
ハガキ、またはメールに ①クイズの解答（Hに入る数字）
②会報「とよた cci.mail」に対する感想・意見等　③氏名　④住所
⑤電話番号　⑥事業所名 を明記し、下記までご応募ください。

　　　　　　471－8506　豊田市小坂本町1－25
豊田商工会議所 総務企画部 宛　E-mail：somu@toyota.or.jp

正解者の中から15名様に
『猿投温泉日帰り入浴 平日無料券』を差し上げます。

２つの計算式をヒントに
Ａ～Ⅰ右のマスを
全て埋めてください。
Hには何が入るでしょうか。
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応募方法

5月27日（月）到着分まで
※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。
※ご応募された方の個人情報は、当選者の選定・発送以外は使用いたしません。

応募締切
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応募先

※１～９までの数字が入ります。同じ数字は入りません。
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法

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

購入前の事前相談、契約、業者とのトラブル等の相談に応じます。
不動産取引相談

最高1億2千万円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。
こくきん定例相談 日時：毎週木曜日 13：30～15：00

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。
信用保証相談

記帳方法・税額計算・消費税の仕組み等相談に応じます。

法律相談

日時：カレンダー参照 13：30～17：00

日時：カレンダー参照 13：30～15：30
場所：本所

場所：本所

日時：毎月第2水曜日 13：30～16：00
場所：本所

日時：毎月第3月曜日 13：30～17：00
場所：本所

不

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。

エコアクション21環境経営相談

集客・売上アップのためPOP・DM・イベントの相談に応じます。

販売促進相談

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。

発明特許相談

賃金・社会保険・就業規則・時短対策等相談に応じます。

労務相談

日時：随時　場所：本所

日時：随時　場所：本所

日時：随時　場所：本所

日時：随時　場所：本所

《　　　　 》お問合せ
申込み

●本　　所 32－4593
●上郷支所 21－0019
●高岡支所 52－3047
●猿投支所 45－1212
●松平支所 58－0025

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。
※随時相談はお申込み後2週間
　以内の開催を原則。

要予約
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小林 栄子氏（システムステーション）セミナー講師

パソコンセミナーパソコンセミナー

《お問合せ・申込み》
TEL：0565－80－3055　Ｅ-ｍａｉｌ：ｏｋｏ＠ｓｕｎ-ｉｎｅｔ.ｏｒ.ｊｐ

有料
受講料開講日 時間講座名

6,000円5/22(水)・5/23(木) 14：00～17：00スイッチを入れることからパソコン入門
使用ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７

6,000円5/29(水)・5/30(木) 14：00～17：00【文書作成】 Ｗｏｒｄ２０１０入門

6,000円6/19(水)・6/20(木) 14：00～17：00【文書作成】 Ｗｏｒｄ２０１０初級

13,500円6/25(火)・
6/26(水)・6/27(木) 14：00～17：00【ＣＡＤ】 Ｊｗ_ＣＡＤ

　およそ70年前 この辺りは碧海郡高岡村。昭和の高度経済成長とともにあちこちの商店が集まり
出し、みゆき商店街は形成されました。
　写真は、近くの神社へつづく参道の道しるべ
としてつくられたマスコットキャラクター
「みゆきーず」。今月23日にはみゆき屋台村を
開催。夏を先どり、足を運んでみてはいかが。

株式会社　STUDIO i ／ www.imaro.jp
今井義朗 Imai Yoshiro

■撮影

早稲田大学卒業後、海外勤務を経て県内ケーブルテレビ局に勤務。
現在は、フォトグラファー兼ディレクターとして、豊田市を拠点に活動中。

本所にて配布
無料ご招待

プラザホテル豊田メンズサウナご招待券
毎月１日より先着１５名様

割　引
ホテルトヨタキャッスル宿泊優待券
宿泊３０％割引券 先着2０名様

※お１人様（会員事業所様）１ヵ月１枚を厳守　※電話予約不可
※他事業所分のお渡し不可　※土・日・祝日の場合は翌営業日より配布

【予約先】 ホテルトヨタキャッスル　ＴＥＬ：0565－31－2211

右記共通クーポンを切り取ってご利用いただけます ※お会計前にご提示ください

総務企画部 1階 0565－32－4569
（受付時間 8：30～17：30）お問合せ

共通クーポン

※有効期限平成２５年6月３0日まで
※１枚につき１室（３泊）まで

本所・各支所にて配布
鑑賞券・入場券割安販売
MOVIX三好映画観賞券

コロナワールド映画特別観賞券

大人通常1,800円を1,300円で販売

大人通常1,800円を1,000円  小人通常1,000円を800円で販売

※3D上映作品は、別途１枚につき差額400円を映画館窓口にてお支払いいただくことで利用可能
※有効期限平成25年9月30日まで

※12歳以下の方、60歳以上の方は現地にてお求めいただくほうが割安

※3D上映作品は、別途１枚につき差額400円を映画館窓口にてお支払いいただくことで利用可能
※有効期限平成25年7月31日まで

豊田市温浴施設じゅわじゅわ入場券
通常700円を600円で販売

●お一人様1回1枚限り有効
●他券との併用不可
●有効期限 2013年5月末日まで

豊田商工会議所だより
2013.5月号

　共通
クーポン

●お一人様1回1枚限り有効
●他券との併用不可
●有効期限 2013年5月末日まで

豊田商工会議所だより
2013.5月号

　共通
クーポン

●お一人様1回1枚限り有効
●他券との併用不可
●有効期限 2013年5月末日まで

豊田商工会議所だより
2013.5月号

　共通
クーポン

●お一人様1回1枚限り有効
●他券との併用不可
●有効期限 2013年5月末日まで

豊田商工会議所だより
2013.5月号

　共通
クーポンその他

市内宿泊施設

●DASENKA･菜豊田店 パンのお買い上げ額より5％OFF  ＴＥＬ：37－3980
●まつむら治療院　　　治療費10％OFF　　　　　　　ＴＥＬ：31－2301
●オリジナルプリントショップ アンジュクール Tシャツ各種・ポロシャツ・ブルゾン・はっぴ・キャップ等 ※無地アイテムなど一部商品除く10％OFF  ＴＥＬ：76－7075
●トヨタセントラルゴルフ プリペイドカード新規ご購入時（2,000円or5,000円）に50球追加  ＴＥＬ：58－2900
●（有）真栄コーポレーションアイクリーナー ハウスクリーニング全般10％OFF　　　  　　ＴＥＬ：0120－85－1907（完全予約制）

●artspace無限（株） エッチングアート制作費30％OFF  ＴＥＬ：28－8171
●Café Campur 　 飲食代10％OFF※割引上限2,000円  ＴＥＬ：33－3733

●フォレスタヒルズ
食事10％割引 ※他の割引との併用不可　

※1枚につき4名様まで利用可

【レストラン】 レストランフォンターナ・和処 花乃里
【予約先】 ホテルフォレスタ　ＴＥＬ：0565－58－3500
　　　　 http://www.forestahills.jp

●豊田プレステージホテル
宿泊10％割引 ※現金のみのお支払時利用可

※チェックイン時にご提示ください

【予約先】 豊田プレステージホテル
　　　　 ＴＥＬ：0565－34-5555
　　　　 http://www.prestige-hotel.com/

●豊田ビラージ 豊田ビラージⅡ
宿泊30％割引
【予約先】 豊田ビラージ ＴＥＬ：0565－27－1111　豊田ビラージⅡ ＴＥＬ：0565－32－4444
　　　　  http://www.toyota-village.com/

●猿投温泉金泉閣
<岩風呂入泉料> 大人通常1,500円を1,200円

小人通常1,000円を700円
<ホテル金泉閣>１泊２食、昼食、夕食の基本料金より10％割引
【予約先】 猿投温泉金泉閣　ＴＥＬ：0565－45－6111　http://www.sanageonsen.jp/

使ってみませんか？ 経営の悩み解決！

中小企業の無料相談

会員特典とってもお得な

～ みゆき商店街 編 ～まちなみ散歩とよた

事業所名、受講者名、年齢、TEL、ＦＡＸ、講座名、
開講日、相談内容

下記の事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。

TEL：0565－32－4569
FAX：0565－32－1000

総務企画部
《お問合せ・申込み》

IT相談
ホームページ作成やソフトの操作方法（Word、Excel、PowerPoint、
Access）、IT活用、パソコントラブル などITに関する様々な相談
に応じます。

IT

株式会社ＩＴイノベーション
ＩＴコーディネータ　秋山 剛氏　福田 明弘氏

日時：5/21（火）、6/18（火） 14：00～17：00
場所：本所

記入事項

ＩＴ相談員

無料

※教材費別途。詳しくはお問合せください。

定員：5名
からり爽やか 五月晴れ
青空そよそよ 鯉のぼり

われら とよたの大空見上げる“みゆきーず”
８匹の仲間とともに まちのときめきお約束

薫る風に宝船
たんぽぽのわたげのように

ご利益のたね ふわふわお届け

5月販売分から料金が1,200円から
1,300円に変更となりました。

定員：10名

皆さまのご要望にお応えして
復活します！
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IT税

不

豊田商工会議所
通常議員総会

豊田商工会議所
女性会総会

’13 とよた
ガーデニングフェスタ

とよた小坂食べ歩き 飲み歩き

小坂の夜再発見！
詳しくは「小坂食べ歩き」webで検索！

詳しくはP7へ

詳しくはP7へ

詳しくはP7へ

お仕事帰りにちょっと一杯
詳しくはP7へ

本所

IT税
本所

新規学卒者採用の
ための求人説明会

新入会員懇談会

みゆき屋台村

スマートフォン
セミナー

EA21導入支援
セミナー
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