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あさお古風七草粥の会

けんたくん★5つの間違いを探せ！

応募してQUOカードをGET！

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1月27日（月）までにお送りくだ
さい。右記二次元バーコードからもご参加いただけます。

抽選で10名様に

QUOカード
500円分
プレゼント！

〒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
mail：info@kawasakinishihojinkai.or.jp

公益社団法人

川崎西法人会
http://www.kawasakinishihojinkai.or.jp/

2020年 川崎西法人会

新年あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。
会長

鈴

木

憲

治

副会長

麻生区上麻生6-27-20
tel 044-988-1258

不動産貸付

有限会社柿生恒産

「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

伊

藤

久

副会長

並

木

建売・土地売買

有限会社ナミキエンタープライズ

由

喜

常任理事

濃

沼

健

株式会社科学経済総合研究所

梅

田

初

株式会社ミズモリ

常任理事

山

口

株式会社ＡＤＹ

鈴

木

共成電気株式会社

常任理事

古

澤

利

常任理事
有限会社麻生自動車

碓

井

美

山

亮

加

藤

尚

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。

大

貫

場

八

重

理事

本場香港の料理人による本格飲茶と広東料理のお店、新百合ヶ丘北口で創業３０
年を迎えます。

理事

松

浦

孝

有限会社中野島不動産

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

吉

岡

有限会社ほけんｄａyｓ

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。

弘

理事

成

田

正

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。

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。

三

浦

正

樹

多摩区栗谷1-7-6
tel 044-２９９-７２７１

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。

鈴

木

昭

株式会社スズユウ商事

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

新

田

渉

松

本

浩

芳

治

郎

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

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！

理事

竹

内

寿

嗣

多摩区宿河原3-5-4
tel 044-922-4277

生命保険

株式会社セーフティ

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、下小田中２ -５ -８で
酒房かんなぎを営んでおります。

理事

白

井

輝

生

麻生区千代ヶ丘5-7-51
tel 044-952-7751

不動産貸付

リョーキサービス株式会社

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

相

馬

茉

左

子

麻生区百合丘 2-2-3
tel 044-955-8832

建物サービス

株式会社アクタス

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。

司

監事

青

戸

慶

太

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

有限会社青戸建材店

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。

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。

各種コンサルタント

弘

麻生区上麻生6-27-8
tel 044-988-1254

不動産賃貸

監事

理事

弘

多摩区生田 8-20-6 1F
tel 044-932-1617

イベント企画制作

浩

多摩区長沢１−３４−７
tel 044-977-5583

学習サービス業

宏

多摩区南生田4-20-1-202
tel 044-978-4341

損害保険

田

住宅・店舗・事務所等のリニューアル・リフォーム・営繕工事を行っています。小さな
ことでもお気軽にご相談ください。

憲

多摩区中野島 3-16-19 1F
tel 044-911-9487

不動産業

山

リフォーム業

哉

麻生区万福寺１−２−３ １F
tel 044-952-4759

株式会社シノワーズ

弘

シルク印刷、シール印刷等のネームプレート全般の製造販売を行っています。早く、
安く、品質をモットーに、創業 31 年目の今年も業務に取り組みます。

有限会社ビロング

拓

木

麻生区高石４-１７-１-２０３
tel 044-299-7676

印刷業

多摩区堰 1-17-10
tel 044-811-8275

子

青

東相産業株式会社

理事

金

飲食業

理事

子

有限会社エー企画

常任理事

麻生区下麻生３-１０-１２
tel 044-988-8370

児

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

有限会社ミウラ企画

子

健

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！

文

多摩区菅北浦 2-23-1
tel 044-944-9173

吉

舗装工事

治

「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。www.takumigiken.biz

サービス業

地元で創業 40 年、車の整備・販売・保険等どんなことでも当社へお任せください。

2

株式会社匠技術研究所

夫

枝

島

麻生区万福寺 5-12-1
tel 044-９５４-０９６０

株式会社大里工業

純

麻生区多摩美1-12-11
tel 044-959-5612

常任理事

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

自動車販売

谷

情報安全確保コンサルタント

幸

麻生区上麻生 6-31-18
tel 044-988-2088

株式会社三矢研究所

正

水道工事業

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。

電子機器

常任理事

常任理事

多摩区登戸 471-1
tel 044-935-0631

電気・通信工事

田

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。

篤

秀

理事

麻生区東百合丘 3-23-5
tel 044-953-9351

株式会社かな

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♪ www.ady-katahira.com

常任理事

勝

広告業

麻生区片平 1574
tel 044-988-0359

不動産業

常任理事

常任理事

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！

中

不動産賃貸

博

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。

志

多摩区菅野戸呂 8-7
tel 044-944-2399

建物サービス

橋

多摩区堰 1-15-30
tel 044-829-5614

DM 配送業

株式会社ニッケン石橋

夫

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。

常任理事

石

ＭＴＫ株式会社

多摩区菅馬場1-21-9
tel 044-944-4849

不動産業、技術コンサルタント

理事

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。

経営コンサルタント業

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。

一

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。

子

多摩区枡形 5-16-1
tel 044-922-1651

精

有限会社白百合商事

副会長

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。

村

サービス業
多摩区布田 3-1
プライムコーポレーション株式会社 tel 044-９４５-５５７７

史

麻生区金程 4-13-12
tel 044-966-1477

不動産賃貸

有限会社ヒサフジ

田

相談役
不動産賃貸

有限会社アイ・ディ・ワイ

井

上

建築材料

麻生区王禅寺東5-54-13
tel 044-988-0173

勇

麻生区上麻生1-7-11-203
tel 044-455-6463

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。

世

対個人サービス 有限会社ホープフル 多摩区登戸 2929
川崎新田ボクシングジム
tel 044-932-4639

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。
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おめでとうございます

新年を迎えて
す

公益社団法人 川崎西法人会

会長

ず

き

け

ん

じ

鈴木 憲治

あけましておめでとうございます。
旧年中は、川崎西法人会の諸事業に深いご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
昨年は、各地を襲った台風と豪雨等により亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された

令和元年度納税表彰

令和元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。

皆様に心からお見舞い申し上げます。
さて、9月に開幕したラグビーワールドカップ2019で日本は Tear1と呼ばれる格上のアイルランドやスコットラン
ドを相手に勝利をおさめ、プール1位で決勝トーナメントに進出。その決勝トーナメント初戦の準々決勝で南アフ
リカには敗退したものの初のベスト８進出を果たし、そのプレーの数々は日本中に感動の渦を巻き起こし、大き
な盛り上がりを見せた年でもありました。
一方で、我が国経済は企業収益に陰りが見えるなど、景気の減速懸念がにわかに強まっています。大規模金
融緩和の効果が期待なくなった上、米中の通商摩擦によるマイナス影響が我が国でも顕在化してきたためであります。一方、国際経済面では、ア

川崎西税務署長表彰・感謝状
表彰式

納税表彰式

令和元年１１月１３日
（水） 於：新百合２１ホール

■ 税務署長表彰受彰者

■ 税務署長感謝状受彰者

大貫 弘

新田 渉世

谷山 亮治

吉岡

常任理事 稲田第一ブロック長

理事

常任理事 広報兼ＩＴ委員長

理事 生田ブロック長代理

メリカの保護主義的政策がわが国をも対象とするなど予断を許さない状況となっています。
中小企業は、地域経済と雇用の担い手です。グローバル経済や厳しい環境変化に対応し、その存在感を維持するとともに、我が国経済の礎と
して、中小企業の力強い成長を促す税制の確立が不可欠であります。
さて、法人会は、
『税のオピニオンリーダーたる経営者の団体』として、
「税制改正に関する提言」や租税教育、企業の税務コンプライアンス向上
に資する取り組みなど、税を中心とする活動を積極的に展開しながら、広く社会へ貢献していくこととしています。
当法人会も昨年は、将来を担う子供たちに対する租税教育活動
（企業見学・税に関する絵はがきコンクール）、税の啓発活動
（区民祭・区民まつ
り）
、地域に密着した芸術文化活動として
（第二回クラッシックアンサンブルの夕べ）、青年部会の活動として異業種の経営者との交流により新た
な事業展開のヒントや新しい仕事のつながりできる絶好のチャンスを提供するための
『第二回かわにし交流会』を開催しました。
本年も納税意識の高揚を図るとともに、様々な社会貢献活動への取り組みや、それぞれの企業の成長をサポートし存在感のある法人会を目指
していきます。未加入の企業や若い経営者の方々にも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。

株式会社フレックス
エンジニアリング

総務副委員長

有限会社ホープフル

株式会社匠技術研究所

有限会社ほけん days

木村 弘子
女性部会副部会長

株式会社トーアホーム

高津県税事務所長表彰
表彰式
令和元年１１月２２日
（金） 於：ホテル KSP

新年のごあいさつ

宏

田村 精一
副会長

プライムコーポレーション株式会社
すぎ

川崎西税務署長
新年あけましておめでとうございます。

うら

杉浦

たけし

健

令和２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、各種税務研修会・説明会の開催、我が国の将来を担う小学生を対象とした「企業見学会
と租税教室」や「税に関する絵はがきコンクール」等の租税教育活動、
「区民祭」や「税を考える週間」における税
の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、
「ドローン教室」
「クラッシックアンサンブルの夕べ」
「かわにし交流会」など、多岐にわたる魅力的なイベント
の開催を通じまして、地域の活性化を目的と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。
このような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。

【令和２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３６回法人会全国
大会三重大会において発表後、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（対応は政策
秘書の今林正様）
と南関東ブロック比例区選出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。

■令和２年度税制改正スローガン
〇経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！

さて、
まもなく令和元年分の所得税・贈与税・消費税等の確定申告の時期を迎えます。
これまでも所得税等の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、スマートフォンを利用した e-Tax が更に便利になります
ので、従業員等の皆様方にも是非御案内いただきますようお願いいたします。
また、昨年10月からの消費税率の10％への引き上げと同時に実施されました軽減税率制度の円滑な定着につきましても、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。
なお、旧年中は災害の多い年でもありました。台風、大雨等の影響により被災された方々に対しまして、心からお見舞い申し上げますとともに、当署と
いたしましては、今後も被災された納税者の方々の立場に立って、親切・丁寧な対応に努めてまいります。
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
勝と御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。
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〇適正な負担と給付の重点化・効率化で、
持続可能な社会保障制度の確立を！
〇中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！
〇中小企業にとって事業承継は重要な課題。
本格的な事業承継税制の創設を！
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隠れた
名店めぐりレポート vol.4

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

川崎西税務署からのお知らせ

イチオシのお店などを不定期に歩いて紹介します！

地元のコミュティカフェ

c a f e ゆい〜と
読売ランド駅から徒歩１分のところにある人々の憩いの場
地元の人々に愛され、憩いの場所となっているカフェが読売
ランド駅近くにあると聞きつけて、「cafe ゆい〜と」に突撃
レポートを敢行！そこに、とても温かみのある空間がひろがっ
ていて、一人で行ったのに、心がほっこりする初めての体験を
したのだった。その気になる体験とは…。
人と人とのつながりを大事にするコミュニティカフェ
オーナーの鴨志田亜矢子さんは、地域密着型の、いつ誰が来
てもゆったりくつろげるカフェを開きたいという夢のもと、お
店をオープン。お店を始めるにあたり「人と人を結ぶ人＝結人
（ゆいと）」でありたいという思いから、店名を「cafe ゆい〜と」
と命名。オープンして６年目を迎えた。
リピータ続出と噂のランチ（豆腐と長芋のコロッケ）を食す
お店のランチメニューのうちのA セットを注文。メインディッ
シュは豆腐と長芋のコロッケ。それに３種の小鉢（本日はポテ
トサラダ、いんげんのゴマ和え、
ミニサラダ）とご飯、スープが
ついて1,000円（税別）とかなり
お得感あり。
先に小鉢を優しさを感じながら
一品ずつ食べ、いざメインのコ
ロッケへ。箸を入れると、存在
感のある長芋がゴロッと姿をあ
らわす。そして口に入れると豆
腐のやわらかさと長芋のサクッ
とした食感が楽しめて、あっと
いう間に２個をペロリと食べて
しまった！
こちらは笑顔が素敵なオーナーの姪っ子さん（佑奈さん）の料
理。体にやさしい素材を使用しているときいて、美味しくて体
にもいいなんて、なにもいうことはなし！
フワフワ食感のシフォンケーキはお店の一番人気のスイーツ
今回は、いただかなかったが、メニューの中で気になった
のはオーナーが作るスイーツで一番人気
のシフォンケーキ。フワフワの生地
で舌触りのよいスポンジがたま
らず、何度でもたべたくなっ
てしまうとのこと。また蕎
麦粉を使用したガレット
もそそられたので次回に
チャレンジすることに。
どっちにするか迷うとこ
ろだ…。
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白と水色を基調とした店内は、とても爽やか。

お店とお客様の垣根を超えた関係性
取材に伺ったのは夕方16 時過ぎ。食事をしていて思ったのは、
夕方の時間帯にもかかわらず常連のお客様が次々と来店された
こと。しかもまるで家族が自宅に帰ってきたかのようなリラッ
クスした雰囲気。オーナーと佑奈さんは笑顔でお客様と盛り上
がる。それを見ただけでオーナーの考える店づくりが地元の
人々に愛されていると実感。
そしてオーナーに手相をみても
らう
オーナーが手相、名前での鑑
定をされるとのことで、取材で
話を伺うより先に占ってもらう
ことに。占いは初めての私。こ
こでは内容は伏せるが色々と鑑
定していただき、再度ほっこり
したのであった。
ご興味ある方はオーナーに
占ってもらうのも新たな発見が
あったりして楽しいかも。

小型犬と入店できる１階スペース。

「cafe ゆい〜と」 Tel ： 044-712-0038 定休：日曜、月曜（月1回）
川崎市多摩区西生田 1ｰ4-6 カーサ・デ・シライⅠ206
営業：月〜水曜 11:00〜17:00（L.O.16:30）
木〜土曜 11:00〜22:30（L.O.22:00）
https://www.facebook.com/cafeyuito/
cafe ゆい〜と
郵便局

読売ラン

OdakyuOX

ド前駅

交番
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川崎西税務署からのお知らせ
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川崎西税務署からのお知らせ
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神奈川県からのお知らせ
かながわ県のたより 令和元年６月より

川崎市からのお知らせ
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の

市

税

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
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) 〜

PET-CT

◆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。

〒215-0026 川崎市麻生区古沢都古２５５

☎0120-700-098
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川崎西法人会

活動報告

３ブロック合同研修会

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。

2019年１１月５日
（火）
於：多摩市民館大ホール

今回で５回目となる稲田第一、
稲田第二、
生田ブロック合同の研修

司会：末武 稀更氏

クラシックコンサートを開催しました。昨年の多摩市民館大会議室

会は昨年に引き続き
「第２回クラシックアンサンブルの夕べ」
と題し

杉森繪里氏（ピアノ）
・浅川萌瑛氏（ソプラノ）
・上間正之輔氏（バリトン）
落合なづき氏（ヴィオラ）
・村田静氏（ピアノ）
・小野寺光氏（バス）
・
市川宥一郎氏（バリトン）
・井出司氏（テノール）
・林直樹氏（ピアノ）

第36回全国大会三重大会

から大ホールへ会場を移し本格的なコンサートを企画。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。

2019年１０月３日
（木）
於：津市・産業スポーツセンター
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、
更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
委員長による令和２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金沢法人会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「皇室と神宮」
と題し、
伊勢神宮 広報室広報課長の音羽悟
氏から講話がありました。
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「青年部会」が全国大会で３年連続純増賞で表彰！
2019年１１月７日
（木）
・
８日
（金）
於：大分県iichiko総合文化センター

あさお区民まつり・多摩区民祭

2019年１１月７日
（木）
・
８日
（金）大分県のiichiko総合文化センターにて、
「第
３３回法人会全国青年の集い 大分大会」が実施されました。
大会式典では青年部会活動の柱である租税教育活動や部会員増強につ
いて一年間の取り組みと成果を発表し、
当法人会青年部会長の鈴木昭弘さ
んが単位会部門 純増基準３年連続純増賞で表彰されました。

2019年１０月１３日
（日）
あさお区民まつり 台風１９号により中止
2019年１０月１９日
（土）
多摩区民祭 生田緑地
例年参加をしている多摩区民祭に本年も参加いたしました。
（あさお区民まつ
りは台風１９号のため中止）
今年も好評をいただいていた「的当てゲーム」
を準備したものの活発な雨雲
が上空を通過し、
あいにくの雨模様。
用意していた法人会オリジナル文具セットを来場者に配布し、
告知活動に邁
進いたしました。

第２回かわにし交流会
2019年１１月１８日
（月）
於：ホテルモリノ新百合ヶ丘

第８回法人税勉強会

昨年、
それまでの異業種交流会を発展させた「かわにし交流会」
も青年部会の
企画運営により２回目の開催を迎えることができました。
およそ７０名の参加者が
集まり様々な業種の方との交流など有意義な意見交換が展開されました。
ゲス
トとして神奈川県連青年部会長の野路晶基様、相模原法人会青年部会長の
尾﨑勲様をお招きしお二人から貴重なご意見をいただき、
またその場で入会申
込書を記入する入会希望者もいて盛大な交流会イベントとなりました。

2019年１１月１日
（金）
・
８日
（金）
・
２２日
（金）
・
２９日
（金）
於：新百合２１ホール 第３研修室
講師：東京地方税理士会所属 税理士 古賀彰孝先生
東京地方税理士会所属 税理士 門間亜砂子先生
毎年恒例となっており、今回で８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。税務調査など実務面での説明もあり受講者には大変興
味深い内容となりました。

水銀灯に代わる照明

無電極ランプ

1/3 の消費電力 60,000 時間の長寿命 水俣条約クリア照明

節電照明はニッケン
＊ランチタイム
＊ティータイム
＊会席プレート

11：30〜13：30
13：30〜14：30
17：00〜19：30（要予約）

定休日 毎週月曜日
川崎市多摩区登戸 3506 RIVERSIDE POINT 2 階
TEL044-911-3191 ㈹
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メール便・ポスティングもお任せください！

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
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行

事

令和2年1月〜3月

名

開

催

日

時

新春講演会 ☆

間

会

場

等

15:00 〜 16:15
2年1月15日（水）

賀詞交歓のつどい

16:30 〜 19:00

生活習慣病検診

決算法人説明会 ☆

2年2月4日（木）

9:30 〜 12:00

2年2月12日（木）

9:30 〜 12:00

2年2月13日（金）

9:30 〜 12:00

2年2月6日（木）

14:00 〜 16:50

新百合２１ホール

2年4月16日（木）

14:00 〜 16:50

川崎西税務署３階会議室

2年2月7日（金）

14:00 〜 16:50

新百合２１ホール

2年4月17日（金）

14:00 〜 16:50

川崎西税務署３階会議室

麻生市民館

※「☆」の付いている事業は一般の方も歓迎します。

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

法人会事務局

新入会員紹 介
ブロック名

代表者名
上原

スタディクス株式会社

正裕

業

種

所在地

学習塾

電話・URL
044-577-2750
http://www.studix.jp/

川崎市多摩区菅２-９-１-２Ｆ

稲 田 第 一

永井

有限会社美幸建設

美光

建設業

稲 田 第 一

川崎市多摩区登戸４９５-３
アミニティミシマ第５ビル２０５号

044-922-7919
http://miyuki-ltd.sakura.ne.jp/

地域社会の活性化に向け、地元の若手スタッフと共に成長・発展して参ります。
株式会社大河

田中

大輔

川崎市多摩区宿河原１-１-１０

044-932-1677

川崎市多摩区宿河原４-２２-２２
ミタケビル１Ｆ

044-789-5225

不動産管理

稲 田 第 二

株式会社リックホーム

岩原

内装業
健太郎 （住宅リフォーム）

稲 田 第 二

株式会社ＥＮＢＲ
ＩＤＧＥ

大津

慎一郎

サービス・コンサル業 川崎市多摩区宿河原３-１３-２５

044-932-1237
https://www.enbridge610.com

博典

川崎市多摩区東生田１-１５-１８
不動産管理・仲介・設計
カメリア第２ビル１階

044-900-9371
http://reed-mo.co.jp

株式会社リードマネジングオフィス

早川

田

不動産オーナー様に代わって管理全般を行っております。

川崎西法人会

正会員・賛助会員 入会のご案内
入 会 のメリット

務

経

営

「著名講師による講演会」
「税制改正の要望」「税務研修会」
「経営のための講演会」
「税制セミナー」
「無料法律相談」「情報誌の提供」
「法人税勉強会」
「簿記講習会」
「e-Tax 研修会」

14

随時（事前予約制）
9:00 〜 17:00
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。

交

流

「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」

社会貢献

KAWANISHI NEWS

福利厚生

「経営者大型保障制度」
「多摩・あさお区民まつり」
「がん保険制度」
「県立 21 世紀の森」下草刈り活動 「経営保全プラン」
「生活習慣病検診」
「見学研修会」

「賀詞交歓のつどい」のご案内

前 号 で お 知らせして おりました 1 月 1 5日（ 水 ）に行 われる
「新春講演会」の情報が解禁になりましたので、ご案内します。
◇日程／令和2年1月15日（水）15:00（受付開始14:30）
◇会場 ホテルモリノ新百合丘７Ｆ
◇「北原 照久氏新春講演会」
◇入場料 無料

PROFILE

北原 照久氏

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

法律

１．相 談 日
２．開催時間
３．場
所

「新春講演会」のご案内

東大生・塾出身者による完全１
：
１指導の学習塾及びピアノ教室

生

１．相 談 日
２．開催時間
３．場
所

令和元年9月〜11月

法人名

稲 田 第 二

毎月第４水曜日
14:00 〜 17:00
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
【令和元年の相談日】 ■ 1 月 22 日（金）■３月２５日（水）
（両日とも場所は麻生支所）
■２月 26 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。

無料融資相談

新設法人説明会 ☆

ホテルモリノ新百合丘 ７階

無料法律相談

行事予定

当日１４：３０より
書籍の販売が
あります

1948年東京生まれ。ブリキのおもちゃコレ
クターの第一人者として世界的に知られて
いる。
大学時代にスキー留学したヨーロッパで、
古い時計や生活骨董、ポスター等の収集を
始める。
「多くの人にコレクションを見て
楽しんでもらいたい」という思いで、1986
年4月、横浜山手に「ブリキのおもちゃ博物
館」を開館。現在、テレビ東京「開運！なんで
も鑑 定 団 」に鑑 定 士として出 演している
他 、ラジオ、CM、各地での講演会等でも
活躍中。

「新春講演会」終了後に引き続き行われる「賀詞交歓の
つどい」におきまして公益財団法人全国法人会総連合会
長小林栄三氏をお招きすることになりました。
会長ならではの広い視野からのお話を聞く絶好の機会で
す。ぜひともご参加ください。
◇日程／令和２年１月１５日（水）１６：３０
◇会場 ホテルモリノ新百合丘７F
◇会費 ５，０００円（会員の方のみ参加できます）
※事務局までお申し込みください。

PROFILE

小林 栄三 会長

※ご希望の方は下記まで事前にお申し込みください。
（先着順受付）
公益社団法人川崎西法人会 事務局
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

TEL.044-980-4131

E-mail info@kawasakinishihojinkai.or.jp

１９４９年福井県生まれ。
大阪大学基礎工学部物性物理工学科
卒業後１９７２年に伊藤忠商事株式会
社入社。
海外勤務などを経て情報産業部門長
などを歴任。
２００４年同社取締役社長、２０１０年
会長、
２０１８年特別理事に就任。
２０１５年全法連副会長に就任、
２０１７
年６月から会長を務めている。
公益社団法人

川崎西法人会
15

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

横浜支店/
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-19（富士火災横浜ビル）
TEL 045-471-7541

令和2年、明けましておめでとうございます。前回の「かわにし 104 号」の「けんたくん★5 つの間違いを探せ！」には
多くの方々からご応募をいただき、ありがとうございました。また、「隠れた名店めぐりレポート」も面白かったなどの
感想も届いており、好評を頂けているようで大変嬉しく思います。
川崎西法人会ホームページにつきましては、ＩＴ委員会とも協力をしまして、さらにホームページのリニューアルを行う
予定でいます。今後も会員の皆様にとってより良い情報をお届けできるように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 石井 春樹
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
E-mail info@kawasakinishihojinkai.or.jp

TEL 044-980-4131

FAX 044-980-4646

