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「かわにし」をお持ちのお客様

有効期限2019年12月末日

60分  6,980円にて施術
（通常60分  7,452円）

「かわにし」をお持ちのお客様

有効期限2019年12月末日
初回のみ10%0FF!

「かわにし」をお持ちのお客様

有効期限2019年12月末日

デザート差し上げます！
ご遠慮なくお申し付け

ください！
!"#"$%&'()$*
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「かわにし」をお持ちのお客様

有効期限2019年12月末日

「助成金対象診断無料」

地元企業紹介

地元企業紹介 地元企業紹介

地元企業紹介
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平成 30年度正味財産増減計算書概要（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

令和元年度正味財産増減計算予算書概要（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

大科目 当年度 前年度 増　減 大科目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部 2. 経常外増減の部

1. 経常増減の部 (1) 経常外収益計 0 0 0

(1) 経常収益 (2) 経常外費用計 0 0 0

基本財産運用益 500 500 0 固定資産売却損 0 0 0

受取会費 15,744,075 16,182,625 △ 438,550 当期経常外増減額 0 0 0

事業収益 779,860 850,110 △ 70,250 3. 他会計振替額 0 0 0

受取補助金等 11,063,230 10,657,250 405,980 税引前当期一般正味財産増減額 3,369,039 4,669,818 △ 1,300,779

受取負担金 4,669,195 4,824,574 △ 155,379 法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000 0

雑収益 1,611,888 999,373 612,515 当期一般正味財産増減額 3,299,039 4,599,818 △ 1,300,779

経常収益計 33,868,748 33,514,432 354,316 一般正味財産期首残高 69,411,074 64,811,256 4,599,818

一般正味財産期末残高 72,710,113 69,411,074 3,299,039

(2) 経常費用 Ⅱ 指定正味財産増減の部

事業費 26,091,149 25,369,743 721,406 受取全法連助成金 9,685,700 9,089,800 595,900

管 理 費 4,408,560 3,474,871 933,689 一般正味財産への振替額 △ 9,685,700 △ 9,089,800 △ 595,900

 経常費用計 30,499,709 28,844,614 1,655,095 当期指定正味財産増減額 0 0 0

当期経常増減額 3,369,039 4,669,818 △ 1,300,779 指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 72,710,113 69,411,074 3,299,039

大科目 本年度 前年度 増　減 大科目 本年度 前年度 増　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部 2. 経常外増減の部

1. 経常増減の部 (1) 経常外収益計 0 0 0

(1) 経常収益 (2) 経常外費用計 0 0 0

基本財産運用益 500 500 0 3. 他会計振替額 0 0 0

受取会費 17,000,000 17,000,000 0 税引前当期一般正味財産増減額 651,348 598,198 53,150

事業収益 772,600 772,600 0 法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000 0

受取補助金等 11,068,800 10,724,150 344,650 当期一般正味財産増減額 651,348 598,198 53,150

受取負担金 5,432,500 5,414,000 18,500 一般正味財産期首残高 64,811,256 64,811,256 0

雑収益 715,400 715,400 0 一般正味財産期末残高 65,462,604 65,409,454 53,150

経常収益計 34,989,800 34,626,650 363,150 Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取全法連助成金 9,995,2000 9,685,700 309,500

(2) 経常費用 一般正味財産への振替額 △ 9,995,200 △ 9,685,700 △ 309,500

事業費 27,806,544 30,077,412 △ 2,270,868 当期指定正味財産増減額 0 0 0

管理費 6,461,908 3,881,040 2,580,868 指定正味財産期首残高 0 0 0

経常費用計 34,268,452 33,958,452 310,000 指定正味財産期末残高 0 0 0

当期経常増減額 721,348 668,198 53,150 Ⅲ 正味財産期末残高 65,462,604 65,409,454 53,150

（単位：円）

（単位：円）

第 7回通常総会が開催されました
令和元年6月1３日（木）に通常総会が開催され上程1議案が提案通り承認さ
れました。その後交流懇親会が開催され、盛会のうちに終了しました。

第一部　通常総会
　川崎西税務署 勝然義徳副署長の紹介のあと、鈴木会長が法人会を代表して、ご参加と日頃のご支援に対するお礼、および活動実績を
踏まえて一層の努力を傾注すること、並びに事業活動等の活性化を要旨とする抱負を述べるとともに今後一層のご支援をお願いする旨の
挨拶を行った。
　その後、議長選出、出席者数の報告、議事録署名人の指名のあと報告事項と決議事項に入った。

　

第二部　交流懇親会
　懇親会出席の来賓の紹介に始まり、鈴木会長、川崎西税務署勝然副署長、高津県税事務所 
花上所長、川崎商工会議所浦野副会頭の挨拶のあと、しんゆり市税事務所田代所長の乾杯発声に
より開宴、終始和やかな雰囲気のうちに終了しました。

日時　令和元年6月1３（木）午後３時3０分より
会場　ホテルモリノ新百合丘

報告事項
　１．平成30年度事業報告の件
　２．令和元年度事業計画の件
　３．令和元年度収支予算の件

決議事項
第１号議案
平成３０年度収支決算報告承認の件＜監事監査報告＞ 
第２号議案
任期満了に伴う役員改選承認の件
を上程、満場一致で原案通り可決承認された。

第７回通常総会

懇親会風景

新役員紹介

決議事項

※ 「前年度」は平成 29 年度正味財産増減計算書概要になります

《事業活動基本方針》
川崎西法人会は、『税のオピニオンリーダーとして国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体』との法人会の「理念」に則り、「健全な納税者の団体」で 
あると同時に、「よき経営者をめざすものの団体」として、納税意識の向上と会員企業の繁栄並びに地域社会の健全なる発展に貢献し、課題である組
織・財政基盤の強化（会員増強）、事務局の強化および福利厚生制度の推進により、公益社団法人として社会的使命を果たすことに努めてまいります。
《重点実施事項》
１．公益社団法人として公益事業への積極的な取組み ※公益目的２３事業への理解
（２３事業とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する）
２．会員増強運動による組織の強化とブロック・委員会・部会活動の活性化
３．健全な納税者の団体として、納税意識の高揚と税務行政への協力と税制への建設的提言活動
４．税務コンプライアンス向上のための「自主点検シート」の利用促進
《主な事業活動》
１．税知識の普及と納税意識・納税道義の高揚並びに財政・税務に調査研究・提言に関する事業
２．地域中小企業の健全な発展に貢献することを目的とする事業
３．地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする事業
４．会員相互の情報交換並びに交流に関する事業、経営支援事業及び入会促進に関する事業等を推進してまいります。

令和元年度事業計画書概要

※ 「前年度」は平成 30 年度正味財産増減計算予算書概要になります
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担　　当 氏　　名 法　人　名 ブロック名

●正・副会長
会　長（ＩＴ） 鈴　木　憲　治 有限会社柿生恒産 柿　生
副会長（稲一・総務・厚生） 田　村　精　一 プライムコーポレーション株式会社 稲　一
副会長（麻生・税制・青年） 伊　藤　久　史 有限会社ヒサフジ 麻　生
副会長（稲二・広報・組織） 石　橋　　　博 株式会社ニッケン石橋 稲　二
副会長（生田・事業・女性） 並　木　由喜子 有限会社ナミキエンタープライス 生　田

●常任理事
総務委員長 勝　田　正　純 ＭＴＫ株式会社 麻　生
税制委員長 濃　沼　健　夫 株式会社科学経済総合研究所 稲　一
広報委員長 兼 ＩＴ委員長 谷　山　亮　治 株式会社匠技術研究所 麻　生
事業研修委員長 梅　田　初　志 株式会社ミズモリ 稲　一
組織委員長 加　藤　尚　文 株式会社かな 稲　一
厚生委員長 山　口　　　篤 株式会社ＡＤＹ 麻　生
稲田第一ブロック長 大　貫　　　弘 株式会社フレックスエンジニアリング 稲　一
稲田第二ブロック長 鈴　木　秀　幸 共成電気株式会社 稲　二
生田ブロック長 三　浦　正　樹 有限会社ミウラ企画 生　田
麻生ブロック長 古　澤　利　夫 株式会社三矢研究所 麻　生
青年部会長 鈴　木　昭　弘 株式会社スズユウ商事 麻　生
女性部会長 碓　井　美枝子 有限会社麻生自動車 麻　生

●理事
総務副委員長 新　田　渉　世 有限会社ホープフル 稲　二
税制副委員長 中　島　健　児 有限会社白百合商事 麻　生
広報副委員長 青　木　　　弘 東相産業株式会社 麻　生
事業研修副委員長 吉　場　八重子 株式会社大里工業 稲　二
組織副委員長 山　田　浩治郎 有限会社ビロング 生　田
厚生副委員長 金　子　拓　哉 株式会社シノワーズ 麻　生
ＩＴ副委員長 芳　賀　広　志 キャンソフト株式会社 麻　生
稲田第一ブロック長代理 松　浦　孝　憲 有限会社中野島不動産 稲　一
稲田第二ブロック長代理 竹　内　寿　嗣 株式会社セーフティ 稲　二
生田ブロック長代理 吉　岡　　　宏 有限会社ほけん days 生　田
麻生ブロック長代理 白　井　輝　生 リョーキサービス株式会社 麻　生
青年副部会長 成　田　正　弘 有限会社エー企画 生　田
女性副部会長 相　馬　茉左子 株式会社アクタス 麻　生

●監事
監事 松　本　浩　司 税理士法人松本会計川崎事務所 稲　一
監事 青　戸　慶　太 有限会社青戸建材店 麻　生

●相談役
相談役 井　上　　　勇 有限会社アイ・ディ・ワイ 麻　生

新役員紹介
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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

事業者の
皆さまへ 消費税率引上げ前後の値上げ・値下げ

財務省・内閣官房

10月1日より前の値上げは、
便乗値上げになるからダメ?

¥3,000
（税抜） OK!!OK!!

税抜での価格表示はダメ?

こんな値付けはNGと思っていませんか?

03-3507-8800（代表）
03-3507-9196
03-3581-4111（代表）
03-3581-5471（代表）
03-3501-1511（代表）

消費者庁表示対策課
消費者庁消費者調査課
財務省主税局税制第二課

公正取引委員会消費税転嫁対策調査室
中小企業庁消費税転嫁対策室

● セール・「今だけお得」関係
● 便乗値上げ関係
● 価格表示関係
● 転嫁拒否関係

より詳しい内容についてはこちら
価格設定　ガイドライン

転嫁対策　事業者向け　パンフ
検 索OK? NG?

迷った時は

■ 事実に反して「今だけお得」等の形で消費者に
　 
■ 仕入業者・下請業者に対する買いたたきなど、
 　消費税の転嫁拒否を行うこと

これは
NG

「10月1日以降2%値下げ!」という
値下げセールをしたらダメ?

OK!!り
売
安
大

%OFF
10/1以降2

問題ありません。例えば、消費税率引上げ前の需要の高まりや
コストの増加に対応して値上げを行うなど、

経営判断に基づく自由な価格設定は妨げられません。
合理的な理由があれば便乗値上げには当たりませんが、

必要に応じ、値上げの理由を消費者に丁寧に説明して下さい。

問題ありません。
消費者に税込価格と誤認されないための措置を講じていれば
税抜価格のみの表示も可能です（2021年３月31日まで）。

問題ありません。禁止されるのは、「消費税還元！」
「消費税はいただきません！」など、消費税と直接関連した広告です。

10月から値下げセールを行っても構いませんし、
「10月１日以降2％値下げ！」などの広告も、

消費税と直接関連しないので、NGではありません。

10月1日

※「消費税率の引上げに伴う価格設定ガイドライン」や「転嫁対策事業者向けパンフレット」でもご確認いただけます。 

コストが上昇。
商品を値上げしても
いいのかな??

www.mof.go.jp

帳簿・請求書・レシート等の記載を
複数税率に対応させる必要があります。
CHECK

レジや受発注・請求書管理システムの
導入・改修が必要となることがあります。
CHECK

本年（2019年）10月1日から消費税の が実施されます。軽 減 税 制率 度

全国で開催されています。
日程・場所等の情報は下記より
ご確認いただけます。
軽減税率制度説明会 検索

軽減税率  国税庁 検索

軽減税率対策補助金 検索

仕入税額控除の方式が変わります！
事業者の皆様!準備はお済みですか?

標準税率 と、 に係る軽減税率 について10％ 8％・飲食料品（酒類・外食を除く）
・新聞（定期購読契約された週２回以上発行されるもの）

飲食料品等の販売がない場合も、例えば、飲食料品等の仕入がある場合は、
帳簿上、軽減税率対象である旨を明記する必要があります。

中小企業・小規模事業者等の方向けに複数税率対応レジの導入等を
支援します。ぜひご活用ください。

全ての事業者の方に関係があります！ 軽減税率対策補助金が拡充されました！

軽減税率制度説明会に
ぜひご参加ください。

軽減税率制度についてはこちら

軽減税率対策補助金についてはこちら
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神奈川県からのお知らせ

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　税県　税
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第１４回法人会　全国女性フォーラム富山大会   ～煌めく女性の輪　富山から未来へ～

４月２５日（木）～２７日（土）において開催され、
当法人会からは並木副会長、相馬女性部会長が参加。
初日の第１部は富山産業展示館にて俳優の奥田瑛二氏
が「わが映画人生」の演題で講演され、大盛況でした。
２日目以降は県連主催の旅行に参加し、他の法人会と
の懇親を深めました。

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。

健康セミナー

６月５日（水）
於：ホテルモリノ新百合丘　講師：新百合ヶ丘総合病院　神経内科部長　矢﨑 俊二 氏

ブロック・部会　事業報告会

西法人会の５ブロック・２部会では、下記の通り事業報告会を開催しました。

【開催日】
稲田第一　　　５月２１日（火）　於：柏屋　　　　　稲田第二　　　５月１４日（火）　於：柏屋
生田　　　　　５月２４日（金）　於：味良　　　　　麻生東・柿生　５月２８日（火）　於：アサオガーデン
青年部会　　　５月　9日（木）　於：笹子うどん　　女性部会　　　５月２２日（水）　於：アサオガーデン

【報告事項】
・平成３０年度事業報告、平成３０年度収支決算報告
・令和元年度事業計画、令和元年度収支予算

事業報告会の前には川崎西税務署より講師として税務研修会を開催（女性部
会はボイストレーニングを実施）。また事業報告会終了後には参加者で親睦
を深めました。

今回で７回目となる「健康セミナー」を実施いたしました。講師には地元の新百合ヶ丘総合
病院　神経内科部長である矢﨑俊二先生をお招きし「認知症と生活習慣病」のテーマで認知
症予防のための生活習慣の工夫についてわかりやすく講義いただきました。お申し込み希望
者をお断りするほどの大盛況なセミナーとなりました。

稲田第一 稲田第二 生　田

麻生東・柿生 青年部会 女性部会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！

T
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s 
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n 街のトピックス
今回は川崎西法人会の地域貢献活動でも

かかわるイベントを中心に紹介。

地域の人が楽しみにしている「あさお区民まつり」「多摩区民祭」

　　　　　　　　　　まちに賑わいと輝きを与えるイベントも！

●第3７回あさお区民まつり
10月1３日（日）10時〜16時、麻生区役所・麻生文化センター敷地内。
10時のパレードでスタート。 多くの出展や飲食ブースの他、屋外ステージと市民館ホールではパフォーマンスがいっ
ぱい。子どもたちが楽しめるキッズエリアには、川崎西法人会がアトラクションを出展。
◆あさお区民まつり実行委員会　☎044-965-5113（麻生区役所内）

●第4２回多摩区民祭　〜201９〜
10月１９日（土）9時30分〜15時、 生田緑地中央広場。（雨天実施・荒天時中止）
生田緑地の芝生中央広場を中心に、吹奏楽のオープニングパレードや、ステージ上
では音楽やダンスを披露。パトカーや白バイ、消防車や起震車体験も可能。
スポーツ体験や「ミニ南武線」も人気。模擬店も多数出店。
川崎西法人会は、税に関するゲームを出展。
◆多摩区民祭実行委員会　☎044-935-3133

●第2５回KAWASAKIしんゆり映画祭201９ 
10月2７日（日）〜１１月４日（月・祝）　川崎市アートセンター。

「KAWASAKIしんゆり映画祭」は、1995年に川崎市の「芸術のまち構想」の一環としてスタートし、今年で2５回目
を迎えます。「市民（みんな）がつくる映画のお祭り」として、地域住民や企業の皆様の協力のなかで、市民スタッフ
が、企画・運営の中心を担い、行政がバックアップする新しい形の市民映像祭として定着・発展してきました。 詳細は
ホームページ（「しんゆり映画祭」で検索）を。
◆KAWASAKIしんゆり映画祭事務局　☎044-953-7652

多数のお客さんで賑わう各露店多摩区民祭でのステージ

あさお区民まつりでのステージ

しんゆり映画際
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行事予定	 2019年7月〜10月

新入会員紹介	 2019年3月〜5月

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電　話業　種

創業半世紀以上の歴史を持つ実績と信頼

＜日本の新しいオペラの創造と普及＞を目的に活動。宿河原を拠点とし、全国各地での公演を続けている。

主婦専門人材紹介・保育園・シェアオフィスなど、子供とママ向けサービスをしています。

国家資格保有者が痛みや体の不調を根本から改善するための施術を行っています。

コーチングを通して皆様のあらゆる分野の目標達成をお手伝いいたします。

管工事業 044-932-9891苓北設備工業株式会社
川崎市多摩区宿河原３-５-３９

ＲＳＫビル金子　英彰

有限会社オペラシアターこんにゃく座 劇団（娯楽業） 044-930-1720川崎市多摩区宿河原７-１４-１萩　京子

人材派遣・保育園
・シェアオフィス 044-322-9181インブルーム株式会社 川崎市多摩区西生田２-１-６-２Ｆ野村　洋子

金融機関・郵便局 044-911-9906日本郵便株式会社登戸駅前郵便局 川崎市多摩区登戸２５７０佐々木　伸明

鍼灸あん摩
マッサージ指圧 044-299-6410整体院　壮心　～そうしん～

川崎市多摩区生田８-８-９
光シャンブル生田１０１長尾　壮

教育 044-952-0032株式会社プレム 川崎市麻生区東百合丘３-１-１４-４０２玉木　一彦

稲 田 第 二

稲 田 第 二

稲 田 第 二

生 　 　 田

生 　 　 田

麻  生  東

より一層価値あるサービスを提供し、「柿生」のお客さまと共に発展します。

銀行業 044-953-9961株式会社三井住友銀行柿生支店 川崎市麻生区万福寺１-１-１工藤　浩二
柿 　 　 生

誠実にそして「また行きたいね」と思って頂けるお店作りをめざしています。

飲食店 044-953-2911株式会社将楽(焼肉煉瓦)
川崎市麻生区上麻生１-６-３

マプレB１Ｆ栗田　せい子
柿 　 　 生

１．相		談		日　毎月第４水曜日
２．開催時間　14:00 〜17:00
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
【2019年の相談日】
　　■8月28日（水）・９月２５日（水）
　　（場所は多摩支所）　
　　■７月２４日（水）（場所は麻生支所）
※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。

1. 相		談		日　随時（事前予約制）	
2. 開催時間　9:00〜17:00
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		 	
	
※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

無
料
融
資
相
談

けんたくんって？

上の２つの絵には5つの間違いがあります。それはどこでしょうか？
正解者の中から抽選で10名様に「QUOカード500円分」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、ハガキまたはFAX、E-mailにて
７月31日（水）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

「けんた」くんは、法人会オリジナルキャ
ラクターです。
「いぬ」は、チームで行動し、人間の
パートナーとしてのイメージが強く、身近
な存在です。
法人会のメイン活動の一つである「社会
貢献」の「献」＝「犬」と結びつく
ことから、親しみやすいキャラクターとし
て犬をモチーフにオリジナルのデザイン
を作成しました。

けんたくん★
5つの間違いを探せ！

クイズ

抽選で10名様に
QUOカード
500円分
プレゼント！

法 律

☆オペラシアター こんにゃく座公演（共催）

☆下草刈り（地域社会貢献事業）

企業見学会・租税教室

☆新設法人説明会 （共催）

☆決算法人説明会 （共催）

川崎三法人会 青年部会 合同ゴルフコンペ

19:00～

９:00～16:00

14:00～

14:00～

14:00～

14:00～

7月11日（木）

7月20日（土）

７月22日 (月)

8月1日 (木)

10月１日（火）

8月2日（金）

10月２日（水）

9月3日（火）

多摩市民館大ホール

成長の森（神奈川県立21世紀の森）

見学企業３社他

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

本厚木カンツリーツラブ

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。

行　事　名 開　催　日 時　　間 会　場　等



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

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

　暑い 7月がやってきました。7月は文月、この文月の由来、諸説あるなかでも「文披月（ふみひらきづき・ふみひろげつき）」
という言葉が省略され「文月」になったとする説が有力とのこと。文披月とは、「文（ふみ）を広げて晒す月」という意味で、
七夕の時に、短冊に願いごとや詩歌を書いて笹の葉飾りに飾るという風習のことを指しています。なんとも、風情のあるお話、
私など七夕はおろか筆を持って字を書くことすらなくってしまいました。暑い夏、ときには、のんびりと言葉の意味を調べ
てみたり、ペンを持って字を書くなど、普段やらないことをやってみるくらいの気持ちのゆとりを持って乗り切って行きた
いと思います。
　法人会は、先月、第７回総会を開催し新しい体制でのスタートとなりました。公益社団法人として７年目の川崎西法人会
を今後ともよろしくお願い申し上げます。

広報委員長　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


