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今年もレジャープールが１日限定で釣り掘になる「ファミリーフィッシング in アクアシアン」の開催が決定！
ニジマス釣り体験や、各種アトラクションも充実しており、終日家族連れの多いイベントです。出店を希望される方は下記をご覧ください。
■開催日 ：
■出店枠 ：６店舗程度
■出店料 ：3,000 円（電気は主催者が用意します）
■来場見込：約 3,000 人
■申込締切：
■申込方法：商工会に募集要領及び申込用紙があります。ご興味のある方は商工会
（☎222-2111 担当：大河内、甲斐）までご連絡ください。申込用紙を
希望される方には Fax もしくはメールにてお送りします。

今年もさわらサミット実行委員会主催の「第４回さわらサミット 2020 in 芦屋町」を開

下記の日時に開催される「祭りあしや」の出店者を

催します。さわらサミットとは、福岡県内外から様々な飲食店が一堂に集まり、「さわら」

募集します。今年も「あしや砂像展 2019」の期間中

を使ったオリジナル料理を販売する芦屋の海産物を活用した食のイベントです。販売された

に開催され、多くの来客が見込まれます。出店を希望

オリジナル料理は、購入者の皆さまの投票によりグランプリが決定され、上位飲食店には、

される方は、商工会事務局までお申込みください。

賞金を贈呈いたします。また、開催中は、グルメグランプリ以外にもたくさんのイベントが
開催される予定です。さわらサミット実行委員会では、この「第４回さわらサミット 2020
in 芦屋町」の出店者を募集しています。参加をご希望する飲食店は、芦屋町公式ホームペ
ージ（http://www.town.ashiya.lg.jp/）に後日掲載される出店者募集要項をご確認のうえ、
に下記お問い合わせ先へご応募ください。

■とき
■ところ ボートレース芦屋内特設会場（芦屋町大字芦屋３５４０）
■申し込み・問い合わせ
さわらサミット実行委員会事務局（芦屋町産業観光課商工観光係）
TEL：093-223-3542 FAX：093-223-3927
E-mail：kanko@town.ashiya.lg.jp
※お電話の際は、
「さわらサミット」出店の件である旨をお伝えください。

●開催日：
●開催場所：芦屋海浜公園 第 1 駐車場
●出店時間：10 時～15 時（予定）
●出店料：飲食販売 3,000 円
物品販売 2,000 円（予定）
●募集店舗数：10 店舗程度
※予定数を超えた場合は、町内事業者優先の上、
抽選にて決定。
●申込方法：
に
芦屋町商工会に申込用紙がありますのでご記入
の上、お申込みください。
●その他：詳細は 10 月（上旬）に開催する
説明会にてお知らせします。
●問合せ先：芦屋町商工会（☎222-2111）
担当：吉岡、髙山

「農業祭」
恒例の“農業祭”が下記の日時で開催されます。今年度も、ボートレース
芦屋で開催されます。会場での出店を希望される方は、下記の申込み締切ま
でに商工会へお申し込みください。なお、応募者多数の場合は、抽選となり
ます。出店を希望された方には、後日説明会を開催します。説明会の開催日
については、決定次第、商工会よりお知らせいたします。
今年も「筑前芦屋はしご酒祭り」を開催します。
★開催日時：
い
★開催場所：ボートレース芦屋（芦屋競艇場）特設会場
お気に入りのお店を見つけませんか？当日券は売り切れる
★出店料：出店の間口に合わせた出店料がかかります。
券をご購入下さい♪
金額は、出店者説明会で決定。
★申込み締切：
★申込み方法：商工会指定の「出店申込書」がありますので、
上記期限内に商工会まで申込書をご提出ください。
応募者多数の場合は、抽選となります。
★問合せ先：芦屋町商工会 ☎222-2111（担当：吉岡、髙山）

町内の飲食店を取り巻く環境が厳しさを増している中、町に活気を
取り戻し、お店を元気にしたいとの思いから「筑前芦屋はしご酒祭り」
を下記日時にて開催します。参加チケットをお求めの方はお早めに！
■開催日：
■受付開始：１７時３０分

▸スタート式１７時５５分～

■抽選会：

２０時～２１時
■抽選会場：芦屋町民会館 1 階大ホール
■参加チケット価格：3,000 円
■参加チケット発売日時・場所：
■主催：芦屋町商工会、筑前芦屋はしご酒祭り実行委員会

イベント終了後に行う抽選会をさらに盛り上げるため、現在、協賛
品をご提供いただける方を募集しております。ご協賛いただける方は
商工会（222-2111 担当：津田）までご連絡ください。

プレミアム率

いつも大変好評を頂いている「芦屋町にこにこ商品券」を下記の日程で発売いたします。この商品券は福岡県及び芦屋町の
支援を受け、芦屋町商工会が町内の需要創出による町内事業所の活性化を目的に発行しています。会員事業所の皆様におかれ
ましては、一人でも多くのお客様に商品券をご利用いただき、少しでも売上アップにつながるよう積極的なＰＲや販促活動を
実施してくださいますようお願いいたします。

15％

■販売価格：一冊１万円（500 円×23 枚【11,500 円分】）
■使える店：芦屋町内事業所
10 月 1 日から
■発行金額：総額 4,800 万円
使えるよ！
■購入限度：お一人様につき、10 冊（10 万円【11 万 5 千円分】）まで
■使用期限：令和元年 10 月 1 日（火）～令和 2 年 2 月 29 日（土）
■購入方法：9 月 1 日号の町報折込チラシの裏面の申込書に必要事項を
ご記入の上、商工会まで郵送もしくはご持参ください。
■受付期間：9 月 2 日（月）～9 月 20 日（金）9 時～16 時（土日祝日除く）
■商品券引換期間・場所：10 月 1 日（火）～10 月 31 日（木）
商品券の購入限度額は 1 世帯 100 万円までとなります。
9 時～16 時（土日祝日除く）芦屋町商工会
購入時必要書類：見積書（9 月 1 日以降のもの。工事開始日は、
■持参品 ：購入代金、申込書、購入者の身分証明書
見積書の日付以降で、工事完了日は、10 月 1 日以降であること。
）
事後の必要書類：領収書（10 月 1 日以降のもの。消費税 10％で
あること。
）※工事の場合は、着手前・後の写真及び完了報告書。

芦屋町では、消費税率の引き上げにより低所得者や子育て世帯の消費に与
える影響を緩和し、町内の消費を喚起することを目的とした「芦屋町プレミ
アム付商品券」を使用できる取扱店舗などを募集しています。商工会では、
この商品券の取扱店舗等申込書及び募集要領を、商工会窓口に配置していま
すので、皆様にお知らせします。なお、申込期限は、
となっておりますので、お早めにご提出ください。
■応募資格：町内で営業している店舗や事業所
■商品券の使用期間：10 月 1 日（火）～令和 2 年 2 月 29 日（土）
■問い合わせ：芦屋町役場 福祉課 障がい者支援係（☎223-3530）
※詳細は、町のホームページ、または福祉課と
商工会に設置している「芦屋町プレミアム付商
品券取扱店舗等募集要領」で確認してください。

去る 8 月２9 日（木）に開催された理事会で承認されました
新規会員の方をご紹介します。
（※敬称略）
企業名・代表者
所在地
業種
BIGBAN
ｸﾛﾜｯｻﾝ鯛焼き
宗像市冨地原
石橋 誠
ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ
397-１
芦屋町大字山鹿
肉の山田屋
BBQ、和牛販売
808-7
黒田 裕美
輝響工業
芦屋町大字山鹿
配管工事
川中 康也
59-4-1-204
建設業

～福岡県最低賃金改正のお知らせ～
福岡県最低賃金が次のとおり改正されます。
令和元年１０月１日から

1 時間

841 円 （27 円アップ）

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

6 月発行
にこにこ商品券

10 月発行
にこにこ商品券

芦屋町商工会
商品券

■換金日時：
・火曜日・金曜日 10 時～16 時 1 事業所 1 回まで
※換金日が休日の場合 火曜日が休日→前日の月曜日
金曜日が休日→前日の木曜日
■換金金額：
・5 万円以下
→窓口で即日換金
・5 万円を超える場合→銀行振込（振込料は商工会負担）
15 日締め翌週支払、月末締め翌週支払
・5 万円超 10 万円以下の場合→以下の通り事前連絡を頂いた場合、
窓口即日換金
火曜日…前日の 16 時までに電話連絡
金曜日…前日の 16 時までに電話連絡
※換金日が休日の場合 火曜日が休日で月曜日が換金日
→前週の金曜日 16 時までに電話連絡
※金曜日が休日で木曜日が換金日
→前日の水曜日 16 時までに電話連絡
商品券をお持ちになる際は、商品券の種類ごとに分け、枚数をご確
認の上、お持ちください。
・会員事業所 …商品券換金金額の 1％
・非会員事業所…商品券換金金額の 4％
※換金時に相殺（手数料を差し引いた分をお渡し）させて頂きます。

「業務改善助成金」
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金（事業場内
で最も低い時間給）を 30 円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その
業務改善に要した経費の一部を助成します。
事業場内
最低賃金の
引上げ額

30 円以上

引き上げる
労働者の数

助成上限額

1～3 人
4～6 人

50 万円
70 万円

7 人以上

100 万円

助成対象
事業場
事業場内最低賃金と地域
別最低賃金の差額が 30 円
以内及び、事業場規模
30 人以下の事業場

【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター（0800-888-1699）
・支援事業に関するご相談（申請先）
福岡労働局雇用環境・均等部企画課（092-411-4763）

税に関する相談を下記の日時でお受けいたします。消費税増税前に
気になることなどご相談されてみませんか。ご相談は無料です。
お申込みは事前に商工会（☎222-2111 担当：髙山、甲斐）まで。
◇日 時 :
※時間はいずれも 10 時～16 時です。
◇場 所 : 芦屋町商工会館
◇講 師 : 芦屋町商工会 専担税理士 澤田 一弘先生

