 13：30～15：00）
（場所：本所）

信用保証相談
運転・設備資金の必要な方、愛知県信用保証協会相談員が応じます。

（日時：毎月第2水曜日 13：30～16：00）
（場所：本所）信

下請取引相談
下請けに仕事を発注したい方または受注したい方の相談に応じます。

（日時：随時　場所：本所）

労務相談
賃金・社会保険・就業規則・時短対策等相談に応じます。

（日時：随時　場所：本所）

発明特許相談
アイデア・デザイン・意匠登録・商標・サービスマーク等相談に応じます。

（日時：随時　場所：本所）

販売促進相談
集客・売上アップのためPOP・DM・イベントの相談に応じます。

（日時：随時　場所：本所）

EA21環境経営相談
認証・登録のメリット、導入までEA21の審査人が相談に応じます。

（日時：随時　場所：本所）

法律相談
商取引・債権回収・交通事故・契約等のトラブルの相談に応じます。

法 （日時：毎月第3月曜日 13：30～17：00）
（場所：本所）

パソコンセミナーパソコンセミナー

記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

税 税務相談 （日時：カレンダー参照 13：30～17：00）

不動産取引のあっせんに係る相談に応じます。

不動産取引相談 （日時：カレンダー参照 13：30～16：30）
（場所：本所）不

《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。

セミナー講師

小林 栄子氏 
（システムステーション）

※1 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　※2 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
※3 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。

定員：10名　主催：豊田商工会議所有料

14：00

～

17：00

14：00

～

17：00

開講日 時間 受講料内容
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　

6,000円
テキスト別売 ※1

2,000円

2,000円

3,000円
テキスト別売 ※2

6,000円
テキスト別売 ※3

４月２４日（火）
４月２５日（水）

【パソコン入門】
使用ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７

10：00

～

12：00
４月２６日（木）

【業務ソフト：青色申告】
みんなの青色申告13
体験セミナー

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。
※業務ソフトテキスト代は受講料に含まれます。

13：30

～

15：30
４月２６日（木）

【業務ソフト：販売管理】
ソリマチ販売王13
体験セミナー

売上伝票・入金伝票項目の入力で、請求書作成。
見積書作成から売掛管理・売上分析まで可能。

5月２2日（火）【文書作成】
Ｗｏｒｄ２０１０入門

Wordの基本操作、文字の入力、編集・
書式、表の作成と編集

5月２3日（水）
5月２4日（木）

【文書作成】
Ｗｏｒｄ２０１０初級

ワードアート、ＳｍａｒｔＡｒｔグラフィック、
図形、印刷

※業務ソフトテキスト代は受講料に含まれます。

FAX申込み　FAX 0565－32－1000

事業所名、受講者名、年齢、電話、ＦＡＸ、講座名、開講日、相談内容

①電話で空き状況をご確認ください。（電話 0565－32－4569 総務企画部）
②下記の事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。

《ＩＴ相談のお申込み方法》

※お申込み後、受講票をＦＡＸにて
　送付します。

IT相談
■ＩＴ導入・ＩＴ活用・ＩＴ人材育成・ホームページ作成・パッケージ選定
■ソフトの操作方法（Word、Excel、PowerPoint、Access）
■インターネット　■パソコントラブル など1時間（定員5名）

IT

中小企業のＩＴ化を支援・お手伝いを
させていただいております。パソコンの
操作方法からＩＴシステムの導入まで
何でもお気軽にご相談ください。
http://www.it-innovation.jp

ＩＴコーディネータ
福田 明弘氏 
（株式会社ＩＴイノベーション）

ＩＴコーディネータ
秋山 剛氏 

（株式会社ＩＴイノベーション）

ＩＴ相談員

相談は
 無料よ♪

講座名

そろばんコンクールで
全国１位を獲得
そろばんコンクールで
全国１位を獲得

「まさかの満点、全国一」

２０１１年全国そろばんコンクールの
中学校１年生の部（９９９名参加）で、
梶 匠詔（たくみ）さん（日本珠算連盟
豊田支部所属ＹＯＵ’Ｉ石川 竜神中学校）が
全国１位を獲得しました。

　小学生の時は先生に指導して
もらいながら毎日練習し、塾の
みんなと楽しくそろばんをして
いました。しかし、中学生になって
からは勉強と部活動で忙しく、
そろばんの練習が激減して
しまいました。
　今回の大会前も練習が不足し、
なかなか良い点が取れず不安な
気持ちで本番を迎えましたが、
まさかの満点。とても嬉しく、親に
報告する時、顔がにやけてしまい
ました。日本一の連絡を受けた
時、思わず「本当？ヤッター！」と
さけんでしまいました。
　今後は練習
を重ね、自信を
持って試験、
大会に臨める
ようにしていき
たいと思います。

梶さんのコメント

検定NEWS
（日時：カレンダー参照 14：00～17：00）

建設業許可
農地転用許可
入国管理局手続き
各種許認可

記入事項
開講場所 開講日
本　所 4月17日（火）、5月15日（火）
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