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常任理事　　古　澤　　利　夫
麻生区上麻生 6-31-18
tel 044-988-2088株式会社三矢研究所

電子機器

大型ドローン並びに1/5ガソリンＲＣカーの組み立ておよび各操作指導を行っており
ます。詳しくは弊社並びにホームページをご覧ください。www.e-f-planning.com/

常任理事　　中　島　　健　児
麻生区万福寺 5-12-1
tel 044-９５４-０９６０有限会社白百合商事

不動産賃貸

新百合ケ丘駅北口にある『ハイパーフィットネスクラブ新百合ヶ丘』のオーナー会
社です。地域社会の人々が健康で豊かな人生の実現に貢献することを目指します。

常任理事 三　浦　　正　樹
多摩区栗谷1-7-6
tel 044-２９９-７２７１有限会社ミウラ企画

サービス業

不動産の表示に関する登記について必要な土地・家屋に関する調査、測量法務局
への登記の申請手続又はこれに関する審査請求筆界特定の手続をします。

常任理事 谷　山　　亮　治　　　
麻生区多摩美1-12-11
tel 044-959-5612株式会社匠技術研究所

情報安全確保コンサルタント

「安全なはず」を「確かな安心、安全」に。安全なインターネット、ホームページ、
社内システムを基にクラウド、AI、IOTの利活用を実現します。

常任理事　　大　貫　　　弘
多摩区登戸 357
tel 044-932-8622株式会社 フレックスエンジニアリング

水道工事業

弊社は多摩区登戸で水道工事を主に行っている会社です。弊社はどんな時も建物
や人に寄り添い、健全・良好な状態を持続させることに全力で取り組みます。

常任理事　　鈴　木　　秀　幸
多摩区登戸 471-1
tel 044-935-0631共成電気株式会社

電気・通信工事

マンション・ワンルーム・商業施設の電気設備工事を東京・神奈川県内で施工
する会社です。モットーは「安全・安心・明るい！」です。

常任理事 加　藤　　尚　文
多摩区菅北浦 2-23-1
tel 044-944-9173株式会社かな

広告業

新聞の下半身には、さまざまな広告が咲いてます。そんな広告づくりを生業に
して40数年。朝日広告賞金融部門受賞の実績で、豊かなアイデアをご提案。

常任理事　　山　口　　篤
麻生区片平 1574
tel 044-988-0359株式会社ＡＤＹ

不動産業

お部屋探しのお手伝いをさせていただきます !! 小・中・大型犬・猫と快適に楽し
く暮らせる（３頭までＯＫ）物件も。お気軽にお問い合わせください♪

常任理事 芳　賀　　広　志
麻生区万福寺 1-1-1 6F
tel 044-969-9747キャンソフト株式会社

学習サービス業

パソコンの困ったはパソコン教室「富士通オープンカレッジ」、話題のプログラ
ミングは「プログラミング広場」、お子さまの学習は「学研教室」へどうぞ！

常任理事　　梅　田　　初　志
多摩区菅野戸呂 8-7
tel 044-944-2399 株式会社ミズモリ

建物サービス

祝１００号！消防・給排水・建築設備等の修理や管理を業務としております。
神奈川・東京のマンションで維持管理計画に是非ともご相談・御見積もりを！

常任理事 勝　田　　正　純
麻生区東百合丘 3-23-5
tel 044-953-9351ＭＴＫ株式会社

経営コンサルタント業

創立１４年目を迎えた首都圏での国際物流及び資金運用をメインとした経営コン
サルタント業。会社経営上の問題解決を支援させて頂きます。

常任理事 濃　沼　　健　夫
多摩区菅馬場1-21-9
tel 044-944-4849株式会社科学経済総合研究所

不動産業、技術コンサルタント

東京都内、横浜市内、川崎市内において各種の建物、倉庫、駐車場、農園などの
賃貸業務および電気通信、ＩＴ関連のコンサル業務を行っています。

副会長　　井　上　　　勇
麻生区上麻生1-7-11-203
tel 044-455-6463有限会社アイ・ディ・ワイ

不動産賃貸

主に自ら｛貸主｝の賃貸管理を中心に、親族のみで営んでおります。
お気軽にお問い合わせください。

副会長　　田　村　　精　一
多摩区布田 3-1
tel 044-９４５-５５７７プライムコーポレーション株式会社

サービス業

プライムコーポレーションは様々な事業を通して地域の発展に取り組んでおり
ます。

副会長　　伊　藤　　久　史
麻生区金程 4-13-12
tel 044-966-1477有限会社ヒサフジ

不動産賃貸

賃貸物件のこまごまとした保守業務（除草作業、低木の剪定作業、粗大ごみ撤去
など）お引き受けいたします。

副会長　　石　橋　　　博
多摩区堰 1-15-30
tel 044-829-5614株式会社ニッケン石橋

DM配送業

ニッケンメールは封入・封かん・ラベル印字貼等一切承ります。川崎市役所・社
会福祉関連施設をはじめ広報誌「かわにし」でもご利用いただいています。

会長　　鈴　木　　憲　治
麻生区上麻生6-27-20
tel 044-988-1258有限会社柿生恒産

不動産貸付

「ふるさと柿生の発展に貢献する」との思いから長寿の進展による高齢者の医療
環境を支援し、活力ある長寿社会実現のためサポートしています。

副会長　　並　木　　由　喜　子
多摩区枡形 5-16-1
tel 044-922-1651有限会社ナミキエンタープライズ

建売・土地売買

多摩区内において、自らの賃貸管理を中心に各種建物・貸倉庫・貸事務所・駐車
場等不動産管理を行っています。

創刊

を迎えることができました！号号かわにし

顧問　　渡　邊　　辰　夫
麻生区上麻生3-8-20
tel 044-966-6109有限会社山義産業

不動産業

新百合ヶ丘で賃貸ビルとフレンチレストラン「アサオガーデン」を運営してい
ます。レストランの個室は、ご家族・友人・接待等でご利用ください。

相談役　　松　澤　　貢
麻生区東百合丘2-40-7
tel 044-966-9573有限会社松澤鉄工所

鉄骨・鉄筋工事

野鍛四代目。鉄骨工事を始め 50 年以上の実績と信用で工事一般、鉄骨溶接・
補強及び取替新設工事他ご相談ください。御見積をいたします。

監事　　松　本　　浩　司
多摩区登戸1763 3F
tel 044-933-5822税理士法人松本会計川崎事務所

各種コンサルタント

多摩区登戸に開業し２５年。事業経営のお悩みから相続のご相談まで信頼と実績
の松本会計にお任せください。親切丁寧に寄り添います。

監事　　箕　輪　　浩　一
麻生区細山5-25-5-201
tel 044-281-8681株式会社箕輪設計事務所

土木建築サービス

宅地造成の開発許認可申請に関する一連の業務および調査測量、土木設計、登記
に関する業務を行っております。

理事　　鈴　木　　昭　弘
麻生区上麻生6-27-8
tel 044-988-1254株式会社スズユウ商事

不動産賃貸

私共は企業活動を通じ、安心・安全のまちづくりと、地域社会の健全な発展に、
積極的に寄与致します。

理事　　赤　井　　照　子
麻生区白鳥 1-13-8
tel 044-988-5878京浜光膜工業株式会社

光学機器

真空蒸着薄膜のメーカーとして1957年創業。スマートフォン、自動車、医療機器、
光通信等の光学薄膜部品の製造・研究開発を行っています。

理事　　白　井　　輝　生
麻生区千代ヶ丘5-7-51
tel 044-952-7751リョーキサービス株式会社

不動産貸付

不動産の賃貸、売買及びその仲介並びに管理をしています。地元密着をモットー
にサービスの提供に努めています。

理事　　青　戸　　慶　太
麻生区王禅寺東5-54-13
tel 044-988-0173有限会社青戸建材店

建築材料

弊社は、柿生の地において創業以来、生コンの製造・販売、建築資材の販売を致
しております。また、物置等の販売も致しておりますので、ご用命ください。

理事　　竹　内　　寿　嗣
多摩区宿河原3-5-4 
tel 044-922-4277株式会社セーフティ

生命保険

南武線宿河原駅前ファミリマート２ F でアフラック代理店、武蔵中原えぽっく中
原隣ビル３Fで酒房かんなぎを営んでおります。

理事　　吉　岡　　　宏
多摩区南生田4-20-1-202
tel 044-978-4341有限会社ほけんｄａyｓ

損害保険

川崎市内を中心に活動しておりますあいおい社専属の生損保取扱総合代理店
です。提携企業と共に地域社会の発展に貢献致します。

理事　　末　吉　　一　夫
多摩区南生田 4-20-1-201
tel 044-976-3731末吉商事株式会社

建売・土地売買

地域に支えられ39年。にぎわいのある地域創りを応援！！

理事　　松　浦　　孝　憲
多摩区中野島 3-16-19 1F
tel 044-911-9487有限会社中野島不動産

不動産業

中野島で皆様にご愛顧いただき 50 年。不動産の仲介・売買等何なりとご相談く
ださい。お客様の幸せのため親身になってお手伝いさせていただきます。

理事　　成　田　　正　弘
多摩区生田 8-20-6 1F
tel 044-932-1617有限会社エー企画

イベント企画制作

設立から４０年以上、販促活動をはじめ展示会への出展サポート、
周年事業から地域催事まで、企画立案から運営までを一貫して承ります。

理事　　吉　場　　八　重　子
多摩区堰 1-17-10
tel 044-811-8275株式会社大里工業

舗装工事

街の工事屋さん！道路・敷地・駐車場・植栽工事等お任せ！電話一本見積無料！
責任者・作業員の急募も承ります。まずはお電話を！

理事 　清　水　　孝　次　郎
麻生区上麻生6-38-8
tel 044-989-8571神興建設株式会社

一般土木建築

社是“お客様の幸せ”を第一にをもっとうとして世田谷、川崎を中心に地域密着
型ゼネコンとして、地域に貢献出来る事を喜びとしています。

理事　　池　田　　伸　介
多摩区長沢 1-27-6
tel 044-978-1550株式会社箔光社

樹脂加工業

当社は塗装・シルク印刷・箔押し等、仕上げ部分での業務を行っております。丁寧な作
業で人と人との対話も大事にし、気持ちよく仕事できる関係作りを大切にしています。

常任理事 相　馬　　茉　左　子
麻生区百合丘 2-2-3
tel 044-955-8832株式会社アクタス

建物サービス

アクタスは「お掃除のプロ」マンション・オフィス・ビルの日常清掃、定期清掃。
建物のメンテナンス、リフォーム。建物総合管理の専門会社。

理事 　新　田　　渉　世
多摩区登戸 2929
tel 044-932-4639有限会社ホープフル

対個人サービス

向ヶ丘遊園から４分、登戸駅から８分、徒歩圏内のジムで、ダイエットや運動
不足解消にピッタリのボクシングトレーニングを楽しめます。

おめでとうございます
10 0 t h  m e m o r i a l  n u m b e r  C o n g r a t u l a t i o n !祝

号
100
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点心が人気のチャイニーズレストラン

麻生区万福寺１-2-3（新百合ヶ丘駅徒歩3分）
☎044-952-4759
ランチ11：30～15:00（L.O.14:30）
ディナー17:00～22:30（L.O.21:45）
第3火曜（祝日の場合は翌日）

香港飲茶料理 シノワーズ

町田 北口北口
新百合ヶ丘駅

麻生
警察署
麻生
警察署

麻生
小学校 麻生消防署麻生消防署

シノワーズ

世田谷通り世田谷通り

★

新百合ヶ丘駅北口にお店を開業し27年。
本場の香港の料理人による本格中華。
人気の点心は皮から手作りで常時20種以上をご用意。
また大小２つの個室がありシーンに応じてご利用ください。

「かわにし」をお持ちのお客様

お好きなデザート
4名様分プレゼント

「かわにし」をお持ちのお客様

誰でも配信できるインターネットラジオ番組の
初月費用が完全無料。詳細はHPをご覧ください。

地元企業応援広告

地元企業応援広告 地元企業応援広告

地元企業応援広告
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「かわにし」をお持ちのお客様

より一層の笑顔でお迎え
することをお約束致します。

株式会社ＺｕｍＬｉｃｈｔ
代表取締役左藤正道
Tel：044-281-4297   Fax：044-281-5068
Mail：m-sato＠zumlicht.co.jp
住所：多摩区登戸新町 409 番地オータム・フォリエージ 303

塗替え、雨漏りなどのご相談すぐに対応いたします！

044-789-8955
http://col.ltd

神奈川県川崎市多摩区南生田 5-12-15

見積
り相
談無
料

独立開業より 5年。
多摩区・麻生区を中心に
住宅やマンションなどの
塗装工事を行っています。
地域密着なので迅速な
対応が可能です。
小さな修繕やご相談のみ
でも構いませんので、
どうぞご用命ください。

「かわにし」をお持ちのお客様

見積りより10％OFF

隠れた
名店めぐりレポート

いつのまにか、OPENしていたお店や、
隠れ家的存在のお店、「かわにし」編集スタッフの
イチオシのお店などを不定期に歩いて紹介します！

TORETTA（トレッタ）

セブンイレブン跡地に新規オープン！
　記念すべき第１回目は、編集部スタッフが気になっていた
麻生警察署近くの、以前セブンイレブンがあった場所にオープ
ンしたお店。工事中から「どうやら飲食店ができるみたいだな」
と楽しみにしていたので、この企画にぴったりだとセレクト。
早速取材にレッツゴー！
 　
山形県庄内地方の新鮮な食材を使ったイタリア料理店
　取材をしてみたところ、新百合ヶ丘や読売ランド駅前でおな
じみの居酒屋チェーン「おんば」グループが山形県庄内地方の
新鮮な食材を使った新業態のイタリアンのお店であることが
わかった。その名も「TORETTA（トレッタ）」。
　オーナーは麻生区在住だったが、学生の頃に訪れた山形の魅
力に引き込まれ、今は山形に引っ越して食材などを吟味してい
るとのこと。
　お店で扱う食材は、山形牛や、庄内産の鶏肉や豚肉をはじめ、
契約農家から仕入れている山形米の「つや姫」を使用するなど
のこだわりぶり。さっそくおすすめのメニューをいただいてみた。

庄内産の三元豚と地鶏の料理
　いただいたメニューは「庄
内三元豚のトロトロロース
ト」と「庄内地鶏の脂でコ
ンフィ鶏もも肉のロース
ト」。
まずは、三元豚をいただく。
ナイフがスッと入るやわら
かさ。切った断面がほんの
り ピ ン ク 色 の お 肉 は メ
ニュー名の通りトロトロで
すぐに口の中でとけてしま
う。肉そのものの旨味がで

た一品。うずらの半熟卵をつけて食
べるのもGood!
さて次に食べたのが、庄内地鶏。こち

らは、皮目がパリっと、そして中の肉は
しっとりと食感も楽しめる上品な味わい。肉も

ホロホロにとれて美味しくいただいた。
　このランチメニューには、どちらもサラダ・スープ・ドリン
クとパエリアが付いて ¥1,280 円（ランチタイム）とかなりお
得感あり。
　次回は、山形牛のローストビーフか、山形牛の自家製ミート
ソースのパスタも味わってみたい…とメニューを考えながらお
店を後にするのだった。

山形県庄内地方の新鮮な食材を使ったイタリア料理店

至柿生至柿生

至五月台

片平
麻生
警察

TORETTA

新百合ケ丘

TORETTA（トレッタ）
川崎市麻生区万福寺 1-8-13　リヴェール新百合ヶ丘 1F
TEL.044-455-5888　11:30～23:00（ランチタイム 11:30～15:00）

水銀灯に代わる照明　無電極ランプ

節電照明はニッケン

株式会社ニッケン石橋
川崎市多摩区堰1-15-30
www.nikkenmailbin.co.jp TEL044-829-5614

1/3の消費電力 60,000時間の長寿命 水俣条約クリア照明　

メール便・ポスティングもお任せください！

地元企業応援広告

地元企業応援広告
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　仲秋の候、公益社団法人 川崎西法人会の皆様方には、ますます御清栄のこととお慶

び申し上げます。

　この度の人事異動により、川崎西税務署長を拝命し、仙台国税局管内の大河原税務

署から転任してまいりました蜂谷でございます。前任の篠原署長同様の御厚情を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

　鈴木会長をはじめ、川崎西法人会の皆様方には、日頃から税務行政全般にわたりま

して、深い御理解と格別の御協力・御支援を賜り、心から御礼申し上げます。

　また、この度、貴会情報誌が100号を迎えられ、より一層内容の充実を図られここに

発刊されましたこと、心よりお祝い申し上げます。

　貴会におかれましては、税に関する研修会や講習会などの開催、「租税教室」・「税に関する絵はがきコンクール」等

の租税教育の推進、「区民祭」・「税を考える週間」における広報活動などを通じまして、正しい税知識の普及と納税

道義の高揚に大きく貢献されておられます。

　さらに、「企業見学会」や「異業種交流会」など地域社会に密着した社会貢献活動にも積極的に取り組んでおられ、

大変心強く思っております。

　法人会の皆様方の御活躍は、鈴木会長をはじめ、役員並びに会員の皆様方の御尽力の賜物であり、深く敬意を表す

る次第でございます。

　ところで、最近の税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化・広域化や経済社会の国際化・高度情報化が急速

に進展し、大きく変化しております。

　このような環境の中、私どもは、「適正・公平な課税と徴収の実現」に向け、国民の皆様方からの理解と信頼を得ら

れるよう、納税者の皆様方の利便性の向上と事務の効率化を図っていくために最善の努力をしております。

　さらには、平成31年10月から消費税率の引き上げと同時に実施されます「軽減税率制度」につきましても、円滑な導

入・定着のために積極的な周知・広報に取り組んでおります。

　川崎西法人会の皆様方におかれましては、税務行政の良き理解者として、引き続き、e-TaxなどのICTを利用した申告

と納税に取り組んでいただくとともに、「消費税の軽減税率制度」の導入につきましても、より一層のお力添えを賜りま

すようお願い申し上げます。

　結びにあたりまして、公益社団法人 川崎西法人会のますますの御発展と会員の皆様方の御健勝並びに事業の御繁

栄を心から祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさせていただきます。

川崎西税務署長　蜂谷  和則
か ず の りは ち や

川崎西税務署からのお知らせ 川崎西税務署からのお知らせ

着任のご挨拶
国　税
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地方税ポータルシステム「ｅＬＴＡＸ エルタックス 」は、地方税に関する総合窓口としてインター

ネットを通じて広くご利用いただけるシステムです。

ｅＬＴＡＸのサービスをご利用になると、給与支払報告書の提出や法人市民税の申告など、地方税に

関する手続きをオフィスやご自宅で行えます。

簡単で便利なｅＬＴＡＸを、是非ご利用ください。

○ 全ての地方公共団体においてｅＬＴＡＸのいずれかのサービスがご利用できます。ご利用でき

るサービスは地方公共団体によって異なりますので、詳しくはｅＬＴＡＸホームページの「地方

公共団体ごとのサービス状況」をご確認ください。

なお、個人住民税については全ての市区町村においてｅＬＴＡＸによる申告が可能です。

○ 川崎市では、個人市民税・県民税 特別徴収＊ 、法人市民税、固定資産税 償却資産 及び事業所

税に係る申告手続き等のサービスを提供しています。

＊ 給与支払報告書は、徴収方法の区別なく提出できます。

ｅＬＴＡＸのご利用時間 ～ （土日祝日、年末年始（ 月 日～ 月 日）を除く。）

※ ご利用時間を延長する場合もありますので、詳しくはｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。

オフィスやご自宅から インターネットで送信 ポータルセンタで受付 各地方公共団体へ配信

地方税の

申告など インター

ネット 電子申告
（A市）

電子申告
（B県）

電子申告
（C市）e L T A X のご 利 用は無 料です。

A市

B県

C市

地方税ポータルセンタ

神奈川県からのお知らせ 川崎市からのお知らせ
県　税 市　税
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　川崎西法人会青年部会は7月26日、地域社
会貢献活動の一環として今年で4回目となる
「企業見学会＆租税教室」を開催した。普段
はなかなか入ることができない企業の内部を
見学して身近な会社の存在と技術を知っても
らい、同時に税金についても楽しく学べると
いう内容。今年は多摩区と麻生区の小学校に
通う小学3年生～6年生の親子を対象として
参加者を募り、多数の応募の中から抽選で選
ばれた19組40名が参加。集合場所となったホ
テルモリノ新百合丘から2台のマイクロバスに
分乗し、ツアーが出発した。

■訪問企業①
TVCMの特殊効果撮影を見学 「株式会社
hy-phen（ハイフン）」
　1か所目の訪問企業は、多摩区枡形にある
株式会社hy-phen。同社はTVCM映像・グラ
フィックなどのコンテンツにおける、特殊効果
の企画及び制作を行っている。中でも食品の
CMで非常に定評が高く、商品の特徴をシズル

感（おいしさ・美しさなど）で表現し、「食べた
いな」「使いたいな」と思わせるような映像を
作ることに力を入れている企業だ。
この日は、飲料の特殊効果撮影を見学。専用
の装置に飲料の缶とコップがセットされ、スイ
ッチを押すと移動しながら水しぶきが当たる
仕組みだ。スイッチを押してから撮影が終わ
るまでの時間はまさに一瞬。スローモーション
で撮影された映像をモニターで確認すると、ま
さに生き生きと動く飲料缶と水しぶきの姿が
映し出され、「この映像ここで作られていたん
だ！」と、子どもたちは終始興奮気味。通常、
CMは15秒や30秒という場合がほとんど。その
中でも特殊効果の映像が使用されるのはまさ
に一瞬。「納得がいく映像を作り出すために、
何回も何回も、時には100回以上同じ作業を繰
り返します。スタッフみんなでその一瞬のため
に本気で取り組んでいるんです」とスタッフか
らの説明を受け、親御さん達からも驚きの声
があがっていた。

■租税教室
税金の仕組みについて楽しく学ぶ
　続いて一行は、新百合ヶ丘駅近くの「笹子
うどん」に移動して租税教室を実施。税理士
の門間亜砂子さんを講師に招き、税金の仕
組み税金の使われ方など、スライドやビデオ
映像を使って分かりやすく解説。もし税金が
無くなってしまったら、私たちの暮らしがど
う変わってしまうのかを具体的なイメージで
伝えた。積極的に質問をする子どもたちの姿
も多く見られ、税金は私たちが安全に安心
して豊かに暮らしていくために必要不可欠な
ものだということを理解してくれたようだ。
会場には国税庁e-Taxキャラクター「イータく
ん」が登場。さらに一億円分の紙幣のレプリ
カが現れると、子どもたちは競ってその重さ
を確かめていた。租税教室終了後はお楽し
みの昼食タイム。笹子うどん自慢のうどんや
天ぷらが振舞われ、参加者一同みな満足の
様子だった。

身近にもいろいろな会社と技術があることを知ってもらいたい

川崎西法人会青年部会
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飲料の特殊効果撮影の様子。撮影はまさに一瞬のできごと。

協力：笹子うどん（昼食・租税教室会場）
【今回の訪問企業】
株式会社 hy-phen（多摩区枡形5-16-4）
株式会社三矢研究所（麻生区上麻生6-31-18）
株式会社カジノヤ（麻生区岡上488-1）
※訪問順

撮影した映像を別のモニターで確認する様子。驚きの声があがる。 昼食会場に登場する国税庁e-Taxキャラクター「イータくん」昼食会場で行われた租税教室の様子。
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■訪問企業②
セキュリティ機器や撮影用ドローンの開発現
場に潜入「株式会社三矢研究所」
　2か所目の訪問企業は、麻生区上麻生にあ
る株式会社三矢研究所。日本の警備保障業
の黎明期ともいえる1966年の創立以来、社会
の安全を守る使命を持ったセキュリティ機器
を中心に、さまざまな電子機器の開発を担っ
てきた。まずは製造部門で、セキュリティ機器
の組み立てや検査の工程を見学。実際に機器
が発動した際の警告音を聞いてその大きさに
驚く様子も見られたが、こうした機器のお陰で
日々の生活の安全が支えられていることを実
感している様子だった。
その後は設計・開発部門に移動し、まだ開発
段階にある機器などを見学。ここ数年話題の
ドローンには参加者一同興味津々で、重さや
飛行距離など具体的な質問が多数飛び交って
いた。最後はドローンによる参加者の記念撮
影を実施して見学終了。ほとんどの参加者が
ドローンによる撮影を体験するのは初めてだ
った様で、とても良い記念になった様だ。

■訪問企業③
地元で作られる人気納豆の製造工程を見学 
「株式会社カジノヤ」
　訪問の最後は、納豆では世界初となるモ
ンドセレクション優秀品質金賞を受賞す
るなど、こだわりの納豆づくりで多くのフ
ァンを持つ株式会社カジノヤを訪問。関東
を中心に海外でも販売されている「かじの
や納豆」が麻生区で作られていることをご

存じだろうか？創業は昭和21
年。以降、麻生区岡上の本社
工場を中心に製品開発が進め
られてきた。
かじのや納豆は、良質な大豆
を原料に、最新の設備を持つ
清潔な工場で愛情込めて作ら
れている。大豆は大きさ・
形・色を識別する最新の選別
機で不良大豆・ゴミ・石など
を徹底的に除去。選別された
大豆を洗浄し、浸漬室で約18
時間水を吸わせて膨らませ
る。その後、圧力釜に入れて約1時間強、
蒸煮。最適の状態になった大豆に納豆菌を
散布して容器にパックし、室温約40℃の発
酵室に約18時間入れて発酵・熟成させる。
この最も重要な工程の後、風味を保つた
め、約5℃の冷却室で約24時間冷やして発酵
を止め、更に熟成。最後に商品を包装して
消費期限などを印字し完成する。この日は
出荷前の最後の工程となる消費期限の印字
や、包装作業の様子を見学。併設する納豆
販売コーナーでお土産を購入する家族の姿
も見られた。

川崎西法人会青年部会は、このイベントで
子どもたちが身近な地域の会社を訪問する
ことで、働くことへの興味や夢を持ち、租
税教室においては税の仕組みや社会で果た
す役割を学んで、将来に役立ててくれるこ
とを期待している。また、集団行動を通じ

て、公共の場でのマナーやチームワークを
育みたいとし、今後も地元企業の協力を得
て 同イベントを継続していく方針だ。ぜひ
注目してほしい。

参加された保護者の感想（一部）

「区内にもいろいろな会社と技術があることを知れて
良かった。」

「自分たちでは連れていけない企業ばかりで良かっ
た。」

「思っていた以上に親も楽しめた。租税教室もアニメ
を使い、子どもたちにわかりやすく面白かった。」

「一つひとつが楽しく、通常の工場見学などでは聞け
ない様なことも細かく教えていただけたのが良かっ
た。」

「子どものための企画だが、大人も楽しめる内容だっ
た。話もわかりやすかった。」

工場長から生産ラインの説明を受ける子どもたち。

小型ドローンで参加者の集合写真を撮影。

所狭しといろいろな商品のラベルが並ぶ。

撮影用のドローンの大きさに一同驚きの様子。

ラベルが包装された状態出てきた製品。

セキュリティ機器の製造工程で説明を受ける。

将 来 を担う子 どもたちのために

＆
企業見学会
租税教室

一億円分の紙幣のレプリカを手にする子どもたち。
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■地元との関わりについて
　地元愛を感じていますね。麻生区にある練習グラウンドには
たくさんのサポーターの方にきていただき、声援をいただいて
ますので地元の力になりたいと思っていますし、地元あっての
チームだと思っています。ちょっとコンビニに行った時でもサ
ポーターの方は声をかけてくれます。うれしいことですね。
　サポーターとの交流という意味では年１回、川崎フロンターレ
麻生アシストクラブ主催の「あさお青玄まつり」が行われます。
若手の選手が参加して、ステージパフォーマンスやアトラク
ション、選手サイン会、飲食屋台が出店されたり、毎年人気の「こ
どもサッカー教室」や「クラブハウス見学ツアー」、若手選手
の寮である「青玄寮見学ツアー」などがありますね。（ただ後
援会会員優先の事前募集制となっているので全ての人が参加で
きるわけではありませんが。）

■昨年、監督赴任１年目で優勝を振り返って
　風間前監督の戦術を継承してというのがベースとして、もち
ろんあるのですが、それでもどうしてもあと一歩勝ちきれない
という悔しい思いをずっとしていました。
必要なのはプラスαの部分で、「自分たちから崩れない」とい
うメンタル面が大きいのではないかと思います。あとうまく表
現できないのですが、「勝つチームの雰囲気」という空気感とか。
そういう意味では昨年はうまくいったかと思います。「自分た
ちを信じる力」、「みんなで一つになるチーム力」で、「自分た
ちから崩れない」ことを実践できました。昨年は、大差で負け
ていた試合も逆転で勝つことができたりしたのも、そこが大き
かったのではないかと思います。

　また、このチームも若手が育ってきて、全体の層が厚くなっ
たおかげで選手同士が切磋琢磨して成長しつづけているという
ことも優勝の要因だと思います。ベテランの中村憲剛選手もい
まだに成長していますし、そういう姿をみて若手への見本と
なっている部分もあるんでしょうね。

■これからの目標について
　今季はここまで、２位につけていますが残された試合で先ほ
ども言った「自分たちから崩れない」ということをしっかりと
やっていれば結果はついてくると思っています。昨年は念願の
タイトルを獲ることができましたが、連覇できるかがチームに
とっても更に上に行けるチャンスだと思います。
　連覇するのが今季の目標です。ぜひ、サポーターと共に達成
したいですね。

■地元での過ごし方について
　練習後は、私も選手たちも栗平にあるパスタ屋の「栗の木」
さんや同じく栗平にある中華料理屋の「信華」さんや練習グラ
ウンドのすぐ近くにある隠れ家風のレストラン「AZUMA（ア
ズマ）」さんなどには、よく行きますね。どこもとても美味し
いのでおすすめです。タイミングがあえば、遭遇することもあ
るかもしれませんね。

スポーツ編

100号特別企画

川崎フロンターレ

で

の に

地元川崎市で活躍する
「川崎フロンターレ」
「川崎新田ボクシングジム」
「プロレスリングHEAT-UP」の３団体に
地元との関わりや、オフの日の過ごし方、
そして今期の目標などお伺いしました。
ここでしか聞くことのできない
レアな情報もあるかも？

鬼木 達 監督

ご希望の選手のサイン色紙を５名様にプレゼント！

応募方法は p.19 をご覧くださいプレゼント！

■地元との関わりについて
　私は、今から約30年前に結婚を機にこの多摩区に越してきて
以来ずっと多摩区民です。この地に愛着もあり、現役を引退し
て 5年後にこの地にジムを立ち上げました。
　地域の関わりについては警察友の会、防犯協会、交通安全協
会、安全運転管理者会、暴排協議会などに協力して地域活動に
励んできました。いまでもジムに所属している選手は防犯パト
ロールのビブスをつけ、ロードワークを兼ねて見回りをしてい
ます。

■これからの目標について
　選手の目標としてはまず、日本フライ級チャンピオンの黒田
選手が11月にタイで IBF 世界フライ級挑戦者決定戦に挑むので
それに勝って世界への切符を手に入れることですね。そして、
ミドル級の西田選手は前回防衛戦に破れてしまったのですが、
こちらも11月に後楽園ホールで日本ミドル級タイトル挑戦者決
定戦があり、日本チャンピオンに返り咲くための大事な試合と
なります。さらに女性ボクサーの三好選手は今年の７月に初防
衛戦に挑んだのですが、判定で負けてしまった選手とのダイレ
クトリマッチが12月に行われます。大事な試合が立て続けにあ
るので会長として大忙しになりますね。
　また、ジムとしての目標は、３年半前にベトナムのホーチミ

ンに「サムライボクシングジム」を立ち上げたのですが、ベト
ナムでのボクシング人口を増やしてボクシングの知名度を上げ
ることですね。ベトナムではサッカーがとても人気で、ボクシ
ングの知名度がほとんどないんですよ。サッカー人気に追いつ
かないまでも、なんとかボクシングの知名度をあげて、ベトナ
ムのボクシングを盛り上げたいですね。12 月には日本・ベトナ
ムの国交樹立45 周年の記念事業として交流戦を開催するので、
そこにも注力していきます。

■地元での過ごし方について
　あまり休みはないのですが、地元ではよく登戸駅前にある中
華料理の「シェンランフォン」や、沖縄風居酒屋の「源氏」、
そして「バー エイプリル
フール」で食事やお酒を楽
しみます。どこもとても美
味しいのでおすすめです。
ジムには、ダイエット目的
で通っている女の子もたく
さんいますので、女性もぜ
ひ一度見学にきてください。

新田 渉世 会長　

川崎新田ボクシングジム

代表 田村 和宏 選手

プロレスリングHEAT-UP

■地元との関わりについて
　小学生の時にテレビのプロレス中継で馳浩選手とタイガー・
ジェット・シン選手の戦いをみて衝撃を受けました。そのイメー
ジがずっと頭の片隅に残っていたんだと思います。仕事はプロ
グラマーをしていたのですが、仕事終わりの空いている時間に
ジムに通い、子供の頃からの憧れだったプロレスへの道を進み
始めることになります。23歳でプロレスデビューして、10 年後
の33歳で独立して「HEAT-UP」を立ちあげることができました。
 　私は生まれも育ちもずっと川崎市です。ずっとこのエリアを
拠点としてきましたので地元の活動をとても大事にしていま
す。地域の活動としては、「きれいな街は、人の心もきれいに
する」をコンセプトに活動している「green bird」に参加して
街の清掃を手伝ったり、青少年育成の一貫で麻生区や多摩区の
学校で子供にプロレスを教えたり、障害者支援の一貫として、
プロレスの興行などで障害者の方にチケットの受付業務を手

伝ってもらったりしていま
す。少しでも地元に貢献で
きればと思っています。
　また、10月 31日には「川
崎とどろきアリーナ」で興
行を行うのですが、そのロ
ビーで「川崎万博」と銘打っ
て川崎にゆかりのある展示
会を実施します。ぜひ見に
きて欲しいですね。

■これからの目標について
　もっとプロレスを広めたいと考えています。どうしてもプロ
レスは「怖い」というイメージを持たれてしまうので、興行では、
女性レスラーの試合を組んだりして、女性の方でも楽しんで観
戦していただけるような工夫をしています。また道場では、「ケガ
をしない体づくりのためのプロレスフィットネス」を実施して
いますので、ぜひ初心者の方にも参加していただきたいですね。

■地元での過ごし方について
　興行では、新百合ヶ丘の 21 ホールや多摩スポーツセンター、
カルッツ川崎、川崎とどろきアリーナなど地元を回っています
ので地元で過ごすことが多いです。今の道場の向かいにはイタ
リアンの店があるのですが、そこでよく食事をしています。ま
た、プロレスは体をみせる仕事でもあるので、ケアのことも考
えてよみうりランドにある「丘の湯」や栗平にある「湯快爽快」
などの温浴施設によく行きます。見かけたら声を掛けてください！

10月31日（水）19:00開始　とどろきアリーナ観戦チケットを５組10名様に。

応募方法は p.19 をご覧くださいプレゼント！

1１月７日（水）18:00開始　当ジム主催の後楽園ホール観戦チケットと
当ジムの体験チケットをそれぞれ５組10名様にプレゼント！

応募方法は p.19 をご覧ください
プレゼント！

10.31（水）
18:00～

IN 川崎
とどろきアリーナ

プロレスリングヒートアップ

1１.７（水）

Hopeful Fight

18:00～

IN 後楽園
ホール

川崎新田ボクシングジム主催
vol.29
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川崎西法人会　活動報告

　神奈川県法人会連合会主催による平成 30 年度 
地域社会貢献運動の下草刈り活動が７月２１日（土）・
県立２１世紀の森で朝１０時３０分より開催されました。
　神奈川県内の１８法人会が参加し、総勢３８２名 

（そのうち川崎西から９人）が参加し、猛暑のなか１時
間余りの作業を行いました。

　会員企業への福利厚生事業の一環として、毎年 
2 回、2 月と7 月に行われます。
今回も多くの会員企業の方々が受診されました。

　前任の山田博之事務局長から引き継ぐことになり、このたび事務局長として入局いたしました 
大塚 澄と申します。
山田前事務局長の後任としては、はなはだ微力非才の身でありますが、これから様 な々機会を通じて
会員の皆様のご意見を伺うなど、お力添えをいただきながら一日でも早くお役に立てるよう円滑な業務
の運営と法人会および会員企業様の発展、さらに会員の皆様をつなぐ掛け橋として誠心誠意努力い
たす所存でございます。
今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。

下草刈り（県法連事業）

生活習慣病（成人病）検診

川崎西法人会　事務局長　就任のご挨拶

7月21日（土）
於 ： 県立２１世紀の森

7月3日（火）・11日（水）・12日（木）
於 ： 麻生市民館大ホール

川崎西法人会会員様ご優待のお知らせ

〒215-0026	川崎市麻生区古沢都古２５５

☎0120-700-098

◆PET検査の特長◆
早期発見・ 全身検査・悪性度を診断・治療診断・高い安全性
•正常細胞と異常細胞(がん細胞等)を区別する手段として、形の変化ではなく「代謝」という全く新しい概念が用いられた画像診断検査です。
　検査時に陽電子を放出する薬を注射して、体の中で薬が集まる様子を撮影します。
•月曜日～土曜日に受診できます。(祝祭日は除く) ※毎週水曜日は女性専用受診日です。
　PET-CTがんドックは、受付より終了まで約3時間程です。(基本コースのみの場合) ※6時間前より飲食制限あり
～ PET-CTがんドック受診の皆様には、当院レストランにて昼食をご提供しております。(13:30以降の受付者除く) ～

◆こんな方におすすめです◆
PET-CTがん検診の積極的な対象は、中高年者(特に50歳以上)にお勧めします。
※但し、遺伝的に高い発癌リスクを有する方は、この限りではありません。
“がん”の家族歴、喫煙などの危険因子を有するハイリスクな方に重点的にお勧めします。

◆安心のフォロー体制◆
検診結果に対する診療は、専門医による診療が受けられます。
脳検査(オプション)は、当院の専門医が判定を行い、検診後の外来診療もできます。

PET-CTがんドックのおすすめ
川崎西法人会会員様の提携医療機関としてご利
用できます。先進医療とセカンドオピニオンで信
頼を寄せられている専門医を数多く擁する総合
病院のＰＥＴ-ＣＴがんドックです。早目のご予約を、
お待ち申し上げます。

PET-CT

2018 10/29 月 開演18時（開場17時半）
多摩市民館 大会議室

演奏曲目

「愛の挨拶 (E. エルガー )」「ムーンリバー (H. マンシーニ )」他 

出演者

Arimacky Quartet( クラリネット四重奏 )、三重野弘奈 (ソプラノ )、杉森繪里 (ピアノ）

問い合せ

公益社団法人 川崎西法人会事務局
TEL：044-980-4131　E-mail：info@kawasakinishihojinkai.or.jp　

入場
無料
先着200名様
事前申込不要

クラシック
アンサンブルの夕べ
クラシック
アンサンブルの夕べ

Arimacky Quartet
( クラリネット四重奏 )

川崎西法人会の稲田第一、稲田第二、生田ブロックでは、
三ブロック合同でコンサートを開催致します。是非ご参加下さい。

川崎西法人会活動報告
各委員会及び部会では、それぞれ次の日程で研修会、ボランティア活動等を開催し、

地域社会貢献活動の一環として、幅広く活動しています。

事務局長　大塚　澄
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行事予定	 平成30年10月〜12月

新入会員紹介	 平成30年6月〜8月

☆あさお区民まつり　出展

☆多摩区民祭　出展

☆新設法人説明会

☆決算法人説明会 

10:00 ～ 16:00

9:30 ～ 15:00

14:00 ～ 16:30

14:00 ～ 16:30

14:00 ～ 16:30

14:00 ～ 16:30

17:30 ～ 19:30

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

30.10.14(日)

30.10.20(土)

30.10.3(水)

30.12.6(木)

30.10.4(木)

30.12.7(金)

30.10.29(月)

30.11.5(月)

30.11.6(火)

麻生区役所前広場及び駐車場

生田緑地内・中央広場

川崎西税務署３階会議室

川崎西税務署３階会議室

川崎西税務署３階会議室

川崎西税務署３階会議室

多摩市民館　大会議室

麻生市民館　大ホール

多摩市民館　大ホール

お申込は法人会事務局までお願いいたします。
法人会事務局  TEL：044-980-4131・mail：info@kawasakinishihojinkai.or.jp

※「☆」の付いている事業は一般の方もご参加いただけます。
※あさお区民まつり・多摩区民祭へ、ぜひお立ち寄りください。

行　事　名 開　催　日 時　　間 会　場　等

☆年末調整等説明会

　　☆クラシックアンサンブルの夕べ

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電　話 業　種

建築構造設計を行っております。お気軽にお問い合わせください。

リラクゼーションサロンを和泉多摩川と稲田堤で12年営業しています。

未来の子ども達の為、真心の保育で地域貢献を目指す保育園です。

もやし用包材でシェアナンバーワン ！  デザインから製造まで社内一貫体制で提供。

人と人が出逢い、集い、ご縁を拡げていける。　からだと心にやさしいカフェ。

支柱（スペーサー）の、黄銅を各サイズ製造しています。

直近の催し→舞台「No.9不滅の旋律」http://www.no9-stage.com/　コーラスのマネージメントをしております。

サービス業044-949-5902株式会社タケコム
(リラクゼーションサロンRosemary) 川崎市多摩区菅馬場３－１－１５－４０１竹岡　徹

株式会社ＪＥＡホールディングス 持ち株会社044-900-1127川崎市多摩区登戸２７３５　中和ビル６階山田　長満

ＪＥＡコンサルティング株式会社 経営コンサルティング業務044-900-1127川崎市多摩区登戸２７３５　中和ビル６階山田　長満

株式会社会計ＢＡＮＫ 会計帳簿記帳代行、
給与計算代行044-900-1127川崎市多摩区登戸２７３５　中和ビル６階山田　長満

建築設計044-322-8391株式会社杉本建築構造設計 川崎市多摩区登戸１８８８－４杉本　貴俊

包装資材製造044-944-5821株式会社トーシンウイング 川崎市多摩区寺尾台１－２４－８大森　義雄

飲食店044-712-0038株式会社ゆいーと 川崎市多摩区西生田１－４－６
カーサ・デ・シライ　Ⅰ　２０６鴨志田　亜矢子

精密部品加工044-944-2565有限会社クマノパーツ 川崎市麻生区東百合丘４－１８－４平谷　たつ代

イベント企画・運営serendipityfirst@e-mail.jp合同会社セレンディピティ 川崎市麻生区百合丘１－３－５
グラスフラット２０３黒田　正雄

稲 田 第 一

稲 田 第 二

稲 田 第 二

稲 田 第 二

稲 田 第 二

麻  生  東

郵便044-955-5824日本郵便株式会社　川崎千代ヶ丘郵便局 川崎市麻生区千代ケ丘８－１－３－１０１田中　智弘麻  生  東

輸入食品卸業044-988-3148三浦商事有限会社 川崎市麻生区王禅寺西５－２２－４三浦　みさき柿 　 　 生

美容業045-716-9488ｓｏＡｌａ 横浜市港北区高田東４－６－１３我妻　直紀管 　 　 外

麻  生  東

企画080-5412-7181株式会社ピナクル 川崎市麻生区多摩美２－４－１２－２木庭　理香子麻  生  東

佐渡島から直送の地酒、地魚、野菜、米、塩等を使用。いごねりも常備。

飲食044-951-1603たまり 川崎市麻生区高石１－１１－１－１Ｆ粂田　真理
麻  生  東

保育園044-955-0552株式会社トレジャーキッズ 川崎市麻生区細山２－１０－７渡邊　千映子
麻  生  東

小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩2分。豊富な情報とわかりやすいセミナーをご用意して、ご来店をお待ちしております。

証券044-953-6511野村證券株式会社　新百合ヶ丘支店 川崎市麻生区上麻生１－２－７木村　基
柿 　 　 生

生 　 　 田

生 　 　 田

１．相 談 日　　毎月第 1火曜日　	 	 	 	
２．開催時間　　午後 1時〜4時		 	 	
３．場　　所　　川崎商工会議所	多摩支所　多摩区登戸2102-1（第２井上ビル２階）
　　　　　　	 	 川崎商工会議所	麻生支所　麻生区万福寺1-12-7（山田ビル３階）
４．相 談 員　　川崎商工会議所	職員	 	 	 	
【平成 30 年の相談日】　■10月 2日（火）　■11月 6日（火）　■12月 4日（火）
※予約制につき、川崎商工会議所	麻生支所（044-952-1191）にてご予約を受け付けています。
※商工会議所のご協力により、法人会会員が利用できます。

無
料
融
資
相
談 ￥￥

１．相	談	日	 毎月第４水曜日
２．開催時間	 午後２時〜５時
３．場　　所	 川崎商工会議所	多摩支所　多摩区登戸2102-1（第２井上ビル２階）
　　　　　　　川崎商工会議所	麻生支所　麻生区万福寺1-12-7（山田ビル３階）
４．相	談	員　　担当弁護士
【平成 30 年の相談日】　■10月２4日（水）■12 月12日（水）（両日とも場所は麻生支所）
　　　　　　　　　　		■11月２8日（水）（場所は多摩支所）
※予約制につき、川崎商工会議所	麻生支所（044-952-1191）にてご予約を受け付けています。
※商工会議所のご協力により、法人会会員が利用できます。

無
料
法
律
相
談

法律

「かわにし検定」
クロスワードパズル！

あなたは、地元麻生区・多摩区のことをどれだけ知っていま
すか？クロスワードパズルの正解者の中から抽選で１０名様
に「図書カード 500 円分」と「かわにし検定３級認定証」
をプレゼント！！
クイズの答えと、「かわにし」のご感想、ご住所、お名前、
お電話番号を明記の上、下記事務局宛にハガキまたは FAX、
E-mail にて11月 15日（木）までにお送りください。

タテのカギ

１.
２.
３.
５.
６.
７.
８.
９.

麻生区の花は「やま◯◯」。
「芸術は爆発だ」で有名な芸術家は「◯◯◯◯太郎」氏。
麻生区の木は「禅寺丸◯◯」。
新百合ヶ丘にある「昭和◯◯◯◯大学」。
多摩区の木は「ハナミズキ」と「◯◯」。
「上菅生村」と「五反田村」の地名から名付けられた小田急線の駅名は？
多摩区の花は「スミレ」と「◯◯」。
麻生区の高台からも晴れていると見える「◯◯山」。

プレゼント応募方法
１４、１５ページに掲載のプレゼントをご希望の方は、ご希望のプレゼント（複数応募可）と「かわ
にし」のご感想、ご住所、お名前、お電話番号を明記の上、下記事務局宛にハガキまたはFAX、
E-mailにて11月15日（木）までにお送りください。
〒215-0036　川崎市麻生区はるひ野1-15-1リーデンススクエアはるひ野 102号室
FAX 044-980-4646　E-mail info@kawasakinishihojinkai.or.jp

ヨコのカギ

１.
４.
７.
９.
10.
11.

小田急線「新百合ヶ丘駅」と「読売ランド前駅」の間の駅は？
小田急線開業時から麻生区で一番古くからある駅は？
現多摩区長の苗字は？
現川崎市長は「◯◯田  紀彦市長」
現麻生区長の苗字は？
「百合ヶ丘」と「向ヶ丘」は最後の「３◯◯」が同じ。

１ ２ ３

４ ５

10

８

９

答  え

二重枠の字を並びかえて言葉を完成させよう！

６

７

11



  

　

 

編集後記

　「かわにし」は、平成５年（1993 年）１１月発行の 1 号から数え、本号にて 100 号を迎えることができました。
これもひとえに会員をはじめ読者の皆さまのご声援と川崎西税務署のご助力あってのことと、改めて御礼申し上げます。
広報委員会では、100 号発行に向け公益団体である当会が発行する「かわにし」の役割とは何か？について協議してきました。ネット
が日進月歩で発展するなかで、紙媒体である「かわにし」が担えること、価値、目的などいろいろな方面から議論を重ね、単に 

「法人会からのお知らせ」であった「かわにし」を「税と地元企業応援情報誌」と再定義しました。100 号からは、表紙を一新のうえ、
スタートアップ企業の発信と読者へのお得情報をパッキングした地元企業応援広告ページ、隠れた名店めぐりレポート、かわにし検定な
ど地域の皆さまにも価値ある新たな企画をスタートしています。
　今後も、一人でも多くの皆さまに手に取って頂ける「かわにし」となるよう工夫して参りますので、引き続き応援頂けます様お願い申し
上げます。  

広報委員会委員長　芳賀　広志
公益社団法人川崎西法人会広報委員会
川崎市麻生区はるひ野 1-15-1 リーデンススクエアはるひ野 102 号室　TEL 044-980-4131　FAX 044-980-4646
E-mail info@kawasakinishihojinkai.or.jp




