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さわらサミット 2018

in 芦屋町

出店者募集！

「あしや商工便利帳」

「あしや商工便利帳」掲載事業者募集！

発行のお知らせ

平成 30 年 2 月 24 日（土）、25 日（日）の 2 日間、ボートレース芦屋において「さわ

芦屋町商工会では、芦屋町民や関係機関等に対し

らサミット 2018」が開催されます。さわらサミットとは、芦屋町をはじめ福岡県内から様々

て、会員事業者様の電話番号並びに事業所名掲載等

な飲食店が一堂に集まり、芦屋の海産物である「さわら」を使ったオリジナル料理を販売す

を含めた便利帳を作成することとなりました。

る食のイベントです。販売されたオリジナル料理は、購入者の皆さまの投票により、グラン

つきましては、広告も含め掲載される会員事業者様

プリが決定され、上位飲食店には、豪華な景品が贈呈されます。また、開催中は、このグル

を募集します。

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

※詳細については同封のチラシをご覧ください。

会では、この「さわらサミット 2018」の出店者を募集しています。出店をご希望する飲食
店は、芦屋町公式ホームページ（http://www.town.ashiya.lg.jp/）に掲載されている出店
者募集要項をご確認のうえ、下記お問合せ先までご応募ください。
■さわらサミット 2018 開催概要
●とき
平成 30 年 2 月 24 日（土）
、25 日（日）※両日とも 10 時～15 時
●ところ ボートレース芦屋
■出店者募集要項
芦屋町公式ホームページ（http://www.town.ashiya.lg.jp/）をご確認ください。
※後日、さわらサミット公式ホームページにも掲載されます。
■申込・問合せ
さわらサミット実行委員会事務局（芦屋町役場地域づくり課商工観光係）
TEL：093-223-3542 FAX：093-223-3927
※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。

「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」の出店者を
募集します。本年も「あしや砂像展 2017」の最終
日に開催されるため、多くの来客が見込まれます。出

「農業祭」出店者募集！
恒例の“農業祭”が下記の日時で開催されます。昨年度は、岡垣町のサンリーアイでの開

店を希望される方は、商工会事務局までお申込みくだ
さい。
●開催日：平成 29 年 11 月 5 日（日）
●開催場所：芦屋海浜公園

駐車場

催となりましたが、今年度は、ボートレースあしやで開催されます。会場での出店を希望さ

●出店時間：10 時～15 時（予定）

れる方は、下記の日時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

●出店料：飲食販売 3,000 円

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。なお、説明会の開催日

物品販売 2000 円

は、決定次第、商工会よりお知らせいたします。

●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

★開催日時：平成

29 年 11 月 26 日（日）午前 9 時半～午後 15 時

★開催場所：ボートレース芦屋（芦屋競艇場）特設会場

優先の上、抽選にて決定。
●申込方法：9 月 29 日（金）17 時までに

★出店料：出店の間口に合わせた出店料がかかります。金額は、出店者説明会で決定。

芦屋町商工会にあります申込用紙にご記入

★申込み締切：平成 29 年 9 月 29 日（金） 15：00 まで

の上、お申込みください。

★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）

※その他詳細は、10 月中旬に開催を予定して
いる説明会でお知らせいたします。
●問合せ先：芦屋町商工会（☎222-2111）
担当：吉岡、髙山

第 8 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「筑前芦屋はしご酒祭り」を開催します。町内の参画店舗約４０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

～新規会員事業所のご紹介～

今年も「筑前芦屋はしご酒祭り」を開催します。町内の参画店舗約４０店の中からお好きな

しい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場合もありますので、お得

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

な前売券をご購入下さい♪

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場合もありますので、お得な前売
●開 催 日：平成 29 年 11 月 1 日（水）～11 月 3 日（金）
券をご購入下さい♪
●ﾁｹｯﾄ発売日：平成 29 年 10 月 2 日（月）
●ﾁ ｹ ｯ ﾄ 代：
【前売り券】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 枚のつづり）
●販 売 場 所：全参画店、芦屋町商工会、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：津田、武谷）

去る８月 1８日（金）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

ナガヌマ建装
代表 永沼 翔吾

正門町 3-25

塗装業

焼き鳥居酒屋 鳥兵衛
代表 坂本 健一

高浜町 5-19

飲食業

2018 年新春会員親睦名刺交換会開催のお知らせ

高齢者求人企業の募集について

年始恒例の新春名刺交換会の開催が下記の通り決定いたしましたので、お

急に仕事が増えた、社員の突然の退職や病欠等により人手不足と

知らせいたします。なお、詳細につきましては、後日案内文書を送付させて

なった、経験豊かなベテランの応援や指導者が欲しいなど様々な企

いただきますので、ご確認ください。

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

■開催日時：平成 30 年 1

月 19 日（金）18 時 30 分～

■開催場所：かねやす芦屋店（芦屋町山鹿 1560）

で即戦力となる高齢者が多数登録されています。派遣又は職業紹介
の方法により求人にお応えし、経営の安定、発展をお手伝いします。
職種経験・人生経験豊富で、総合的判断力に優れた高齢者を是非ご
活用ください。

足場の組立等の作業に係る業務の
「特別教育」開催のお知らせ
平成 27 年 7 月 1 日以降、足場の組立て、解体又は変更の作業のための
業務（※地上または堅固な床上での補助作業の業務を除く）に労働者を就
かせるときは、特別教育が必要となっています。
※「地上または堅固な床上での補助作業」とは、
地上または堅固な床上での材料の運搬、整理な
どの作業のことで足場材の緊結や取り外しの
作業や足場上の補助作業は含まれません。

～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。

そこで遠賀郡内商工会では、下記の日時で特別教育「安全衛生特別教育」
を開催致します。受講を希望される方は、同封の案内チラシ兼申込書をご
確認、ご記入の上、芦屋町商工会までお申し込みください。
■講習日時：平成 29 年 11 月 4 日（土）

☆お問合せ・申込み先
公益社団法人 福岡県高齢者能力活用センター
北九州高齢者能力活用センター
（ウエルとばた 8 階）
☎：093-881-6699
ＦＡＸ：093-882-6705

8：40～16：05

1 時間
H29
10.1～

■開催場所：遠賀町商工会（遠賀郡遠賀町遠賀川 2-6-18）
■対象業種：①建築工事業
④設備工事業

②解体工事業

③塗装・左官業

⑤サインシート工事業

⑥とび職

789 円

効力発生日 平成 2９年１０月１日
必ずチェック最低賃金！
使用者も、労働者も。

改正育児・介護休業法 スタートします！

～保育園などに入れない場合、2 歳まで育児休業が取れるようになります！～

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、

■内容：カリキュラム及び講習時間等詳細は、同封の案内チラシ参照。

育児・介護休業法が変わります。また、さらに育児をしながら働く

■受講料：10,000 円（※芦屋町商工会の「人材育成助成金」により

男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを進め

受講料の一部が助成される場合があります。
）

ます。主な改正点は、下記の通りです。

■申込み方法：10 月 30 日（月）までに芦屋町商工会まで、申込書を
ご記入の上提出ください。

（担当：武谷、吉岡）

筑前芦屋だごびーなとわら馬まつり
開催のお知らせ
子どもたちの健やかな成長を願う“八朔の行事”に因んだ第 12 回目と
なる「筑前あしやだごびーなとわら馬まつり」が下記の日程で開催されま

■改正内容①
保育所に入れない場合など、２歳まで育児休
業が取得可能に
■改正内容②
子どもが生まれる予定の方などに育児休業等
の制度などをお知らせ
■改正内容③
育児目的休暇の導入を促進

す。今回は町内 5 カ所の施設でわら馬の展示を行い、だごびーなは、9/23
（土）～9/24（日）の 2 日間、芦屋町中央公民館で展示されます。最終
日（9/24）の 15 時から先着 100 名にわら馬のプレゼントもあります。
ぜひご来場ください。

各制度の詳細な内容については、下記の厚生労働省ＨＰで確認ください。
■厚生労働省ＨＰ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

◎開催日程：平成 29 年 9 月 16 日（土）～9 月 24 日（日）

問合せ先：福岡労働局雇用環境・均等部指導課

☎092-411-4894

10 時～17 時（※最終日は 15 時まで）
◎会場：芦屋町中央公民館、芦屋釜の里（有料）
、芦屋歴史の里（有料）
、
国民宿舎マリンテラスあしや、芦屋町観光協会
◎主催/問合せ：だごびーなとわら馬まつり実行委員会（☎221-1001）

にこにこ商品券／芦屋町商工会商品券の
販促グッズについて
商品券の販促グッズを用意しています。お求めは商工会まで。

〜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：髙山、中垣）までお電話でお申込みください。
◇日

◆のぼり旗（500 円）
数に限りがありますのでお早めに！
◆ステッカー
（無料：いずれも A4）

◇講

時： 9 月 15 日（金）
10：00～16：00
9 月 25 日（月）
10：00～16：00
10 月 5 日（木）
10：00～16：00
10 月 16 日（月） 10：00～16：00
10 月 25 日（水） 10：00～16：00
師：芦屋町商工会専坦税理士
澤田 一弘先生

