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芦屋町商工会 第２６回通常総代会開催！！
5 月 1８日（木）
、多数の総代の皆様ご出席の中、第２６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３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。
なお、今年度は、平成 29 年 3 月に経済産業大臣の認定を受
けた「経営発達支援計画」の推進による経営力向上に向けた支
援を中心に、特産品等開発プロジェクト事業の推進及びプレミ
アム付商品券発行事業など、地域経済活性化に向けた取組みに
も積極的に取り組んで参ります。皆様のご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

～新規会員事業所のご紹介～
本年 3 月２７日（月）と４月２５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）
企業名・代表者
ニュー設計事務所
新屋 彰彦
ピッツェリア カントナータ
有松 位
ハマサキ建設
濵崎 航
塩塚工業
塩塚 清志
関進工業
関 智昭
ワイエスフード㈱
緒方 正憲
HASAMIYA
塚本 基樹
くいもんや
柳 成人

所在地
芦屋町山鹿
25-13
遠賀町浅木
3-14-3
芦屋町緑ヶ丘
1-3-107
芦屋町高浜町
18-４8
芦屋町中ノ浜
11-23
田川郡香春町鏡山
金山 552
芦屋町芦屋
1455-284
芦屋町正門町
6-23

業種
機械設計
窯焼きピザ
移動販売
大工
プラント
工事
建設業
ラーメン店
飲食
居酒屋

10％プレミアム付「にこにこ商品券」の販売予定について

プレミアム付

今年度も芦屋町内でのお買い物が 10％お得なプレミアム付商品券「にこにこ商品券」の販売を行います。発行総額は年間で
7,700 万円と昨年と同額を予定しております。6 月及び 7 月の販売スケジュールは下記の通りです。なお、残りの 2,200 万円分
（10％プレミアム含む）については、本年秋に販売を予定しています。

にこにこ商品券（６月４日発売開始）

高額商品券（７月２日発売予定）

・発行総額：3,300 万円（プレミアム 10％分含む）

・発行総額：2,200 万円（プレミアム 10％含む）

・販売額 ：1 冊：10,000 円

・販売額 ：1 冊：５0,000 円

（額面 500 円×22 枚/冊）

（額面 55,000 円/枚）

・使えるお店：町内の事業所

・使えるお店：町内の事業所

・購入限度額：お一人様 5 万円（5 冊）まで

・購入限度額：一世帯：100 万円（20 枚）まで

・使用期限：平成 29 年 6 月 4 日（日）～9 月 30 日（土）

・使用期限：平成 29 年 7 月 2 日（日）～12 月 31 日（日）

・販売日時：平成 29 年 6 月 4 日（日）9 時 30 分～14 時

・販売日時：平成 29 年７月２日（日）９時３０分～13 時 30 分

・販売場所：6/4（日）のみ芦屋町町民会館。（※売切れ次第終了）

・販売場所：芦屋町商工会

残数がある場合、6/5（月）以降は、芦屋町商工会
「にこにこ商品券」 で 9 時～16 時の時間帯で販売いたします。
PR ステッカー
贈呈中！

（※土日祝日除く）

（※売切れ次第終了）

残数がある場合のみ、7/3（月）以降は、芦屋町
商工会で 9 時～16 時の時間帯で販売いたします。
（※土日祝日除く）

その他、にこにこ商品券購入に係る詳細については
5 月 15 日号の町報折込チラシをご確認ください。
なお、
「にこにこ商品券」は、秋にも販売を予定
しています。

高額商品券の購入には、購入目的が明確に分かる「見積書」
が必要です。見積のチェック方法やその他詳細については、
6 月 1 日号の町報折込チラシでご確認ください。

プレミアム商品券の発行は、従来から県・町の補助金や商工会の財源によりプレミアム費の捻出を行い、事業を
実施しています。そのため、本来の目的である「地域の新たな消費喚起」による経済活性化の実現には事業者の皆
様方の積極的な販売促進が不可欠です。この機会に、商品券のさらなる利用促進に向けた取組み（セール・イベン
ト等）を併せて実施していただき、店舗の売上アップに繋げていただきますようお願いいたします。なお、にこに
こ商品券の取扱店舗であることをお客様に知っていただく販促物として店舗掲示用の「PR ステッカー」
（無料）を
商工会で準備いたしております。交換等ご入り用の際は商工会までご連絡ください。

“スーパーはまゆう”掲示版に
広告掲載しませんか？
現在、芦屋町商工会商業部会では「生き活き市場 Good Smile
はまゆう」の駐車場内に掲示板を設置しています。店舗情報や
イベント情報、求人情報等の PR にぜひご利用ください。
≪掲示板の概要≫

芦屋基地納涼祭

出店者募集！

芦屋基地納涼祭が下記の日程で開催されます。現在、基地か
らの飲食販売の出店要請はまだ来ておりませんが、例年通りの
開催を想定して、出店希望事業所を募集します。ご興味のある
方は、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いてはご連絡のあった方に対
し、改めてご案内いたします。なお、国際情勢や基地の諸事情
により開催されないことがあることをご了承ください。
☆開催日：7 月 25 日（火）

芦屋町チャレンジショップ
“HASAMIYA”がオープン！！
海が見える海浜公園内の店舗で、最長 2 年間経営に関するノウハ
※設置例

ウを学びながら、将来の本格創業を目指す「芦屋町チャレンジショ
ップ」が 4 月 22 日（土）にオープンしました。オーナーの塚本基

お申し込みは商工会（☎222-2111 担当：武谷）まで

樹さんは飯塚市出身の 4０歳。店名（HASAMIYA）が示す「はさ
む」をテーマに、ハンバーガーやホットドック、コーヒーなどを販

空き店舗を活用した期間限定のうどん店を開店しました！
芦屋町商工会女性部では、
岡湊神社のナ
ンジャモンジャの花が満開を迎える時期
に合わせ、
空き店舗を活用したうどん店を
期間限定（平成 29 年 4 月 29 日（土）
～5 月 5 日（金）
）で開店しました。
年々、
花見に訪れる観光客は増加傾向にあ
るものの、
近くにお昼ごはんを食べられる
お店がないとの声を受け、
実施いたしまし
た。他にも、神社の境内で町のお店を紹介
したマップの配布や、特産品等のお土産品
のＰＲを行いました。

芦屋町の「オリジナルポロシャツ 2017」が販売されます！
芦屋町のオリジナルポロシャツが本年も下記の販売所で販売さ
れます。今年は、芦屋町のゆるキャラ「アッシー」と町の名所や
イベント等がプリントされたデザインと、シンプルな「芦屋
（ASHIYA）
」の文字がメインの 2 種類（各 2 色ずつ）が販売さ
れます。枚数に限りがあります。ご購入はお早目に。
☆販売開始予定日：平成 29 年 6 月中旬（予定）
☆販売場所：てのや商店、福島スポーツ、かねやす、
マリンテラスあしや、芦屋町観光協会（予定）

☆販売予定価格：1,５00 円（税込）
☆サイズ：各種（SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L）
☆デザイン：デザインは 2 種類。色は各種以下の 2 色があります
デザイン①（※「ホットピンク」イメージ）

デザイン②（※「ブラックイメージ）

ホットピンクとロイヤルブルーの 2 色あり。

ブラックとホワイトの 2 色あり。

売。これから観光シーズンを迎える芦屋町の新たなスポットとして
活躍が期待されています。ぜひ一度お立ち寄りください。
ご来店お待ち

店名：HASAMIYA-はさみや-

しております！

営業時間：10 時～Close（※季節による）

「ふくおか商工会アンテナショップ（仮称）」
出品企業の募集について
県内の地域産品の PR・販売を目的に福岡県商工会連合会が設置
するアンテナショップへの出品企業を現在募集中です。お申し込み
をご希望の方は、以下の概要をご確認の上、5/29（月）までに商
工会（☎222-2111 担当：吉岡）までご連絡ください。
≪アンテナショップの概要≫
店舗名
所在地

ふくおか商工会アンテナショップ（仮称）
博多マルイ 2F フードセレクト 13.4 坪
（福岡市博多区博多駅中央街 9-1）

開設期間
営業日時
取引条件
取扱商品

平成 29 年 7 月 1 日（土）～平成 30 年 2 月 28 日（水）

商品選定

博多マルイの営業日に準じる

営業時間：10 時～21 時

「委託販売」又は「催事販売」※会計はレジを通します。
福岡県内において、事業者が製造又は販売しているもの
であり、かつ当該地域の原材料や技術を活用しており、
商工会等の推薦がある食品・飲料等。
※非食品も取扱い対象とする。
福岡県商工会連合会及び小売店舗との協議により可否を
決定。

～税理士による税の無料相談会開催のお知らせ～

芦屋町の制度融資に係る保証料が補助されます！

税に関する相談を下記の日時でお受けいたします。相談は
無料です。お申し込みは、事前に商工会（☎222-2111 担
当：髙山、入江）までお電話ください。

町内の商工事業者向けの融資制度「芦屋町制度融資」が改正にな
り、これまで貸付利息（年金利）の他に別途付加されていた福岡
県信用保証協会の保証料が、今年度の申込み分より、芦屋町に申
請を行うことで全額補助されることとなりました。
（※利用には一定の
条件があります。）お申し込みを検討される方は商工会までご連絡くだ

さい。

◇日時： 5 月 25 日（木）
6 月 5 日（月）
、14 日（水）、26 日（月）
時間は、いずれも 10：00～16：00
◇講師：芦屋町商工会専坦税理士
澤田 一弘先生

