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「祭りあしや」出店者募集！
下記の日時に開催される「祭りあしや」出店者
を募集します。今年も「あしや砂像展 2016」の
最終日に開催され、多くの来客が予想されます。
出店を希望される方は商工会事務局までお申し
込みください。
●開催日：平成 2８年 11 月６日（日）
●場 所：芦屋海浜公園 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）
●出店募集数：１０店舗（予定）
※予定数を超えた場合は、町内事業所優先
の上、抽選にて決定
●申込方法：９月３０日（金）17 時までに
芦屋町商工会に用意している申込用紙にご
記入し、提出してください。
※詳細は 10 月 13 日（木）に開催する説明
会にてお知らせします。
●お問合せ先：芦屋町商工会
（☎２２２－２１１１）担当：吉岡、平井）

新規会員事業所のご紹介
去る８月２3 日（火）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）
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「芦屋基地

グルメを決定するグルメイベント「さわらサミット 2017in 芦屋町」を開催しま
す。次のとおり出店者を募集いたしますので、出店を希望される方は「さわらサミ
ット実行委員会事務局」までお申し込みください。イベントの詳細につきましては
同封のチラシをご覧ください。
●申込期間： 平成 28 年 9 月 12 日（月）～11 月 15 日（火）
●募集数 ： １２店舗（予定）
●申込様式： 芦屋町商工会・芦屋町観光協会・芦屋町ホームページで
入手できます。
●問合せ先： さわらサミット実行委員会事務局
（芦屋町 企画政策課内）☎223-3570

今年は大幅リニューアル！

第７回「筑前芦屋はしご酒祭り」チケット発売のお知らせ
今年も第 7 回「筑前芦屋はしご酒祭り」を開催いたします。町内の参画店舗 38 店の中からお好き
な 4 店舗（飲食系と Bar/ｽﾅｯｸ系からそれぞれ 2 店舗ずつ）を選んでまわり、新しいお気に入りのお
店を発見しませんか？当日券は売り切れる場合もありますので、お得な前売券をご購入ください♪

●開 催 日： 平成 28 年 10 月 27 日（木）～11 月 3 日（木）
●ﾁｹｯﾄ発売日： 平成 28 年 9 月 26 日（月）
●ﾁｹｯﾄ代
：
【前売券】3,000 円 【当日券】3,500 円
（いずれも飲食系と Bar/スナック系で色分けされた各 2 枚の計 4 枚つづり）

●販売場所 ： 全参画店、芦屋町商工会、インターネット（前売券のみ）
あしや砂像展会場（当日券のみ）
●問合せ先 ： 芦屋町商工会（☎222-2111 担当：畑江、武谷）
http://www.ashiyashoko.com/

カレー専門店

芦屋町船頭町

司

「さわら」グルメを芦屋町に集め、来場者の投票によりナンバーワンの「さわら」

～福岡県最低賃金改正のお知らせ～

(株)ﾐｰﾃｨｱｽﾄﾘｰﾑｽ
光枝

「さわらサミット 2017 in 芦屋町」
出店者募集！

2-4-101

航空祭」当日の

福岡県最低賃金が次のとおり改正されます。

1 時間

効力発生日 平成 28 年 10 月 1 日
必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。

765 円

最低賃金の引上げに向けた中小企業支援事業のご紹介
①業務改善助成金事業（拡充）
事業場の最も低い時間給を引上げる中小企業に対して、労働能率の増進に資する設備・機器
の導入等の業務改善に要した経費の一部を助成するもので、以下の通り拡充されました。

最低賃金引上げ額

交通規制についてお知らせ

30 円以上

毎年恒例の「芦屋基地航空祭」が、

40 円以上

助成率
7/10（※1）
（労働者数が企業全体で 30 人以

助成の上限額

70 万円

事業場内最低賃金が
750 円未満の事業場
事業場内最低賃金が
800 円未満の事業場

100 万円

事業場内最低賃金が
1,000 円未満の事業場

50 万円

下の事業場は 3/4）

平成 28 年 10 月 9 日（日）に開催されます。
当日は、交通規制が行われますので、配達等で通
行を予定されている方は同封のチラシにて詳細
をご確認ください。
∞お問い合わせ∞
航空自衛隊芦屋基地（渉外室） ☎223-0981
芦屋町役場（総務課）
☎223-0881

（※1）生産性要件を満たした
場合には 3/4（4/5）

1/2
60 円以上

（常時使用する労働者数が企業全

助成対象事業場

体で 30 人以下の事業所は 3/4）

※10 月 1 日から最低賃金が引上げられることから、9 月中の申請が望まれます

②専門家派遣・相談等支援事業
経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などの
相談等について、ワン・ストップで対応します。

∞お問い合わせ∞
福岡労働局 雇用環境均等部
企画係 ☎092-411-4763

新コーナー
Vol.1

商工会と一緒に

事業計画作成等に取り組む事業所紹介
【事業所の紹介】

第 1 回目の事業所は、
芦屋中学校前にある
「印刷創造堂ヤスヤマ」さんです♪

【事業の概要】

印刷創造堂ヤスヤマ
代表 安山 達誠（ﾔｽﾔﾏ ﾀﾂﾅﾘ）
住所 中ノ浜 3-7
☎222-3056

印刷会社でのデザイナーとしての経験を活かし、平成 21 年に自宅を事業所と
して独立。名刺やチラシ、パンフレット、看板等、あらゆる印刷物のデザインは
もちろん印刷等も請け負う。

【補助事業に取組むきっかけ】
創業して 4 年、事業も軌道に乗ってきた中、お客様との打ち合わせを玄関でする等、自宅で事業をすることに限界を感
じていた。そのような中、自宅駐車場に事務所兼作業スペースを設けることを決意。借入の相談に商工会に行くと、
「小規
模事業者持続化補助金」を紹介され、これを申請、活用することに。

【補助事業の内容】
商工会を通じ、以下２点を実行。
①日本公庫の「マル経融資」を活用し、コンテナハウスの購入。
②「小規模事業者持続化補助金」を活用し、モニターや応接室用の家具類を購入。

単に作業場、接客スペースを設けるのではなく、個性的
な外観による店舗アピールと、お客様がモニターを見な
がらデザイン案の配色を決められる等、実物を見ながら
の打ち合わせを可能とすることで、作業効率と顧客満足
度のアップを目指した。

経 営 者 の 声
最初は補助金申請をする上で作成する「事業計画書」の作成にかなり苦労しましたが、商工会のサポートにより、何とか無事審査を通過することが
できました。大変でしたが今となってはやってよかったと思います。以前は、お客様に電話で自宅の場所を説明しても普通の一軒家でしたので、分かり
づらかったのですが、今は「芦屋中学校前の黒と赤のコンテナハウスです」ですぐに分かって頂けるようになりました。また、打ち合わせスペースを設
けたことで、お客様が気軽に来ていただけるようになった気がします。モニターを見ながらの打ち合わせもその場で完結できるので作業効率もあがりま
した。名刺やチラシ等の印刷・デザインのことならお気軽にご用命ください。広島カープファンは名刺半額！（9 月末まで）

「おんが創業・経営塾」のご案内

受講無料

玉掛け技能取得講習会開催のお知らせ

おんが創業支援協議会は、
“創業しようか迷っている方、関心がある方、
創業して間もない方、経営の悩み・課題を解決されたい方”などを対象
に「おんが創業・経営塾」を下記日時にて開催いたします。ご興味のあ
る方は芦屋町商工会（☎222-2111）までご連絡ください。
●開催日時：平成２８年９月２８日（水）１３時〜１７時
●場
所：芦屋町商工会
●テーマ ：人材育成、販路開拓
●申込〆 ：９月２３日（金）

株式会社、特例有限会社、特定目的会社及び投資法人の

登記の申請をされる方へ

遠賀郡内商工会（OWAC）では、つり上げ荷重 1 トン以上のクレーン
等の玉掛け業務に必要な「玉掛け技能講習会」を下記の日時で開催いた
します。従業員等への資格取得をご検討の方は、この機会にぜひ受講さ
れてみませんか？
●開催日：平成 2８年 11 月 4 日（金）～11 月 6 日（日）
●会 場：（学科）11 月 4 日～5 日 水巻町商工会
（実技）11 月 6 日

水巻町役場 第 5 駐車場

●受講料：19,000 円～23,000 円（別途テキスト代として2,000 円）
※クレーン免許等のある方、玉掛け作業補助の経験等により受講料が

平成 28 年 10 月 1 日より、登記事項につき（※１）株主総会決
議が必要な場合、登記申請の添付書面として従来の株主総会議事録に加
えて「株主リスト」の提出も必要となります。昨今、株主総会議事
録等を偽造して役員になりすまし、役員の変更登記または本人の承諾の
ない取締役の就任の登記申請を行い、会社の財産を処分するなど、商
業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発生していることが背景にあ
ります。この法人格の悪用を防止するための改正となっております。
※１（株主総会決議を省略する場合（会社法 319Ⅰ）
、総株主の同意が必要な場合

助成金が
でます！

等）

登記事項につき株主総会決議が必要な場合

異なります。
●定 員：20 名
●申込み締切：9 月 30 日（金）※助成金を申請されない場合は 10 月 25 日（火）
●申込方法：芦屋町商工会に下記①～④を提出ください。
①所定の受講申込書（※商工会にあります）
②写真 1 枚（タテ 30mm×ヨコ 24mm）
③本籍が確認できる書類（住民票等）
④助成金申請書類（※助成金申請者のみ）
●申込先：芦屋町商工会（☎222-2111 担当：吉岡、平井）

＜登記申請の添付書面として＞

従来
株主総会議事録

改正後
株主総会議事録
株主リスト

∞お問合せ∞
福岡法務局 法人登記部門（☎092-721-9306）

高齢者求人企業の募集について
★こんなお悩みを抱えておられる求人企業を募集します★
・経験豊かなベテランの応援、指導者が欲しいとき
・突発的な仕事が生じたとき
・社員の突然の退職、または病気などにより長期欠勤があったとき
・経営のノウハウ、経営の方針を見直すとき
・経理等の指導を必要とするとき
・職場に管理職経験者が必要なとき

そんな企業の悩みを当センターが解決します！
当センターには幅広い分野で即戦力となる高齢者が登録（派遣及び職業紹
介）されています。職種経験・人生経験豊富で、総合的判断力に優れてい
る高齢者を是非ご活用ください。
∞お問合せ・申込み先∞
はつ・らつ・コミュニティ北九州高齢者能力活用センター
☎093-881-6699 Fax 093-882-6705

〜税理士による税の無料相談会開催のお知らせ〜
税に関する相談を下記の日時でお受けいたします。相続税、贈与税、所
得税、法人税等、日頃気になっている税に関する様々なお悩みを税のスペ
シャリストである税理士の先生に聞けるチャンスです！ぜひこの機会にご
利用ください。相談は無料です。お申込みは事前に商工会（☎222-2111
担当：平井、畑江）までお電話でお申込みください。
◇日 時： 9 月 26 日（月）
10：00～16：00
10 月 4 日（火）
10：00～16：00
10 月 14 日（金）
10：00～16：00
10 月 25 日（火）
10：00～16：00
◇講 師：芦屋町商工会専坦税理士
澤田 一弘先生

マイナンバーの
相談も受付けて
おります！

〜9・10 月商工会行事〜
9/24（土）～25 日（日）
9/26（月）
9/29（木） 18：00～
9/30（金） 9：30～
10/7（金） 15：00～
18：00～
10/9（日）
10/16（日）
10/21（金）～11/6（日）
10/27（木）～11/3（木）

第 11 回筑前芦屋だごびーなとわら馬まつり
筑前芦屋はしご酒祭り 前売券発売開始
町議会と商工会との懇談会
OWAC 会議
第 4 回理事会
今井県議と商工会との懇談会
航空祭
町民体育祭
あしや砂像展 2016
第 7 回筑前芦屋はしご酒祭り

※その他イベント情報は、同封の「芦屋町イベント情報」をご覧下さい

