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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「図書カード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10月26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。
〒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★5つの間違いを探せ！　応募して図書カードをGET！

抽選で10名様に
法人会オリジナル
図書カード
500円分
プレゼント！
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overwheel（オーバーホイール） 
p.12-13
健康で豊かな人生の実現に貢献

株式会社ハイパーフィットネス

PICK UP!



緑色の看板が目印！
　読売ランド前駅近くに、緑色のかわいらしい看板のお店が
できていると聞き、取材を敢行。駅から徒歩約5分、津久井道（世
田谷通り）の高石歩道橋下交差点をよみうりランド方面に進む
と、噂に聞いていた通りの看板と、木製の自転車スタンドが見
えてきた。看板には、自転車の車輪や工具のイラストが…。
 　
本体の販売はしていないメンテナンス・修理専門店
　店内に入ると、カウンターの奥に無言で作業を続ける人の姿
が。ゆっくりと近づくと、自転車の修理を行っている様子。そう、
看板のイラストにもあった通り、こちらは昨年10月にオープン
した、自転車のメンテナンスと修理の専門店。作業をされてい
たオーナーの塚田さんに早速お話を伺う。このお店の特徴は、
自転車本体は販売していない事。他のお店で買った自転車や、
ネット通販などで買ったパーツなどの持ち込みはNGのお店が
多い中、同店は全てOKとの事！「自分でパーツを購入したの
は良いが、取り付けができずに困っているお客様も多い」そう

で、そんな人たちに気軽に立ち
寄って欲しいとのこと。

100km以上離れた場所から
の来店も！
　自転車のロードバイクに乗っ
ているユーザーは行動範囲がと
ても広く、なんと 100km以上
離れた場所から来店されるお客
様もいるそう…。津久井道から
近いこともあり、都内や横浜か
らの来店も多いとのことで、
ロードバイクユーザーの行動範
囲の広さに驚かされた。

よみうりランド周辺はロードバイクの走行練習に適した道が多
く、その前後に立ち寄るお客様もいるのだとか。塚田さんは過
去に 1日で 200km以上、神奈川から静岡まで走ったことがあ
ると聞き、さらにびっくり…。

「手組みホイール」とは？
　同店こだわりの商品の一
つに、「オリジナル手組み
ホイール」がある。一般的
には、自転車のホイールは
すべて組みあがった状態で
売られているが、こちらで
はホイールの周囲をめぐる
「リム」、中心とリムをつな
ぐ「スポーク」、中心部分
の「ハブ」をそれぞれの用

途や予算に合わせて、オーナー自ら組み上げてくれるというも
の。既製品には無い性能と使い心地が味わえるそうだ。

メンテナンスは気軽に、定期的に
　メンテナンスの種類はさまざまで、シフト変速調整、ブレー
キ調整、各部締め付け確認、注油などの簡単な点検から、必要
に応じてシフト・ブレーキワイヤー交換、バーテープ（ハンド
ルのグリップ）交換、洗車などを行う「基本メンテナンス」、
全ての部品を分解・洗浄して、
再び組立てる「フルメンテナン
ス」など、メニューは多数。フ
ルメンテナンスを実施すると、
自転車はほぼ新車の状態に生ま
れ変わるそう。「長く安全に乗
り続けるには、2年に一度はフ
ルメンテンナスを！」と塚田さ
ん。店内には消耗品を中心に多
数パーツが並ぶので、見ている
だけでも楽しい。皆さんもぜひ
訪問してみてください！

overwheel（オーバーホイール）  Tel ： 044-969-7113　
定休：毎週木曜日
川崎市麻生区高石 3-32-19
営業：10:00～20:00 （日曜日のみ 10:00～18:00）
https://www.overwheel.net/

店内にはマニア心をくすぐるパーツが多数

豊富なラインナップが自慢の
バーテープ

隠れた
名店めぐりレポート
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！
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overwheel（オーバーホイール） 
ロードバイク修理・メンテナンス、手組みホイール専門店

読売ランド前駅 交番

ファミリー
マート

至 新百合ヶ丘

エネオス

津久井
道（世

田谷通
り）

overwheel　

塗装までオリジナルの
「overwheel号」

オリジナル手組みホイール

多摩区・麻生区
地域貢献活動紹介 新型コロナウイルスの影響により地域に様々な影響が及ぶ中、

多摩区・麻生区で行われている地域貢献活動をご紹介します

初！Web会議システムを使って「第2回理事会」を開催！

理事会としては初めての試みでしたが、税務署幹部もご参加いただき特に大きな
トラブルもなく無事に議案審議を終えることができました。また、青年部会にお
いてはすでにWeb会議が定着しており、今年度3回目の開催となりました。
参加された皆様にはご協力をいただき、ありがとうございました。

スマートフォンからでも参加可能で、同じ資料を共有することもできます。多人
数による対面での会合が難しい状況の中、今後もWeb会議を開催していきます。

地域を楽しみながら応援！多摩ファンラリー（多摩区）

　多大な被害を受けている多摩区内の商店を応援しようと、区内の有志で構成される「多摩
ファンラリー実行委員会」主催によるイベント、『多摩ファンラリー』が開催されている。
イベント名は「TAMA＝多摩区」「Fun＝楽しい」「Rally＝結集する、奮い起こす」の3つ
の単語に由来し、地域を楽しみながら応援するというメッセージが込められた。「新しい商
店の発見や、美味しいお店と出会うきっかけになればうれしいです！」と実行委員会メンバ
ーの井野大輔さんは話す。
　イベントの参加方法は、多摩区内の参加店舗でチケットを購入し、期限内に利用するとい
うもの。チケットは1枚（半券6枚綴り）で3,000円。半券1枚利用につき、必ず500円以上
のサービスが受けられる仕組みとなっている。参加店舗は飲食店・美容室
・生花店・サイクルショップなどジャンルも幅広い（登録は随時募集中）。
年内いっぱい開催されているので、感染防止につとめながら、ぜひ楽しん
でみては。参加店舗、サービス内容などは下記WEBサイトを参照。

多摩ファンラリー
開催期間・チケット有効期限：2020年9月1日（火）～12月31日（木）
https://tama-fun-rally.com/
問合せ　TEL.044-935-4569（アルファクロス）

コロナに負けるな！手作りマスクで広がる輪プロジェクト（麻生区）

手作りマスクで広がる輪プロジェクト
問合せ：044-959-6020（高石地域包括支援センター）
※マスクの材料となる不要な布生地やガーゼ、ゴムなど募集中

　どこもマスクが品切れ状態で購入ができなかった、緊急事態宣言下の4
月頃に発足したプロジェクト。高石地域包括支援センターに、必要だろう
からと手作りマスクを届けてくれた人がいたことがきっかけで立ち上がっ
た。同センタースタッフの倉石知恵美さんは、マスクは手作りできること
に気付かされ、各所に声を掛けて皆でマスクを作り、必要としているとこ
ろへ届けることを思いついた。プロジェクト参加メンバーが手作りしたマ
スクは、高齢者施設や障害者施設、わくわくプラザやこども文化センター
など、地域の施設や住民に配られ、当時マスクが手に入らずに困っている
人たちを喜ばせた。参加者は20代の独身女性から80代の主婦まで60名
ほどになり、プロジェクトは現在も継続中。
　「今後は住民同士の助け合いに繋がる活動へと展開していく予定です」
と話す倉石さん。これまでに3,587枚（8月22日現在）の手作りマスク
が配布されている。

7月、麻生区の多田区長から感謝状が贈呈された

さまざまな色・柄・サイズのマスクが作られている
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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、ますますご清栄の

こととお慶び申し上げます。

　本年７月の定期人事異動で川崎西税務署長を拝命し、島根県にございます

石見大田税務署から転任して参りました木立でございます。前任の杉浦署長

と同様、よろしくお願い申し上げます。

　鈴木会長をはじめ、川崎西法人会の役員並びに会員の皆様方におかれまし

ては、各種研修会・講演会等の開催、区民祭においての税の広報活動、「絵は

がきコンクール」及び「租税教室」の租税教育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大きく貢献していただいており、厚く御礼申し上げます。

　特に、昨年10月から実施された消費税率の引き上げ及び軽減税率制度導入に際し、研修会の実施のご協力や積極的

な周知・広報、さらには、新型コロナウイルス感染症が拡大した際には、納税猶予制度の機動的な広報なども実施し

ていただき誠にありがとうございます。

　このほかにも、「企業見学」や「異業種交流会」の開催など、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、川崎西法人会の皆様方のご活躍は、税務行政の円滑な運営と地域社会の発展に欠かすことのできない

大きな役割を果たしておられ、わたくしも大変心強く思っております。

　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・広域化や経済社会活動の国際化・高度情報化が

急速に進展し、大きく変化しております。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「人と人と

の距離の確保」をはじめとした基本的な感染対策の継続など、「新しい生活様式」の定着が求められているところで

ございます。このような環境の中においても、新しい生活様式を踏まえて、わたくし共は、納税者の皆様が「より便利に、

よりスムーズに」申告・納税ができる環境を整備して、引き続き、適正・公平な課税と徴収を確保できるよう努めて

参ります。

　貴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、法人会自主点検チェックシートの普及

促進や 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き、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。それと共に、我々もこれまで貴会の皆様と培ってまいりました協調・信頼関係を維持発展させていき

たいと考えておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

　結びに当たりまして、公益社団法人 川崎西法人会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝並びに事業のご繁栄を

心から祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。

着任のご挨拶

川崎西税務署長　木立　直文
きだち　　　  なおぶみ

川崎西税務署　定期人事異動報告
　令和２年 7月10日付で税務署の定期人事異動が発令されました。法人会の皆様に関係する職員の異動状況を
お知らせいたします。今後ともよろしくお願いいたします

新

氏　名 前任署等 氏　名 新任署等

旧

署　長

副署長

総務課長

木立　直文

きだち　なおぶみ

岡村　秀直

おかむら　ひでなお

関川　正浩

せきがわ　まさひろ

関川　正浩

せきがわ　まさひろ

石見太田署
（広島国税局管内・島根県）

署長

税務大学校（和光）
研究部理論研究　教授

留　　任

留　　任

勝然　義徳

かつしか  よしのり 東村山署　個人
特別国税調査官

小澤　優子

おざわ　ゆうこ 横浜中署
資産課　税第１部門
総括上席国税調査官 拝師　みどり

はいし　　みどり 新宿署　総務課
総務課長補佐

田島　光一

たじま　こういち

上村　智治

うえむら　ともはる 厚木署
法人課税　第１部門
統括国税調査官

杉浦　健

すぎうら　たけし 東京国税局　課税第一部
資料総括課　実務指導専門官

総務課長補佐

法人課税第 1部門

統括国税調査官

麹町署
法人課税　第 3部門
統括国税調査官

平塚署
法人課税　第５部門
統括国税調査官

巽　裕司

たつみ　ゆうじ

坂根　尚実

さかね　たかみ

大月署
法人課税　第１部門
総括上席国税調査官川高　幸大

かわだか　ゆきお

東京国税局
調査第一部

特別国税調査官　国税調査官
小暮　弘明

こぐれ　ひろあき

町田署
法人課税　第４部門
国税調査官

山本　晃二

やまもと　こうじ

東京国税局
課税第二部　資料調査第二課

国税実査官
足立　智紀

あだち　とものり

神田署　法人
審理専門官本田　知幸

ほんだ　ともゆき

巽　裕司

たつみ　ゆうじ法人課税第２部門

統括国税調査官

法人課税第３部門

統括国税調査官

法人課税第１部門

総括上席国税調査官

法人課税第１部門

上席国税調査官



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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神奈川県からのお知らせ 県　税 川崎市からのお知らせ 市　税

（2020.8.1）
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川崎西法人会　特別企画オンラインセミナー

年末調整説明セミナー

2020年11月5日（木）

年末調整は社員の所得税の総精算となる毎年必須の業務です。このセミナーでは年
末調整の基本や改正点などを学び、自力で年末調整業務をできるようにいたします。
効率的な事前準備から源泉徴収票の作成まで、初心者も年末調整経験者も知ってお
きたい知識が満載です。年末調整に必要なポイントを実際の用紙を用いて説明致し
ます。

＜講師プロフィール＞
明治大学短期大学法律科卒業。スポーツ誌編集者を経
て税理士となり、2006年東京都墨田区にて独立開業後、
2012 年 4 月に出身地の神奈川県伊勢原市に事務所を
移転。中小企業の税務顧問の他、節税・経営・相続対
策についての書籍執筆・セミナーなどを行っている。

16:00～ 17:30

2020年の改正点はここ！

～労務ご担当の皆様は是非ご参加ください～

お申込み締切り :10月29日（木）
ご希望の方は下記申込サイトより
お申込みください。
https://rod-m.com/
1105/6015.html

小野税務会計事務所 所長 税理士
小野　恵 氏講 師

スマートフォンやタブレットでの
ご参加も可能です。

お問い合わせは　川崎西法人会事務局　info@kawasakinishihojinkai.or.jp　TEL：044-980-4131

〇押さえておきたい年末調整の
　基礎知識

〇年末調整の対象となる人、
　ならない人
派遣社員やアルバイトは？
非居住者、副業をしている人は　など

先着
50名無料

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

川崎西法人会活動報告

公益社団法人

川崎西法人会

初！Web会議システムを使って「第2回理事会」を開催！

いつでも場所を
選ばずに開催
できるので
便利だよ！

理事会　令和2年7月29日 青年部会　令和2年8月3日 広報委員会　令和2年9月1日

理事会としては初めての試みでしたが、税務署幹部もご参加いただき特に大きなトラブルもなく無事に議案審議を終え
ることができました。また、青年部会においてはすでにWeb会議が定着しており、今年度3回目の開催。本誌の制作を
担当している広報委員会も、同じく3回目の開催となりました。
参加された皆様にはご協力をいただき、ありがとうございました。
現在は様々なWeb会議システムが用意されており、パソコンだけではなく、タブレットやスマートフォンからでも参加
可能です。多人数による対面での会合が難しい状況の中、今後もWeb会議を開催していきます。皆様もぜひ活用して
みてはいかがでしょうか。

おもな機能のご紹介

おもなWeb会議システムのご紹介

ミーティング
参加者の顔を並べて音声と映像で会議を
行うことができます

チャット
音声を発することができない環境の場合、
チャット機能をつかってテキストで会話
をすることができます

録音・録画
開催中の会議を録音・録画し、参加できな
かった方へ後から共有したり、保管するこ
とができます

（ズーム） Skype（スカイプ）

ホワイトボード
画面上に参加者同士で同時に文字などを書
き込むことができます

バーチャル背景
任意の画像を自分の背景に設定することが
できます。自宅の様子などを見せたくない
時に便利です

※理事会、青年部会、広報委員会はZoomを使用して開催しました

提供元：
Zoom Video Communications, Inc.
https://zoom.us/jp-jp/meetings

提供元：
Microsoft Corporation
https://www.skype.com/ja/

提供元：
Google LLC
https://apps.google.com/meet/

（グーグル ミート）

＊ランチタイム
＊ティータイム
＊会席プレート
定休日　毎週月曜日
川崎市多摩区登戸3506 RIVERSIDE POINT 2 階
TEL044-911-3191㈹

11：30～13：30
13：30～14：30
17：00～19：30（要予約）
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法人会会員
地域の元気な

企業
紹介 麻生区

株式会社ハイパーフィットネス

En
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 in
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n

＜業務内容＞フィットネスクラブの管理・運営
〒215-0004　川崎市麻生区万福寺 1-15-15
TEL：044-966-8811
http://www.hyper-fitness.com/shinyuri/ 
 

ハイパーフィットネスクラブ新百合ヶ丘 支配人 大塚千陽さん

小田急線の線路側から見た外観 ボディメイクスペース パノラマラウンジ 24時間会員専用の出入口は顔認証でチェックイン

トレーニングジムのランニングマシン 広々としたスタジオ

ゴルフレンジ

スイミングプール

「24時間ジム」で、皆様の健康で豊かな人生の実現に貢献します
　新百合ヶ丘駅から徒歩 3 分に位置し、
フィットネスを通じて長年新百合ヶ丘
周辺住民の健康を支えてきた「ハイパー
フィットネスクラブ新百合ヶ丘」。
この 8月から、新百合ヶ丘では初となる
24 時間ジムをスタートし、さらに利便
性が向上。早朝から深夜まで、地域最
大級のジムが自由に利用できる様に
なった。支配人の大塚さんは、2014年の
8月に赴任し、今年で 7年目。「新百合ヶ
丘は都心部や空港などへのアクセスが
便利で、公共施設や商業施設も揃って
いるのでとても住みやすく、社交的で
気さくな方が多い」と語る大塚さん。
この度新たに生まれ変わった同施設の
魅力を案内して頂いた。
　津久井道沿いに位置する同施設は、
地上5 階建て。小田急線から外観を見る
ことができるので、見覚えがある人も
多いのではないだろうか。まず1 階には

フロントとラウンジが広がる。ラウン
ジには食べ物の持ち込みができるので、
トレーニングの前後でくつろぎの場と
して利用が可能。さらにその奥には、
ランニングマシン・サイクルバイク・
サスペンショントレーニング・ダンベ
ルなどが使える「ボディメイクスペース」
が広がる。こちらはストレッチなどで
も自由に使えるフリースペースで、同
施設の大きな魅力の一つとなっている。
　2 階には年代を問わず使いやすい世界
トップブランドのランニングマシン・
エアロバイク・ウエイトマシンなど様々
な種類のマシンが揃う「トレーニング
ジム」を完備。ランニングマシンとエ
アロバイクにはテレビが付いているの
で、楽しみながらトレーニングするこ
とができる。本格的な筋力トレーニン
グがしたい方向けの「フリーウエイト
エリア」はパワーラック・スミスマシン・

ケーブルなどの筋力トレーニングマシ
ンが豊富に揃い、自由に使えるダンベ
ルも多数。３月のリニューアルで新た
にスペースが広がり、より使いやすく
なった。トレーニングジムの奥には、
小田急線の線路を見渡すことができ、
解放感抜群のスタジオが広がる。ヨガ・
ピラティス・エアロビクス・太極拳・
骨盤体操など、幅広く楽しめるレッス
ンが多数用意されており、すべて無料
で受け放題が魅力だ。
　3階は、快適な水中歩行が可能な水中
歩行専用「ウォーキングプール」と、「ジャ
グジープール」のエリア。ウォーキン
グプールは、「効果的にマイペースで水
中エクササイズができる」と大好評だ
そうだ。また同フロアには、浴室と岩
盤浴を完備。いずれも無料で利用でき、
岩盤浴は天然石による赤外線とマイナ
スイオンで、美肌・デトックス・アンチ

エイジング効果が実感できる。浴室に
はドライサウナを併設。トレーニング
で汗を流したあとは、お風呂でゆっく
りとリラックスしたい。
　4階はフロアのすべてが「スイミング
プール」となっている。コースは広々 6
コース。こちらも小田急線の線路を見
下ろす開放的な空間が広がる。水泳初
心者でも基礎から教えてもらえる「ス
イミング」や、軽快な音楽に合わせてプー
ルの中で有酸素運動を行う「アクアビ
クス」など各種プログラムが用意され
ており、「始めたころは気後れしてレッ
スンには参加していなかったが、マイ
ペースでできるレッスンがあるので安
心」と好評を得ている。
　最上階となる 5階は、無料のマッサー
ジチェアが10台並ぶ「パノラマラウンジ」
と、ゆったり広い打席が 9打席並ぶ「ゴ
ルフレンジ」が。パノラマラウンジは
津久井道を見下ろし、百合ヶ丘駅方面
を 180 度見渡すことができ眺望抜群。ゴ
ルフレンジは冷暖房完備で、一年中快
適に練習することができる。レンタル
クラブもあるので、突然クラブを振り
たくなったときでも楽しむことできる。
　今回新たにスタートした 2 4 時間ジ
ム。24 時間会員には専用の出入口があ

り、顔認証を経て早朝・深夜でも自由
に出入りができるのが特徴。また、専
用のロッカーとシャワールームが用意
され、出勤やお出かけの前後でも気軽
に利用することができ利用者の利便性
が大幅に向上した。9 月からはバーチャ
ル（映像）レッスンが導入され、ジム
だけでなく、スタジオのレッスンを早
朝や深夜でも受けられる様になった。
　「運動が苦手な方でも、必要に駆られ
てフィットネスクラブに来られる方も
いらっしゃいます。そういった方々に、
様々なアイテムの中で楽しく続けられ
るものがみつかったと言われた時には
とてもやりがいと喜びを感じます。地
域の皆様により気軽にフィットネスを
お楽しみいただけるようになっている
ので、フィットネスクラブがはじめて
の方も安心してご利用ください」と話
す大塚さん。館内の見学は予約などが
必要なく、いつでも自由にできるので、
気になる方はぜひ一度見学してみては。
パノラマラウンジで景色を眺めている
ときは、少し遠くに旅行に来た様な、
ちょっとした非日常的な感覚を味わう
ことができた。周辺住民の健康で豊か
な人生の実現に向け、今後も期待して
いきたい。

営業時間

平日　10:00 ～ 23:00（セルフ時間 23:00 ～ 10:00）

土曜　10:00 ～ 22:00（セルフ時間 22:00 ～ 10:00）

日曜　10:00 ～ 20:00（セルフ時間 20:00 ～ 22:00）

祝日　10:00 ～ 20:00（セルフ時間 20:00 ～ 10:00）

休館日：月曜日、年末年始
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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！

☆新設法人説明会

☆決算法人説明会

☆年末調整オンラインセミナー

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　E-mail：info@kawasakinishihojinkai.or.jp

※「☆」の付いている事業は一般の方も歓迎します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を見合わせる可能性がございます。

新百合トウェンティワンホール
地下2階第1会議室

14:00 ～16:002年12月1日（火）

14:00 ～16:00

16:00 ～17:30

2年12月2日（水）

2年11月5日（木）

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電話・URL業　種

稲 田 第 一

生 　 　 田

麻 　 　 生

麻 　 　 生

徳野　吉輝 菓子製造業 川崎市多摩区登戸1891-5-101

川崎市麻生区万福寺 1-1-1
新百合ヶ丘シティビルディング6階

株式会社アンフィニユ

アイシングクッキーと糖質オフのパンやケーキを販売しています。

地域共存、社会福祉との連携を根幹にお仕事させていただいております。終活、供養、葬儀の専門会社です。

麻生区にて40年以上続く税理士事務所です。

初回相談無料、在籍弁護士6名、女性弁護士対応可能です。

片桐　真樹 葬祭業 川崎市多摩区東生田1-12-1
ダイアパレス向ヶ丘遊園108

株式会社貴方の側で
（ファミリーメモリアル登戸の杜）

税理士法人いさやま会計 諫山　英一 044-953-2386税理士

044-543-8061
https://川崎市の葬儀.net

044-299-6801

伊藤　諭 弁護士業 川崎市麻生区万福寺1-12-7
山田ビル2階

弁護士法人
Ａｓｋ新百合ヶ丘オフィス

044-322-9861
https://www.s-dori-law.com/

行事予定 令和2年10月～令和3年2月

新入会員紹介 令和2年６月～８月

KAWANISHI NEWS

公益社団法人

川崎西法人会

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

E-mail  info@kawasakinishihojinkai.or.jpTEL.044-980-4131

事務局改装工事実施報告
　当川崎西法人会事務局は、西日が強く、日中は室内でも
30度近くまで気温が上昇することから去る8月11日（火）・
12日（水）に窓ガラス全面にフィルムを貼る遮熱対策を
施しました。
　今年は思いのほか気温が高いことから効果的な工事に
なりました。

日本を代表する「古民家の野外博物館」。主に江戸時代の民家を中心に移築展示しており、その建物
すべてが国・県・市の文化財に指定されています。

川崎市多摩区枡形7-1-1  小田急線「向ヶ丘遊園駅」南口から徒歩約13分  駐車場、駐輪場有　TEL.044-922-2181  https://www.nihonminkaen.jp/

今号で表紙に登場した川崎市立日本民家園のご紹介です。

開園時間

●3月～10月
　9:30～17:00（入園は16:30まで）
●11月～2月
　9:30～16:30（入園は16:00まで）

休 園 日

月曜日（祝日の場合は開園）
祝日の翌日
（土日・祝日の場合は開園）
年末年始
臨時休園あり

入 園 料

一般： 500円  中学生以下： 無料
高校・大学生： 300円
※学生証の提示が必要

65歳以上： 300円
（川崎市在住の65歳以上、福寿手帳をお持ちの方：無料 )
※生年月日、住まいの分かるもの
（免許証、保険証、福寿手帳シルバーパス等）の提示が必要

1.  相 談 日 　毎月第4水曜日
2.  開催時間　 14:00～17:00
3.  場　　所　  川崎市商工会議所 多摩支所　多摩区登戸2102-1（第2井上ビル2階）
　  　　　　　  川崎市商工会議所 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2年の相談日】　■10月28日（水）  ■12月23日（水）（両日とも場所は麻生支所）
　　　　　　　　　  ■11月25日（水）（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

無
料
融
資
相
談

法 律

1.  相 談 日 　随時（事前予約制）
2.  開催時間    9:00～17:00
3.  場　　所　  川崎市商工会議所 多摩支所　多摩区登戸2102-1（第2井上ビル2階）
　  　　　　　  川崎市商工会議所 麻生支所　麻生区万福寺1-12-7（山田ビル3階）
4.  相 談 員 　川崎市商工会議所 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。
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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8F）
TEL 045-471-7541

　新型コロナウイルスの終息のめどが立たない中でのかわにし108号の編集は、リモートでの編集となり、慣れない中での
作業となりました。すべてリモートではすまないので、多摩区役所の大きな部屋の会議室を借りて、コロナ対策をしつつ
完成しました。
　コロナ禍の中で、会社を維持していくのも大変だと思いますが、何とか乗り越えていってほしいと願っています。

広報委員会　石橋　博

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


