
平成23年度
下期会費納入のお願い

豊田商工会議所会員の皆様へ

平成２3年度下期会費
（１０月～３月）の自動振替を
10月17日（月）に
実施いたします。

　なお、自動振替の手続きをされていない会員様
につきましては、納入通知書を11月中に送付いた
しますので、大変お手数をおかけして誠に恐縮に
存じますが、12月末日までにお振込み下さいます
ようお願いいたします。

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 「よくわかる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 「よくわかる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 「ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０セミナーテキスト基礎」  日経ＢＰ社 1.785円　　　 ※4 テキスト別売 「ゼロからはじめるブログ」  ＮＨＫ出版 1,365円
※5 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

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

13：00

～

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。

開催日時 平成２３年１0月22日（土）
10：00～16：00

開催場所 フォレスタヒルズ

投票基準 豊田の名物にふさわしい料理
投票方法 ①お目当てのお店で料理を購入

②料理購入時に渡される箸を投票
お問合せ おいでんグランプリ実行委員会　

（社）豊田青年会議所
TEL：0565－41－3111

当　　日
スケジュール

10：30 開会式
11：00 販売開始
14：30 開票
15：00 グランプリ決定

豊田ご当地グルメ王座決定戦！！
あなたの1票で、豊田の新名物が決まります。

cci.news

ひまわり商品券取扱店の皆様へ
換金期限にご注意ください！
ひまわり商品券取扱店の皆様へ
換金期限にご注意ください！

取扱金融機関 豊田信用金庫　本・支店
換金期限 平成２３年１１月１０日（木）まで

備　　考

お問合せ 震災復興支援ひまわり商品券
発行実行委員会事務局（豊田商工会議所内）
TEL：0565－32－4567
[受付時間：１０時～１６時]※土・日・祝除く

豊田市ＭＯＴ講座の
お知らせ

高年齢者及び障害者に係る
助成金等のご相談を！
高年齢者及び障害者に係る
助成金等のご相談を！

　愛知高齢・障害者雇用支援センターでは、事業主の
皆さまへ高年齢者や障害者の雇用に関する相談・援助、
助成金・奨励金の支給申請の受付、障害者雇用納付金
制度に基づく申告・申請の受付、障害者雇用に関する講習・
情報提供、啓発活動等の業務を実施しています。
　障害者雇用に係る助成金や、中小企業定年引上げ等
奨励金など、当センターの業務についてのお問い合わせは、
下記までお願いいたします。
　その際、「豊田商工会議所の会員です」と一言付け
加えていただければ幸いです。お問い合わせの状況に
より、豊田商工会議所での説明会も検討させていただき
ます。

おいでんグランプリ 開催！おいでんグランプリ 開催！「東日本大震災」義援金の
お礼とご報告
「東日本大震災」義援金の
お礼とご報告

　東日本大震災にて被災された地域の商工業者は
壊滅的な被害を被っており、少しでも支援に役立ちたい
という思いから、義援金を会員の方々に募りご協力を
お願いして参りました。
　その結果多くの会員の方々より心温まるご支援・ご協力を
賜りましたことを、厚く御礼申し上げます。皆様からの
ご支援により本・支所にて246,680円の義援金が
集まりました。この義援金は、９月１日付にて社会福祉
法人豊田市社会福祉協議会を通じ被災地へ寄付させて
いただきました。
　また、会員の皆様よりご納付の会費の一部から、
4,000,000円を日本商工会議所へ義援金として送金
いたしましたことを併せてご報告させていただきます。
　被災地の１日も早い復旧と復興をお祈りすると共に、
厚いご支援をいただきました皆様に、重ねて心より深く
感謝申し上げます。

イルミネーションストーリー2011
司会キッズ＆ご協賛募集の
お知らせ

6h
6,000円
テキスト別売 ※4

4h
4,000円
テキスト別売 ※5

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

Ｂ-１１２１11月21日（月）
11月22日（火）

Ｆ-１１２４11月24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）

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

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

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

【ソーシャルネットワーク】
ｆａｃｅｂｏｏｋ

【インターネット】
ブログ

初
級

中
級

初
級

　毎年、豊田市駅前ロータリー周辺で行われるイルミネーションストー
リーでは豊田市の小学4～6年生の方を対象として、駅前ロータリーの
イルミネーション点灯式を一緒に盛り上げてくれる司会キッズを募集して
います。詳細はイルミネーションストーリーinとよた2011のホーム
ページをご覧ください。
http://www.toyota.or.jp/illumination2011/

平成２３年１０月25日（火） 14：00～17：00
豊田商工会議所　２階　多目的ホール２０4
東和薬品株式会社 生産本部  生産管理部次長 河野 裕司氏

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/

豊田商工会議所まちづくり振興部　TEL：0565－32－4595お問合せ
豊田市中心市街地一帯（駅東ロータリー、コモ・スクエア他）開催場所

平成２３年１1月26日（土）～平成２4年１月9日（月）
17：00～23：00

事業期間

司会キッズ募集

　多くの企業・団体等からのご協力、ご支援をいただき実施させていただき
ます。10月21日（金）までに、まちづくり振興部までご一報ください。
（一口 3,000円～）

ご協賛のお願い

お問合せ
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
愛知高齢・障害者雇用支援センター　担当 金澤
ＴＥＬ：052－533－5625

お問合せ

日　　時
場　　所
講　　師

平成２３年１1月14日（月） 14：00～17：00
豊田商工会議所　２階　多目的ホール２０4
名古屋工業大学 産学官連携センター  教授 浜田 恵美子氏

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

利益を生む革新的原価計算システム・ＭＦＣＡ
（マテリアルフローコスト会計）

大学・企業との連携による新技術開発
～新規事業を成功に導く鍵～

ひまわり商品券の使用期限は
平成23年10月31日（月）までです。
お間違いのないようお願い致します。

「元気の源を灯そう！とよたライトタウン  Toyota Light Town」

期日を過ぎての換金は受付できません
ご注意ください

おいでんグランプリ 検　　索

青年部も参戦！

とよたcci.mail 2011／10月号9 とよたcci.mail 2011／10月号 10


