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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。

新年あけましておめでとうございます。
2019年　川崎西法人会

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。

本年もよろしくお願いいたします。
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新年を迎えて

新年のごあいさつ

おめでとうございます　平成３０年度納税表彰

はち　　　や　　　　　  かず　　　のり　　

川 崎 西 税 務 署 長 　 蜂 谷  和 則

　あけましておめでとうございます。
旧年中は、川崎西法人会の活動や諸事業にご理解とご協力を賜りを心より厚く感謝と御礼を申し上げ
ます。
　「我が国経済は引き続き穏やかに拡大しているが、自律的で力強い好循環に入ったとは言い難い。良
好な企業業績や人で不足感の強まりにもかかわらず、賃金や個人消費への波及力が十分でなく、依然と
して安倍政権の宿願であるデフレ脱却にも至っていないのであります。国際経済も近年では例がないほ
ど懸念が強まっています。トランプ米政権の保護主義政策が本格化し、対中国をはじめ様々な通商摩
擦を引き起こし、とりわけ地域経済を担う中小企業は強い不安を抱いています。」（平成31年度税制改正
提言より）

　さて、法人会の活動は、『税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する、
経営者の団体である』を理念として様 な々活動をしております。
当法人会も、中小企業の活性化に向けた税制改正等の提言活動、税の啓発活動、将来を担う子供たちに対する租税教育活動に加え、
ビジネスにも役立つ多彩な出会いの場を提供するとのコンセプトで、昨年末には青年部会が若い経営者や事業承継を目指すメンバー
を集めてビジネスマッチングとして『第一回かわにし交流会』を開催しました。
本年も納税意識の高揚を図るとともに、法人会会員の輪により地域の活性化、企業の成長を図り存在感のある法人会を目指していき
ます。まだ会員になっていない企業や若い経営者の方にも今後いっそう当法人会の存在や加入のメリットを発信していくことが重要と
なりますので、引き続き法人会活動に深いご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、新年にあたり会員の皆様方の益々のご健勝とご事業のご発展並びにご繁栄を祈念いたしますとともに、関係当局、友誼団
体の変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げまして新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。
　平成3１年の年頭にあたりまして、公益社団法人 川崎西法人会の皆様方に謹んで新年のごあいさつを
申し上げます。
　旧年中は、鈴木会長をはじめ役員並びに会員の皆様方には、税務行政の円滑な運営に対しまして深い
御理解と格別な御支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　法人会の皆様方には、税知識普及のための各種研修会・説明会の開催、「租税教室」や「税に関する
絵はがきコンクール」等の租税教室の推進、「区民祭」や「税を考える週間」における広報活動等を通じま
して、正しい税知識の普及と納税道義の高揚に多大な貢献をしていただいております。
　さらに、「企業見学会」「クラシックアンサンブルの夕べ」「かわにし交流会」など地域に密着した社会貢

献活動にも積極的に取り組んでいただいております。
　私も「区民祭」や「クラシックアンサンブルの夕べ」などを拝見させていただきましたが、どの活動も大変充実しており、会員の皆様方が積
極的に会活動に取り組んでおられる姿を目の当たりにし、心強く感じております。
　法人会の皆様方の熱意ある活動に対しまして、心から敬意を表しますとともに、今後も地域社会に貢献できる魅力ある事業活動を展開さ
れますよう御期待申し上げます。　
　さて、まもなく平成３０年分の所得税・贈与税・消費税等の確定申告の時期を迎えます。これまでも確定申告を行う方に向けて、国税庁ホー
ムページの「確定申告書等作成コーナー」の御利用をお勧めしておりますが、本年１月からは、e-Tax の利用が可能となります。是非とも国
税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を御利用いただきますとともに、従業員の皆様方にも御案内いただきますよう重ねてお
願い申し上げます。
また、１０月から消費税率が10% へ引き上げられるのと同時に実施されます軽減税率制度の円滑な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、新しい年が公益社団法人 川崎西法人会にとりまして、更なる飛躍の年となりますよう、また、会員並びに御家族の皆
様方の御健勝と事業の御繁栄を心より祈念いたしまして、新年のあいさつとさせていただきます。

平成３０年度納税表彰が下記のとおり行われました。
税知識の普及向上に尽力され、税務行政の円滑な運営に貢献された
方々に表彰状、感謝状が贈られました。
当法人会から次の方々が受彰されました。
受彰者（敬称略）の皆さんおめでとうございます。

公益社団法人 川崎西法人会　会 長 　 鈴 木  憲 治
　 す 　 ず 　 き 　 　 　 　 け 　 ん 　 じ

納税表彰式川崎西税務署長表彰・感謝状
表彰式　平成３０年１１月１４日（水）　於：新百合２１ホール

高津県税事務所長表彰
表彰式　
平成３０年１１月２２日（木）　於：ホテル KSP

■ 税務署長表彰受彰者 ■ 税務署長感謝状受彰者

加藤 尚文
常任理事 組織委員長
株式会社かな

梅田 初志
常任理事　事業研修委員長
株式会社ミズモリ

赤井照子
理事 女性部副部会長
京浜光膜工業株式会社

鈴木 秀幸
常任理事　稲田第二ブロック長
共成電気株式会社

松浦 孝憲
理事　稲田第一ブロック長代理
有限会社中野島不動産

馬場 敦志
青年部副部会長
株式会社ひかり不動産鑑定

【平成３１年度税制改正への法人会の提言】
法人会はこのほど来年度の税制改正に向けた提言をまとめ、第３５回法人会全国
大会鳥取大会で発表後、各単位会が地元選出議員へ要望活動を行いました。
当会においては11月7日に神奈川第９区選出の笠浩史議員と南関東ブロック比例
区の中山展宏議員に対し要望活動を行いました。創立以来６０年以上にわたり毎
年提言をまとめ政府や関係省庁に要望活動を行っております。

〇財政健全化は国家的課題。目標の早期達成に向けて全力を！ 

〇少子高齢化の急速な進行は不可避。社会構造変化に対応した
　社会保障制度の確立を！

〇中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！

〇中小企業は雇用の担い手。事業承継税制の改革は地方活性化
　のためにも重要！

■平成31年度税制改正スローガン
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「かわにし」をお持ちのお客様

オリジナルメモ帳
１冊プレゼント
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J # 2

「かわにし」をお持ちのお客様

ドクターフェリス
化粧品サンプルプレゼント

!"#"

$%$

&''()*+(,-+)

「かわにし」をお持ちのお客様

施術１０分サービス
「かわにし」をお持ちのお客様

「ＱＵＯカード５００円」
      プレゼント！

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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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
国　税 国　税
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川崎西税務署からのお知らせ
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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！

国　税
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給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の
電子データによる提出の義務化について

　平成26年1月1日以後に各市区町村に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書に
ついては、電子データによる提出が義務化されています。 
eLTAX（エルタックス）※、光ディスク、磁気ディスクなどによる電子データの提出にご理解ください。 
 電子データによる提出の義務化の対象となるのは、それぞれ次に掲げる方です。
＜対象者＞
①給与支払報告書
　所得税において、基準年（前々年）に提出すべきであった給与所得に係る源泉徴収票が1,000枚
　以上である支払者

②公的年金等支払報告書
　所得税において、基準年（前々年）に提出すべきであった公的年金等に係る源泉徴収票
　が1,000枚以上である支払者

※eLTAX（エルタックス）とは、一般社団法人地方税電子化協議会が運営
する地方税ポータルシステムのことで、eLTAX（エルタックス）を利用してイン
ターネット経由で給与支払報告書 の提出を行うことができます。
詳しくは、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

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

川崎市からのお知らせ

市　税

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。

あさお区民まつり・多摩区民祭

法人税勉強会 第１回かわにし交流会

10月14日（日）
麻生区役所

10月20日（土）
生田緑地

毎年参加しているあさお区民まつ
り、多摩区民祭へ本年も参加をし
て参りました。
昨年、好評をいただいた「的当て
ゲーム」を用意。参加者には税の
絵本やノート、筆記具を配布しま
した。「的当てゲーム」は子供か
ら大人まで長蛇の列ができるほど
大人気で大いに楽しんでいただけ
ました。

毎年恒例となっており、今回で７回目となる法人税勉強
会を４回シリーズで開催いたしました。今回も東京地方
税理士会所属の税理士の先生に講師を務めていただきま
した。２０１９年１０月の消費税軽減税率制度の施行な
ど参加者には興味深い内容になりました。

３ブロック合同研修会

今年で４回目となる稲田第一、
稲田第二、生田ブロックの合同で
開催している研修会です。今回は
趣向を変え「クラシックアンサン
ブルの夕べ」と題し、クラシック
コンサートを開催いたしました。
広く一般のお客様も会場に足を運
んでいただき大変好評をいただき
ました。

１０月２９日（月）
多摩市民館大会議室

Arimacky Quartet（クラリネット四重奏）
三重野　弘奈氏（ソプラノ歌手）
杉森　繪里氏（ピアノ）

講師：東京地方税理士会所属 税理士　小出富美子先生
　　　東京地方税理士会所属 税理士　川瀬博之先生

１１月８日（木）・１５日（木）・２２日（木）・２９日（木）
SMBC日興証券　新百合ヶ丘支店　日興ホール

昨年まで好評を博しておりました「異業種交流会」を発
展させ、装い新たに「かわにし交流会」を青年部会の企画・
運営のもと開催いたしました。およそ80名の参加者が集
まり様々な業種の方々と有意義な意見交換を行いました。
またゲストにはかわさき産業親善大使の神崎順・１０
caratsをお呼びして盛大な交流会イベントになりました。

１１月２６日（月）
ホテルモリノ新百合丘

第３５回全国大会鳥取大会

１０月１１日（木）　
とりぎん文化会館

大会式典では会員増強・研修参加率
向上・福利厚生制度推進についての
表彰が行われ、さらなる活動強化へ
と意気込みも新たになりました。ま
た、税制委員長による平成３１年度
税制改正提言の報告、昨年の「青年
の集い」において最優秀賞を受賞し
た青年部会による租税教育活動の報
告などが行われました。記念講演で
は「大山（だいせん）どりの奇跡～
３５歳、どん底からの挑戦～」と題し、
株式会社大山どり 代表取締役 島原
道範氏の講演が行われました。
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川崎西法人会　行事の予定とお知らせ

行事予定	 平成31年1月〜4月

新入会員紹介	 平成30年9月〜11月

1. 相 談 日　　随時（事前予約制）	 	 	 	
2. 開催時間　　午後 1時〜4時	 	 	 	
3. 場　　所　　川崎商工会議所	多摩市所　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	 	 	 	
※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	多摩市所　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 31年の相談日】　■１月23日（水・3月27日（水）（両日とも場所は麻生支所）　
　　　　　　　　　　　■ 2月27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！

vol.2

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「かわにし検定認定証」をプレ
ゼント！！

タテのカギ

１.
２.
３.
４.
５.

多摩区出身の俳優「おだ◯◯◯」。
Jリーグで２年連続優勝を果たした「川崎◯◯◯◯◯◯」。
小田急線の駅名にもなっている遊園地「◯◯◯◯ランド」。
多摩区にある藤子・F・不二雄ミュージアム。作者の本名は「◯◯◯◯弘」。
麻生区・多摩区は「◯◯」が多いので電動自転車が便利です。

プレゼント応募方法
プレゼントをご希望の方は、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２月15日（金）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

６.
７.
８.

川崎市の５人組ご当地アイドルは「川崎◯◯◯◯◯◯小町」。
麻生市民ホールでは、毎年何本もの「コ◯◯◯◯」が行われる。
川崎市出身で麻生高校卒のEXILEのメンバーは「◯◯」

１ ２ ３

４

５

答  え

二重枠の字を並びかえて言葉を完成させよう！

６

７

８

新設法人説明会 ☆

決算法人説明会 ☆

14:00 ～16:50

14:00 ～16:50

14:00 ～16:50

14:00 ～16:50

15:00 ～16:30

16:45 ～18:00

31年2月6日（水）

31年4月17日（水）

31年2月7日（木）

31年4月18日（木）

31年1月16日（水）

新百合２１ホール

川崎西税務署３階会議室

新百合２１ホール

川崎西税務署３階会議室

ホテルモリノ新百合丘 ７階

ホテルモリノ新百合丘 ７階

行　事　名 開　催　日 時　　間 会　　場　　等

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

新春講演会 ☆

賀詞交換のつどい

※「☆」の付いている事業は一般の方も歓迎します。

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電　話 業　種

国家資格者がしっかりと矯正。痩せやすい体づくりをサポートします！

基礎から応用まで丁寧なレッスンには定評があります。最近は健康や美容に良い物も取り扱っております。

麻生区を中心に訪問看護・介護をご提供しています。お気軽にご用命ください。

主軸業務は、社内諸規定の制定・改正、労使関係の対応コンサルです。

フラワーアレンジメント教室044-954-4825花の香 川崎市多摩区南生田２－２８－６１濱松　静子

株式会社ＣＯＬ リフォーム業 044-789-8955川崎市多摩区南生田５－１２－１５難波　秀晃

株式会社ドラゴン・ロード 不動産賃貸090-1402-8989川崎市多摩区三田１－１３－１
ソフトタウン生田１０５田中　知明

日本郵便株式会社 川崎三田郵便局 郵便・貯金・保険044-911-9903川崎市多摩区三田１－１４－１木村　善幸

柔道整復044-328-9683ｍａｎａ整骨院 川崎市麻生区百合丘１－１５－１３秋場　史康

保険代理業044-712-7867株式会社ミネクリエイティブ 川崎市麻生区細山６－１－１－３０６峰本　勝正

訪問介護・看護044-819-5220株式会社ＳＯＥＲＵＴＥ
川崎市麻生区万福寺１－１２－７

山田ビル２階山上　明日

社会保険労務士事務所03-6272-9240長谷川淳一社会保険労務士事務所
千代田区神田三崎町３－１０－２１

宝栄三崎町ビル４０２長谷川　淳一

生 　 田

生 　 田

生 　 田

生 　 田

麻 生 東

管 　 外

麻 生 東

柿 　 生

川崎西法人会　正会員・賛助会員　入会のご案内
法人会は、約80万社の会員企業を擁する我が国でも有数の団体です。全国 440の法人会が、それぞれの地域でさまざまな活動を行って

おり、「自らの向上」と「社会への貢献に参加する喜び」を共に分かち合える仲間を募集しています。

「税制改正の要望」「税務研修会」
「税制セミナー」
「法人税勉強会」
「e-Tax 研修会」

「著名講師による講演会」
「経営のための講演会」

「無料法律相談」「情報誌の提供」
「簿記講習会」

「異業種交流会」「研修見学会」
「ブロック・青年部会・
女性部会の活動」

「多摩・あさお区民まつり」
「県立21世紀の森」下草刈り活動

「見学研修会」

　　「経営者大型保障制度」
「経営保全プラン」「がん保険制度」

「生活習慣病検診」

税　務 経　営 交　流

入会のメリット

社会貢献 福利厚生



新横浜支社/神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3（新横浜KSビル8F）
TEL 045-471-2301

横浜プロチャネル営業部/神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19
TEL 045-277-3110

編集後記

e-Taxを利用して所得税及び
復興特別所得税の申告をすると
こんなメリットが！

法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。

ご利用に際し条件、注意事項があります。
詳しくはホームページでご確認ください。 イータックス 検索法人会

「e-Tax」なら国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続がインターネットで行えます。

納税にはダイレクト納付が便利です！
e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

国税電子申告・納税システム

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。	※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

添付書類の
提出省略

還付が
スピーディー

電子申告で
効率UP!

●法人会　e-Tax広告2019　B6半/4C

　平成31年、明けましておめでとうございます。「かわにし」は昨年秋の100号を機に「税と地元企業応援情報誌」として新しく生まれ変わり
ました。そして本号は新年に相応しく、101号からスタートします。100号をお読みいただいた感想は如何だったでしょうか？広報委員会では
100号を機に法人会員を中心とした地元企業の皆様を応援すべく、税制のポイント、スタートアップ補助、企業PRのみならず、法人会のメリッ
トとは何か等、皆様個々に異なる定義のヒントとなる様な提案や情報を掲載していこうと考えております。100号からスタートした新しい内容
も含め、今後さらにバージョンアップさせて行く予定ですので今後とも「かわにし」をご愛顧の程お願いいたします。

広報委員会　池田　伸介

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 




