
『とよたcci.mail』
広告折込サービスのご案内
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。

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（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
※10月号へ折込希望の場合は、9月22日（木）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

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

イベントなどに合わせて
お申し込みください。

通常のDMやポスティングに比べ、
安価なコストでPRが可能です。

１件当たりなんと9.5円！！（会員料金）

■広報誌『とよたcci.mail』詳細

■折込広告詳細

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 「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 「やさしくわかるデジカメ写真整理＆活用入門」 技術評論社 945円
※3 テキスト別売 「よくわかるＥｘｃｅｌ２０１０スクール標準教科書１」  日経ＢＰ社 ２,625円　　※4 テキスト別売 「よくわかるＥｘｃｅｌ２０１０スクール標準教科書２」  日経ＢＰ社 ２,625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

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

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。

※愛知学泉大学キャンパス内にて開講

2011年度
資格試験対策講座のご案内
2011年度
資格試験対策講座のご案内

cci.news
豊田市ＭＯＴ講座
「経営革新と地域型
  ビジョナリーカンパニー」

この秋 資格取得のチャンスです！

９月受付開始の
検定試験情報
９月受付開始の
検定試験情報

申込受付期間 【インターネット】 9/20（火）～10/19（水）
【 窓　　 口 】 9/30（金）～10/21（金）

※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/）

開催日 平成23年11月20日（日）

申込受付期間 9/13（火）～10/14（金）
開催日 平成23年11月27日（日）

お問合せ 総務企画部 検定試験担当　TEL：0565－32－4569

第１２９回 簿記検定試験（１～３級）

第２７回 福祉住環境コーディネーター
　　　　検定試験（２、３級）

申込受付期間 9/20（火）～10/21（金）
開催日 平成23年12月4日（日）

第３１回 カラーコーディネーター
　　　　検定試験（１～３級）

申込受付期間 9/27（火）～10/28（金）
開催日 平成23年12月11日（日）
第３０回 ビジネス実務法務検定試験（１～３級）

豊田市からお知らせ
９月１日～９月１０日は
屋外広告物適正化旬間です

6h
6,000円
テキスト別売 ※1

6h
6,000円
テキスト別売 ※2

6h
6,000円
テキスト別売 ※3

6h
6,000円
テキスト別売 ※4

6h
6,000円
テキスト別売 ※5

Ｏ-０９２１9月21日（水）
9月22日（木）

Ｄ-０９２８9月28日（水）
9月29日（木）

Ｅ-１０１２
10月12日（水）
10月13日（木）

Ｅ-１０１９
10月19日（水）
10月20日（木）

Ｐ-１０２６
10月26日（水）
10月27日（木）

パソコンへの取り込み、修整、アップロード、アルバム、合成、
スライドショー、印刷、Windows Liveフォトギャラリー

パソコンとは、ウィンドウの操作、文字の入力、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　

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

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

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　

【表計算】
Ｅｘｃｅｌ２０１０

【プレゼンテーション】
PowerPoint２０１０

【デジカメ写真】
整理＆活用入門

【パソコン入門】
使用ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７

初
級

中
級

初
級

　中小企業・ベンチャー企業の成長には、経営革新と経営
品質が重要です。それを実現するためのキーワードとなる
「進化」と「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」についての講演です。

　国では、平成２２年度から景観との調和を欠いた屋外広告物の是正・
適正化を図るため、毎年９月１日から１０日までを屋外広告物適正化旬間
として設定し、その普及・意識啓発を推進しています。また、豊田市においても、
美しく安全で住みよいまちをつくるため「豊田市屋外広告物条例」を定めて
います。

■屋外広告物とは、屋外に表示するポスター・はり紙・はり札・立看板・
広告板・広告塔などをいい、これらを表示するときは、原則として許可が
必要になります。また、景観の保全や安全のため、屋外広告物の出せ
ない場所（地域）がありますので、事前にご相談ください。
■市内に屋外広告物を設置している事業者や広告業者の方は、この
機会にご自分の管理している看板等について未申請がないか、確認を
お願いします。また、台風シーズンも近づいておりますので、看板に
老朽化等がないか、点検もあわせてお願いします。

■市では、ボランティア団体による違反広告物の除却活動を推進して
おります。事業所単位での参加も受け付けておりますので、美しく安全で
住みよいまちをつくるため、ぜひ活動にご参加いただきますようお願い
申し上げます。

〒471－8532 豊田市大池町汐取1
愛知学泉大学 豊田学舎就職課　
TEL：0565－35－1009　FAX：0565－35－7499
E-mail：jobhunt@gakusen.ac.jp　

お問合せ

平成２３年１０月４日（火） 14：00～17：00日　　時
豊田商工会議所　２階　多目的ホール２０２場　　所
兵庫県立大学大学院経営研究科　教授 佐竹 隆幸氏講　　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

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

豊田市役所 都市整備部 都市計画課 景観担当
TEL：0565－34－6620

お問合せ

No. 講座名称 日程 受講料 申込締切 試験日

1 秘書技能検定2・3級 9/16（金）11/13（日）17,000円
（テキスト代含む）

9/24～10/15
（4日間）

9/16（金）11/20（日）18,000円
（テキスト代含む）

9/24～11/12
（6日間）

9/22（木） 1/22（日）28,500円
（テキスト代含む）

10/1～1/7
（10日間）

9/30（金） 12/4（日）14,000円
（テキスト代含む）

10/8～11/12
（4日間）

10/14（金） 2/15（水）18,000円
（テキスト代含む）

11/5～12/3
（5日間）

日商簿記検定3級

ファイナンシャル・
プランニング
技能検定3級

ビジネス能力検定3級

日商販売士検定3級

2

3

4

5

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、経理担当者だけではなく、
全ての社会人に役立ちます。

　日本政策金融公庫岡崎支店（旧国金）では、この度の東日本
大震災により、資金繰りの悪化等、支障をきたす恐れのある中小企業の
皆様を対象に「東日本大震災復興特別貸付」を創設しました。優遇
金利、資金繰り緩和措置など実施しており、より円滑に、スピーディに
きめ細やかな対応をさせて頂いております。是非ご相談を！

「東日本大震災復興
　特別貸付」のご案内
「東日本大震災復興
　特別貸付」のご案内

こくきんは中小企業のみなさまを積極的に応援します！

日本政策金融公庫・岡崎支店　担当 荒井
〒444－0043 岡崎市唐沢町１－４－２
TEL：０５６４－２４－１７１１

お問合せ

『マル経融資（経営改善貸付』 無担保・無保証人

融資限度額 ４，８００万円　　返済期間 ８年以内
設　　　備 15年以内　　　金　　利 １．６５％～（固定金利）

融資限度額 １，５００万円　　返済期間 ７年以内
設　　　備 10年以内　　　金　　利 １．８５％（固定金利）

『東日本震災復興貸付（震災セーフティネット関連）』

商工会議所の経営指導を受けている企業で商工会議所の推薦を
受けた方が利用出来ます。

毎週木曜日午後 豊田商工会議所定例相談日
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