
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。

豊栄交通株式会社　豊田市深田1丁目126番1
HP:www.hoei-group.co.jp/

企業送迎のエキスパート。
利便性が高く低コストな
送迎をご提案致します。
バスコール
　　センター
（0565）74－1110

タクシーコール
　センター24ｈ
（0565）28－0228

通勤送迎は豊栄グループ
おかげさまで60周年

交通事故治療専門接骨院

むち打ち、肩こり、腰痛にお悩みの方
□ 事故にあったときのご相談
□ ケガの緊急治療のご相談
□ その他交通事故に関するご質問

TEL：0565ー24ー3550

接骨院よこやま
豊田市水源町1-24-34
http://www.bonesetting.jp

登録会員

院長：横山 勇

〒471-0025　豊田市西町1-200
（とよた参合館1階）

営業時間　月～金　10：00～18：00
定　休　日　土曜・日曜・祝日

豊田支店

募集ツアー

TEL　0565－35－3388

〒471-0027 豊田市喜多町2丁目160番地 コモ・スクエア ウェスト
TEL:0565-31-2211 http://www.t-castle.co.jp

四大中国料理と
テーブルマナーを楽しむ

賞味会

お一人様

6/21(土)22(日)
28(土)29(日)

(税込み）\12,000

18:00～

H・R・S認定講師
銭 衛 東

2Ｆ中国料理「桃園」

1日20名様限定

TOYOTA CCI INFORMATION

Tcci.
Info

国

信

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

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

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。
法律相談

日時：カレンダー参照 13：30～17：00

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

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：13：30～16：30　場所：本所

日時：13：30～17：00　場所：本所

日時・場所：同上

日時・場所：同上

《　
　　
　 》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

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

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

有料

開講日講座名 時間 受講料

使ってみませんか？ 経営の悩み解決！

中小企業の無料相談

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にてお申込みください。
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

場所：本所　　日時：6/17（火）、7/15（火） 14：00～17：00

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：3名 定員：8名

月 火 水 木 金 土 日

26 27 28 29 30 31 6　1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 7　1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

6月 7月

14：00～
17：00

6/18(水)
6/19(木)【表計算】 　Ｅｘｃｅｌ２０１０ 入門 7,200円

〃6/25(水)
6/26(木)【表計算】 　Ｅｘｃｅｌ２０１０ 初級 〃

〃7/16(水)
7/17(木)【表計算】 　Ｅｘｃｅｌ２０１０ 中級 〃

〃7/23(水)
7/24(木)

【表計算】 　Ｅｘｃｅｌ２０１０関数
　　　　　　ビジネス活用編 〃

31302928

税
本所

税
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猿投

法

法

信

信

国

国

国

国

国

国

国

国

国

国

海の日

たんころりんの
キャンドルナイト

とよたPR大使
募集 ～7/21

ホタルまつり大井平公園

IT

IT

高年齢者雇用安定助成金説明会

求人説明会

交通安全立哨 マイタウンおいでん
「IYOIYOおいでん」

建設業部会講演会
「学ぼう！国の重要施策」

イルミピンバッジ
デザイン募集 ～7/6

とよた下町おかみさん会
「七夕まつり」

P7へ

P7へ

おいでん
まつり
ファイナル

おいでん
まつり
花火大会

GAZA前広場
にて開催

P7へ
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