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「第１回 さわらサミット in 芦屋町」が開催されました
平成 29 年 2 月 25 日（土）～2 月 26 日（日）の 2 日間、芦屋ボートレース場において、各店自慢の鰆グルメを一同に会しグランプリを競う
「第１回さわらサミット」が開催されました。当日は、天候にも恵まれ、2 日間で 9,000 人近くの来場者があり大盛況のうちに終了しました。
本会からも 8 店舗が出店し、その中で商工会女性部が販売を行った「サワラうどん」が、第 3 位に入賞を果たしました。
（※グランプリは、レスト
ランまんぼう「だしかけ鰆天丼西京味噌漬」） この他、本会の特産品等開発プロジェクトで開発を行った新商品 3 アイテム（鰆味噌漬、鰆みりん、
鰆おやき）の販売コーナーを会場内に設置し、商品の PR と販売促進に取り組みました。また、サミット終了後の 2/27（月）～3/19（日）まで
の期間、町内の飲食店 12 店舗が参画し、鰆メニューの提供を行う「鰆フェア」も開催されました。今後も、本会として、芦屋町の新たな看板資源
として鰆の普及促進に努めていきたいと考えています。

グランプリ表彰式っちゃ♪

多くの来場者が訪れ、売切れ続出の鰆メニュー

商工会が 3 年かけて
開発した鰆の特産品ば、
食べてみらんね！
うまかばい～

また、今年度、本会の特産品等開発プロジェクトで実施した県外向けの販路開拓支援事績は下記の通りです。

「 松本あめ市」出店

「 日本百貨店しょくひんかん」出店

平成 29 年 1 月 8 日（日）に松本市（長野
県）で開催された「松本あめ市」に出店。
上記の 3 アイテムの他、長野県でなじみの
深い、信州味噌漬けの販売も実施。

平成 29 年 2 月 4 日（土）～2 月 5 日（日）
の 2 日間、日本百貨店しょくひんかん（東京
都）に出店。全国から数多くの特産品が集積
する東京で新商品のモニタリングを実施。

「通常総代会」開催のお知らせ
今年度の第 26 回芦屋町商工会通常総代会は、下
記の通り決定いたしましたのでお知らせ致します。
総代の皆様におかれましては、業務ご多忙中とは存
じますが、ご出席よろしくお願い致します。

優良従業員 表彰対象者ご推薦のお願い
商工会では、各事業所に永年勤務され、貢献された方の表彰を 5 月 18 日（木）の
通常総代会にて行います。事業所の皆様におかれましては、下記の基準に該当される
方のご推薦をお願いいたします。
◇表彰内容（※勤続年数は平成２９年５月３１日を基準日として算出されてください）
①勤続年数 10 年以上・・・『本会会長表彰』

◇開催日時：平成 2９年 5 月 18 日（木）

③勤続年数 20 年以上・・・『福岡県商工会連合会会長表彰』

15：00～
◇開催場所：芦屋町商工会館

②勤続年数 15 年以上・・・『芦屋町町長表彰』

2Ｆ大会議室

④勤続年数 30 年以上・・・『全国商工会連合会会長表彰』
◇事業主負担金
（※事業主と商工会双方で表彰いたしますのでお申込みの際に該当金額をご負担ください）
①勤続年数 10 年以上・・・5,000 円

〜新規会員事業所のご紹介〜

②勤続年数 15 年以上・・・7,500 円
③、④勤続年数 20 年以上・・・10,000 円
◇お申込み期限

平成 29 年４月５日（水）

去る 2 月 15 日（水）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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平成 28 年度「
（公財）やまぎん地域企業助成基金」に

八木鋳金様が採択されました！
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賃貸業

山口、広島、福岡３県内に事業所を有する中小企業への助成を
通じて、地域経済の発展を図る上記助成基金に本会から、芦屋釜
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カスタムスナックバー

芦屋町山鹿

ハンバーガー

の製作を行う八木鋳金（代表：八木孝弘氏）様が選ばれました。
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八木さんは、「伝統産業の技術・技法の存続・発展に貢献する企
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業」部門での受賞で、本会では初の受賞者となりました。
今後も八木さんが目指す芦屋町の地域資源である「芦屋釜」を
活かした地域活性化の実現に向け、本会としてできる限りの支援
を行っていきたいと思います。

山口銀行の吉村頭取より
表彰状を受取る八木氏

Vol. ４

第 4 回目の事業所は、
農業を営む
「寿ぶどう園」さんです♪

商工会と一緒に

記帳の効率化と経営状況の把握をめざす事業所紹介
【事業の概要】
お米とぶどうを生産・販売する農家。

【事業所の紹介】
事業所名 寿ぶどう園
代
表 安髙 寿（ｱﾀｶ ﾋｻｼ）
住
所 芦屋町大字芦屋 944
☎223-0949

【経

中でも「紅瑞宝（ﾍﾞﾆｽﾞｲﾎｳ）
」と呼ば
れる赤ぶどうは人気が高く、遠方から
わざわざ買いに来る人もいるほど。

緯】

日々の記帳はすべて手書きでしており、記帳を効率化できる方法はないかと商工会へ相談したところ、
「ネット de 記帳」という経理ソフトを勧められ
導入。将来的には息子さんへの事業承継も考えており、今のうちから自分で経営状況を把握できるようになってほしいという思いから、息子さんが担当
することに。

【取り組んだ内容】
① まずは 3 ヶ月間の無料お試しを実施
② 操作方法や仕訳等の不明点はすぐに商
工会の担当者に相談。あわせて財務諸表
（貸借対照表・損益計算表など）の基本
的な見方を指導してもらった。

【効
果】
・以前は、確定申告が近づくと一年間分をまとめて整理していたので、年度が終わってからでしか
経営状況を把握できなかったが、「ネット de 記帳」を導入したことでタイムリーに把握できる
ようになった。
・手書きに比べて、記帳がとても楽になった。
・貸借対照表、損益計算表の基本的な見方が分かるようになり、経営状況を自分で把握できるよう
になった。
安心安全はもちろん、
「美味しい」と感動してもら
えるよう頑張っとります！

経 営 者 の 声

初めは、簿記の知識もほとんどない息子にできるのかどうか不安でしたが、
息子に感想を聞いたところ、
「操作方法が簡単なのと、商工会の担当者と同じ入
力画面を見れるので、不明点がある時は電話一本ですぐに確認でき非常に便利」
とのこと。今では、貸借対照表と損益計算表の基本的な見方も分かるようにな
り、青色申告も自信をもってできるようになったと喜んでいました。

インターネットを利用した「インストール不要」
、
「バージョンアップ不要」、
「バックアップ不要」の
経理ソフト。商工会による操作方法のサポートは
もちろん、記帳・経理などのアドバイスが受けられ
るということが最大のメリットです。

はまゆう駐車場に「会員用掲示板」を設置予定です！
所得税・消費税の振り替えをお忘れなく！！
平成 2８年度分の所得税及び消費税の振替納付日が近づいてお
ります。振替納税をされる方は、指定口座の預金残高を事前に必
ずご確認ください。（※納付期限を過ぎると延滞税が加算されま
すので、くれぐれもご注意ください）

◇所得税及び特別復興税

4/20（木）

※所得税及び復興特別所得税の延納の届出を事前に出されて

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できるよう関係機関と協議しております。会員事業所の
店舗情報、イベント情報、求人情報等にぜひご利用ください。
●枠のサイズ
： １枠 A５サイズ（１事業所につき２枠まで）
●広告掲載期間 ： 原則２週間、４週間（商工会カレンダーに基づき、
原則、毎月１日と１５日を入替日とする）
●枠あたり広告料： １枠１００円／２週間、１枠２００円／４週間
●現行提出期限 ： 毎月１０日、２５日（但し先着順）
●掲載開始時期 ： ４月上旬（予定）

いる方の延納分の振替日は、５/31（水）です。延納分につい
ては利子税がかかることがありますのでご注意ください）

◇消費税及び地方消費税

4/2５（火）

〜税理士による税の無料相談会開催のお知らせ〜
確定申告も終わり、ホッと一息つかれているところかと思いま
す。申告前は忙しくて聞けなかった税金に関するお悩みを、税の
スペシャリストである税理士の先生にご相談されてみませんか？
相談は無料です。お申し込みは、事前に商工会（☎222-2111）
までお電話でお申込みください。

◇日

時： 3 月 27 日（月）
４月 5 日（水）、14 日（金）、25 日（火）
5 月 8 日（月）、15 日（月）、25 日（木）
時間はいずれも 10 時～16 時です

◇講

師：芦屋町商工会専坦税理士
澤田 一弘先生

「ＩＴ導入補助金」のご紹介
ＩＴツールの導入にかかる費用の一部を支援する「ＩＴ導入補助金」の公募が近
日中に開始予定です。ＩＴツールを導入して、売上ＵＰ・業務効率ＵＰを目指し
ませんか？興味・関心のある方は商工会（☎222-2111）までご連絡ください。
●補助対象経費：ソフトウェア、サービス等（例：パッケージソフトの
本体費用、クラウドサービスの導入・初期費用など）
●補助金上限額・下限額・補助率：
上限額 100 万円/下限額

20 万円/補助率

2/3 以下

●申 請 期 間 ：平成 29 年 3 月中旬～6 月 30 日（金）迄（予定）
※上記公募期間は現時点での予定であるため、変更となる
場合があります。詳細は「ＩＴ導入補助金」専用ホーム
ページ https://www.it-hojo.jp/ をご覧ください。

「経営発達支援計画」が経済産業大臣に認定されました！
商工会が小規模事業者の事業の持続的発展を目的に、事業計画の
作成と遂行、新たな販路開拓支援等により支援する「経営発達支援
計画」に、平成 29 年 3 月 17 日付で、本会が経済産業大臣に認定
されました。今後、本事業計画に沿って、さらなる会員事業所の皆
さまの経営支援に努めてまいります。

転任のご挨拶
４月１日付より、古賀市商工会へ異動とな

3～4 月商工会行事予定

りました。右も左も分からない私を、一から
指導して下さった先輩方や、会員事業所の皆
様のおかげで何とかやってこれた２０年でし
た。この経験を生かしつつ、古賀市商工会で
も努めたいと思います。
長い間、お世話になりました。

経営支援員
平井 綾子

3/26（日）
3/27（月）17:30～
4/8（土） 18:00～
4/13（木）14:00～
4/18（火）15:00～
4/16（日）～17 日（月）
4/25（火）15:00～
4/25（火）18:30～

青年部ニジマス釣り体験イベント
第 7 回理事会
青年部総会
平成 28 年度監査会
第 1 回正副会長会議
青年部視察研修
第 1 回理事会
女性部総会

