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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
※2月号へ折込希望の場合は、1月23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Ｗｏｒｄ２０１０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Ｗｏｒｄ２０１０スクール標準教科書２」 日経ＢＰ社 ２,６２５円
※3 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　　※4 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　

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。

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。

平成24年1月10日(火)まで
総務企画部　担当：小田　TEL：０５６５－32－４５６８

場　　所 豊田商工会議所2階 多目的ホール
◆基調講演「外国人労働者を取り巻く環境とこれからの課題」
　名古屋市立大学名誉教授 村井 忠政氏
◆「愛知県における取り組み」
◆「外国人の立場から企業に望む外国人雇用及び活用」
◆「とよた日本語学習支援システムが提案する企業での日本語教育」
◆「外国人を雇用する企業の声」
参　加　費
申込期限
お問合せ

無料

日　　時 平成24年 1月12日（木） 13：30～16：00

　近年の景気後退、東日本大震災などの影響で、外国人を取り
巻く環境は大きく変化してきています。
　これからの時代においてどのような外国人雇用が求められる
のか、様々な視点から提案し、外国人労働者と企業の未来に
ついて考えるためのセミナーを開催します。

　「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。

cci.news
豊田市よりお知らせ
平成24年1月17日に
サイレンを鳴らします

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

外国人労働者憲章セミナー
「外国人労働者と企業の未来」

　私は小学２年生の冬にそろばん教室に入りました。小学４年生
１０月の試験で１級に受かった後、満点合格を目指しましたが、
簡単にはいかず、何回も落ちました。その度にとても悔しくて、
涙が出てきました。
　そんな時、いつも石川先生が「次はがんばろう」と励まして
くださいました。また、陰から支えてくれた両親の力もあり、
ずっとがんばってこれました。
　部活が始まり、あまり教室に行けなくなったので、家でも
練習しました。その努力のかいがあり、今回
９回目の挑戦で満点を取ることが出来ま
した。とても嬉しくて、達成感がありました。
本当にがんばって良かったと思いました。
　これからも、大変で上手くできない事がある
かもしれませんが、決してくじけず、がんばって
いきたいです。

第１９３回 全国珠算能力検定試験
１級満点合格（平成２３年１０月２３日（日）施行）検定試験情報検定試験情報

※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/）

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）

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）

夜間労働法講座のご案内

14：00

～

17：00

講座名 開講日 講座番号 時間 時間数 受講料内容

3h
3,000円
テキスト別売 ※1

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

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

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

Ｗ-０１２４1月24日（火）

Ｗ-０１２５1月25日（水）
1月26日（木）

Ｅ-０２１５2月15日（水）
2月16日（木）

Ｅ-０２２２2月22日（水）
2月23日（木）

【文書作成】
Ｗｏｒｄ２０１０

入
門

初
級

【表計算】
Ｅｘｃｅｌ２０１０

初
級

中
級

　東海地震警戒宣言を想定し、サイレンと音声による訓練
放送を行います。
　1月17日は「防災とボランティアの日」で、阪神淡路大震災の
発生した日です。

　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。

主催：愛知県・豊田市・豊田商工会議所主催：愛知県西三河県民事務所

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

お問合せ 豊田市防災防犯課　TEL：0565－34－6750

備　　考 当日の気象により、訓練を中止する場合があります。
音声放送は下記電話番号にて聞きなおすことが
できます。
フリーダイヤル：0120－34－0174
TEL：0565－37－3530

内　　容
場　　所 豊田市全域（同報無線屋外拡声子局255箇所）

日　　時 平成24年 1月17日（火） 16：30から10分間

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）

詳細及び申込方法については
下記までご連絡ください。

末藤 萌々香さん
（ＹＯＵ’Ｉ石川／日本珠算連盟豊田支部）

①訓練の開始を案内する音声放送
②サイレンの吹鳴
　（45秒吹鳴－15秒休止を3回繰り返す）
③東海地震警戒宣言発令に関する音声放送
④訓練の終了を案内する音声放送

末藤さんのコメント
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