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プレミアム付

発売 ! !

前回の会報誌でもお知らせしました「芦屋町にこに
こ商品券」を下記の日程で発売いたします。前回まで
は 10％のプレミアムでしたが、今回はなんと 20％
のプレミアムがついています。この商品券は福岡県
及び芦屋町の支援をいただいて、町内事業所の活性化
と消費拡大を目的として発行しています。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。

左記 5/24（日）に続き、
「にこにこ高額商品券」を下
記の日程で発売致します。この商品券は、福岡県及び芦
屋町の支援を受け、芦屋町商工会が町民の皆様の住環境
及び生活支援と、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。今年は 20％のプレミ
アムがついていますので、住宅のリフォーム、車の購
入・整備、電化製品の購入を予定されている方へ積極的
なＰＲ活動を行っていただき、売上アップにつなげてく
ださい。
（※事業をしている方が事業目的での使用はでき
ませんので、くれぐれもご注意ください）

プレミアム付

発売決定 ! !

“自然が豊かで海の幸も美味しい、また歴史が深く国
の重要文化財にも指定されている芦屋釜発祥の地”とし
ても有名な芦屋町。豊富な観光資源に恵まれているにも
かかわらず、観光地としては他地域に遅れをとってしま
っているのが現状です。「町外の人達に芦屋町の魅力を
もっと知ってもらいたい！」という思いから最大で
30％のプレミアムが付いた“芦屋まる得通貨”を下記
の日程で発売いたします。この通貨券は、福岡県及び

芦屋町の支援を受け、町内事業所の活性化と消費拡
大を目的として発行しています。参加店の皆様におか
れましては、ぜひこの機会に販促ツールとして積極的に
町外の方へ PR 頂けますようお願いいたします。

6 万円が 5 万円で買えます！
12,000 円が 10,000 円で買えます！

☆発売日時：5/24（日）9：30～13：00
（※５/25（月）以降は商工会で９時〜１６時の間
で販売します。売切れの場合はご容赦ください）
☆販売場所：芦屋町町民会館
☆発行金額：総額 4,000 万円
（※一冊は 10,000 円（500 円×24 枚【12,000 円分】）

「あしや
☆発売日時：6/28（日）9：30～13：00
（※6/29（月）以降は商工会で９時〜１６時の間で販売し
ます。売切れの場合はご容赦ください）

☆販売場所：芦屋町商工会館
☆発行金額：総額 7,000 万円
（一枚 60,000 円の高額券を 50,000 円で購入できます）

☆購入限度額：一世帯 20 枚（100 万円）まで

にこにこ高額商品券購入の流れ

◇◆商品券使用にあたっての注意事項◆◇

お客様
③
④
商工会

⑥
⑦
⑧

⑤

①
②
事業者

☆発売日時：７/１（水）午前 9：30～
（※売切れ次第終了となります）

担当：平井、武谷まで

①

この商品券は芦屋町内のすべてのお店、事業所でご使用い
ただけます。ただし、一部下記の通り使用できないお店や
事業所、購入できない商品等があります。
①公共機関への支払い（マリンテラス芦屋は使用可）
②公営ギャンブル
③商品券、タバコ、プリペイドカード、切手、官製ハガキ、
収入印紙、出資や債務の支払い、有価証券の購入等

町外の方を芦屋町に呼び込み、芦屋町で買い物やお
食事をしてもらうことを目的に発行する町外の人を
対象にした地域通貨です。
（※町内の人は購入できま
せん）また、登録されていない事業所ではお客様か
ら当通貨を受け取っても商工会では換金できません
ので、くれぐれもご注意ください。

にこにこ高額商品券購入の流れ
（※但し、購入目的が明確で、見積書が必要です）

☆使用期限：Ｈ27.6/28（日）～Ｈ.2712/27（日）まで
☆お問合せ先：芦屋町商工会（☎222-2111）

☆購入限度額：一名につき 5 冊（50,000 円）まで
☆使用期限：Ｈ27.5/24（日）～Ｈ27.9.30 まで
☆お問合せ先：芦屋町商工会（☎222-2111）
担当：平井、武谷まで

得（マルトク）通貨」とは？

①事業所の選定・見積依頼
②見積書（6/1 以降の日付）の発行
③商工会にて商品券購入手続き
④高額商品券の販売
⑤工事サービスの提供
⑥高額商品券でお支払い
⑦換金申込・完了報告書・領収証
の写し・工事の写真（工事前・
後）の提出。物品の場合は納品
書等。
⑧お支払

☆販売場所：芦屋町観光協会の通販サイト
（アシカンモール）
☆発行金額：総額 2,470 万円
①6,000 円券（＠1,000×5 枚＋＠500 円券×2 枚）
を 5,000 円で販売⇒20％お得！
②13,000 円券（＠1,000×10 枚＋＠500 円券×6 枚）
を 10,000 円で販売⇒30％お得！
☆購入限度額：一名につき５万円まで
☆使用期限：Ｈ27.７/１（水）～Ｈ27.12/27（日）まで
☆お問合せ先：芦屋町商工会（☎222-2111）
担当：武谷、平井まで

★商品券の換金方法が変わります★
平成 27 年 5 月より商品券の換金は、芦屋町商工会にて毎週火曜日と金曜日の 10：00～16：00 までとさせて頂きます。また、5 万円未満については従来通り、窓口に
て即日換金いたしますが、5 万円以上については商工会より振込を行います。
（※月末締の翌月 10 日払いで振込手数料は商工会が負担いたします）会員事業所の皆様には、ご不便
をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力をお願い申しあげます。

芦屋町商工会第 24 回通常総代会開催！！
5 月 15 日（金）
、多数の総代の皆様ご出席の中、第 24 回通常総代会が開催されました。提出された議案（第 1 号議案～第６号議案）については、
すべて可決承認されました。議案書につきましては、順次配布を行いますのでお読みください。
本年度も、商工会組織、役職員が一丸
となり、地域商工業の発展・地域振興の
ために邁進して参りますので、会員の皆
様の変わらぬご支援、ご協力をお願い申
し上げます。
会長

黒山 敏治

アッシーロゴ入りポロシャツ＆アッシーピンバッジ発売！！

新規会員事業所のご紹介
去る 4 月 23 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

(株)光希
坂田 敏彦

芦屋町山鹿
1023-2

配管、製缶

(有)ｶﾑｶﾝﾊﾟﾆｰｶﾘｰﾉ
遠山 ひとみ
明優造園
村田 則明

若松区花野路
1-1-9
岡垣町旭南

菓子製造販売

田中伸幸創作人形研究所

芦屋町高浜町
24-8

田中

伸幸

ﾏﾘﾝﾃﾗｽ入浴半額券
残りわずか！

造園業

13-13-101

人形作家

マリンテラス芦屋の入浴半額券（300 円）
をお客様に配布するなど販促活動に使用す
ることを条件にお配りしています。

芦屋町公認のゆるキャラ「アッシー」のロゴ入
りポロシャツを商工会にて販売いたします。芦屋町を全
国に PR するために日々頑張っているアッシーのロゴが
左胸に、左肩の袖には芦屋町のロゴが入っており、子供
から大人まで気軽に着て頂けるシンプルなデザインとな
っています。色は芦屋町の美しい海をイメージしたロイ
ヤルブルーです。私服として着たり、イベント等にお揃
いのポロシャツで参加するなど、様々な用途でお使い頂
けます（*＾－＾*）
☆発売日：６月中旬頃
☆販売価格：1,600 円（税込）
☆カラー：ロイヤルブルー
☆サイズ：Ｍ、L、LL
☆販売場所：芦屋町商工会館

商工会青年部ではアッシーのピ
ンバッジを\250 で販売しています。
バッグやポーチにつけたり、アッシー
のロゴ入りポロシャツとセットで使っ
てみてはいかがでしょうか？お値段も
お手頃なので、自分用やお知り合いの
方へ芦屋町のお土産としてもピッタリ
ですよ♪

！！

ナンジャモンジャ

４月下旬〜５月初旬にかけて、芦屋町のナンジャモンジャの花が満開を迎えました。その雪のように咲
き誇る白い花を一目見ようと、岡湊神社の境内には全国各地から約３万人もの人が訪れました。夜間はラ
イトアップされ、訪れた人は「雪をかぶっているみたい」と口にしながらその美しい姿に酔いしれていま
した。4/29（水）には、同神社で大切な人形に感謝を捧げ供養する「あしや人形感謝祭」の祭事が行わ
れ、町内外からたくさんの人形が奉納されました。「あしや人形感謝祭」は、その昔、村長（むらおさ）
の娘の宣託により地中から引き上げられた人形を岡湊神社に奉納したところ疫病が治まったとされる故
事に由来する伝統行事です。平成１８年には、お人形が大活躍するアニメーション「ローゼンメイデン」
のキャラクターとコラボしたことで、全国のファンの間でも話題になりました。
芦屋の食事処をはじめ
最近では珍しくなくなったアニメキャラと伝統行事等のコラボレーションですが、
色々なお店の情報が満載！
芦屋町では９年も前に全国に先駆けて行った取組みです。芦屋町商工会女性部では、
この時期に合わせ、訪れた観光客の方達に町の PR をする為、芦屋の浜辺で採れた
貝殻で作ったストラップとペンダントを販売いたしました。また商工会が作成した
「筑前芦屋おすすめマップ」の配布も行いました。

保険の見直し相談会実施中！！

大好評！

商工会では、専門家による「保険の見直し相談会」を実施してい
ます。既にご相談された会員様からは、
「保障内容は同じなのに、保険料が大幅に安
くなった！」といったお喜びの声も頂いております。ご相談頂いた方には「1,000
円分のクオカード」を贈呈しています。ぜひこの機会にご相談されてみてはいかがで
しょうか？相談をご希望される方は、商工会（☎２２２−２１１１ 担当：津田、畑
江）までご連絡ください。
こんな方にオススメです！
・保険の見直しで経費（家計）の削減を図りたい…
・社長（主人）にもしものことがあったら…
・今の保険で老後の生活は大丈夫だろうか…

生命保険

定期保険

医療保険

ｼﾆｱ保険

がん保険

傷害保険

クオカード千円分
贈呈！

経営のお悩みを専門家に相談されてみませんか？
商工会では会員事業所の皆様の経営に関する様々なお悩みを解決するた
め、各種専門家を無料で派遣いたしております。専門家が親身にアドバイス
させていただきますので、お気軽にご相談ください。詳細をお知りになりた
い方は商工会（☎222-2111 担当：武谷、吉岡）までお問合せください。

経営

情報

経営革新
経営計画
経営診断
市場調査など

販売

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
情報収集
POS
CP 導入など

税務

☆10 月より、マイナンバーが通知されます☆

芦屋町人形感謝祭のイメージキ
ャラクターの「恋鞠（こまり）」
です！

法律

所得税
法人税
消費税
贈与税など

経営権、契約、
贈与、相続、
トラブルなど

店舗

マーケティング
商品企画
デザインなど

財務

人事労務

店内ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
店舗ﾚｲｱｳﾄ
照明など

商店街活性化

収益性
安全性
成長性など

共同販促
スタンプ事業
コミュニティ
ビジネスなど

販売員教育
就業規則
労務管理など

技術
生産管理
品質管理
申請開発
特許など

平成 27 年 10 月より、住民票を有する全ての人に、市町村より簡易書留にてマイナンバーが通
知されます。マイナンバーとは「国民一人ひとりに対して発行される 12 桁の番号」です。このマ
職長・安全衛生責任者講習会
イナンバーは平成 28 年 1 月以降、年金、雇用保険、医療保険、福祉関係といった社会保障分野の
◆◇受講者大募集◇◆
行政手続きや、税務当局に提出する確定申告等の手続きにおいて、順次、利用が開始されます。ま
た、災害対策にも利用されます。マイナンバー制度の目的は①行政機関や地方公共団体の事務作業
遠賀郡内商工会広域体制協議会では、下記の日時で「職長・安全衛生責任
の効率化②国民が手続きを行う際の手続きの簡素化③行政サービスに係る負担や受給に関する不正
者講習会」を開催いたします。労働安全衛生法第６０条では、
「事業者は、
防止と、本当に困っている人に対するきめ細やかな支援、です。事業所がマイナンバーを取扱う際
の取扱い方法や注意事項については、
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者 その事業場の業種が政令で定めるものに該当する時は、新たに職務につくこ
編）
」としてインターネット上に公開されていますので、ご確認ください。
とになった職長その他、労働者を直接指導する者に対し、安全又は、衛生の
お問合せ先（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｺｰﾙｾﾝﾀｰ☎0570-20-0178）

弁理士による無料相談会
～そうだ！弁理士に相談してみよう！！～
年々、その重要性が高まってきている特許や商標権等の知的財産権。そんな知的財産
権に関する様々な相談に弁理士が無料で応じます。
★★例えば、こんなときにご相談ください！★★
・新しい商品のアイディアやデザイン、ネーミングを検討するとき、さらに権利化したいとき
・特許権や商標権などのライセンス交渉、技術的秘密事項を含む契約を行うとき
・海外での事業展開の際に知的財産の扱いに不安があるとき
・模倣被害にあっているとき、または懸念があるとき

◆内
◆日

容：特許、実用新案、意匠、商標、著作権等の
知的財産に関する相談
時：毎週木曜日 午前 10 時～12 時
午後 13 時～15 時

ための教育を行わなければならない」と定めています。当講習会では、作業
中の労働者を直接指導、または監督するものとしての職長教育の他、安全衛
生責任者として、監督業務、異常・緊急時の処置等、現場の監督者に必要な
スキルを取得します。詳細については同封のパンフレットをご覧ください。
☆開催日時：平成２７年７月１０日（金）〜１１日（土）の 2 日間
講習：８時４０分〜１７時４５分（１日目）※８時１５分集合

☆会
場：芦屋町商工会
☆実施教育機関：㈱日立建機教習センタ福岡教習所
☆対象業種：建設、製造、電気、ガス、自動車整備、機械修理業
☆受講資格：１８歳以上
☆受講料 ：19,000 円（※消費税、教材費込み）
☆定
員：２０名
☆申込方法：①受講申請書（商工会に所定のものがあります）
②写真１枚（縦３㎝×横 2.4 ㎝※裏面に氏名をご記入ください）
③住民票（本籍が記載されたもの）をご持参ください。
☆申込締切日：６月２６日（金）
☆申込先 ：芦屋町商工会

（※事前に☎092-415-1139 で予約が必要です）

◆場

所：日本弁理士会九州支部室
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前
2-1-1 福岡朝日ビル 8 階
◆相談料：無料（※一部、鑑定、明細書作成・修正等、

芦屋基地納涼祭出店者募集！

内容によっては対応できない場合もあります）

〜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。
お気軽にお申込みください
◇日 時：5 月 2５日（月）
6 月 5 日（金）
、11 日（木）、25 日（木）
※時間は、いずれも 10 時～16 時の時間帯です。
◇講 師：芦屋町商工会専坦税理士
堀江 祐治先生

恒例の芦屋基地納涼祭（盆踊り）が、下記の日時で開催されます。
商工会では、会場で出店（飲食販売）を希望される事業所の募集を予
定しております。ご興味ある事業所は事前に商工会（☎222-2111
担当：武谷）までご連絡ください。出店にかかる詳細につきましては、
後日ご案内申し上げます。
開催日：平成２７年７月２３日（木）１８：００〜２０：００（予定）

〜５・６月商工会行事〜
５/24（日） 9：30～13：00

「にこにこ商品券」発売！

５/25（月）10：00～16：00

税務相談日

6/5（金）

10：00～16：00

税務相談日

6/11（木） 10：00～16：00

税務相談日

6/25（木） 10：00～16：00

税務相談日

6/28（日）

「にこにこ高額商品券」発売！

9：30～13：00

（担当：平井、畑江）

弁護士による無料法律相談を受付中！！
商工会では、取引や労働トラブルが発生した場合などに、ご
相談いただける無料の個別法律相談を随時行っております。ご相談を希望
される方は、商工会（☎222-2111）までお問い合わせください。無料相
談の相談時間の目安は約 30 分です。
（担当：吉岡、武谷）

〜その他年間行事〜
７/1（水）
「あしやまる得通貨」発売！
7/23（木）
航空自衛隊芦屋基地納涼祭
７/25（土）
あしや花火大会
10/11（日）
町民体育祭
10/23（金）〜11/8（日） あしや砂像展２０１５
11/22（日）
航空自衛隊芦屋基地航空祭
平成２８年
1/17（日）
農業祭

