
税と地元企業応援情報誌 2021  冬号

vol.かわにし

https://www.kawasakinishihojinkai.or.jp/

公益社団法人

川崎西法人会

109

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！
間違い探しの答えと、「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2021年1月25日（月）まで
にお送りください。右記二次元コードからもご応募いただけます。
〒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！

2021年3月
WEBサイト刷新計画進行中！
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常任理事　　碓　井　　美　枝　子
麻生区下麻生３-１０-１２
tel 044-988-8370有限会社麻生自動車

自動車販売

地元で創業41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。

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　　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。

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。

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

予期出来ない自然災害ウイルス発生に対抗できる強固な経営体制作りを支援する
経営コンサルタントです。

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
多摩区宿河原4-25-36 大成M1F
tel 044-328-5314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、高齢者の医療と介護環境を
支援し活力ある長寿社会実現のサポートをしています。

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。

新年あけましておめでとうございます。
2021年　川崎西法人会

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　　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。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。www.e-f-planning.com

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 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。

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♪ www.ady-katahira.com

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

情報安全確保支援士（019301）

「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

常任理事　　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。

監事　　松　本　　浩　司
多摩区登戸3513-2
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。

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。

本年もよろしくお願いいたします。

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。

相談役　　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。

監事　　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　　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　　山　田　　浩　治　郎
多摩区長沢１－３４－７
tel 044-977-5583有限会社ビロング

リフォーム業

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。

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、下小田中２ -５ -８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

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　　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

損害保険

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　　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　　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

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！ www.cansoft.co.jp

理事　　青　木　　　弘
麻生区高石４-１７-１-２０３
tel 044-299-7676東相産業株式会社

印刷業

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32年目の今年も業務に取り組みます。

祝

理事 　新　田　　渉　世
多摩区登戸 2929
tel 044-932-4639川崎新田ボクシングジム

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。

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。
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新年を迎えて

新年のごあいさつ
き　だ　ち な　お　ぶ　み

川 崎 西 税 務 署 長　木 立  直 文

 

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

　新年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1月に日本国内で初めて新型コロナウイルス感染者が確認され、2月には乗客の感染が
確認されたクルーズ船が横浜港に入港し、そこから急激に新型コロナウイルスの感染が拡大し、
それを契機にサッカーJリーグやプロ野球、ラグビートップリーグなど様々なイベントの延期や
中止が発表され、東京オリンピック・パラリンピック2020は一年の延期を余儀なくされました。
　川崎西法人会においても4月の緊急事態宣言をきっかけに会員の皆様と対面で交流する機会が
大きく減り、様々な事業の開催を見合わせなければならない一年となりました。まさにコロナで
始まりコロナで終わった一年と言えましょう。

　私ども法人会は、「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」として企業の発展を支援し、地域の発展や国と社会の繁栄
に貢献する経営者の団体です。税知識の普及や納税意識の高揚、税制改正に関する提言活動をはじめ、租税教育活動や地域へ
の社会貢献活動を中心とした事業を展開しています。さらに、異業種交流による情報交換を図りながら会員相互の親睦・交流
事業を実施しています。
　本年は「丑年」であることから、牛歩ではあってもしっかりと地に足をつけて進みながらさらに魅力的な法人会にしていき
たいと考えております。会員の皆様におかれましては、今後とも法人会活動に対しまして何卒ご理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症拡大の長期化が見込まれる中、新しい生活様式を受け入れながらも会員の皆様方のますますの
ご健勝と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。
　令和３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「税に関する絵はがきコンクール」等の租税教育活動、「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。

　特に今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により貴会におかれましても一部行事等を中止せざるを得ない
こともございましたが、Web会議を利用するなど、基本的な感染対策である「新しい生活様式」に迅速に対応され、多くの
事業を実施されました。
　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。
　さて、まもなく令和２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。確定申告を行う方には、これまでも
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やスマートフォン等によるe-Tax（電子申告）の利用をお勧めしており
ましたが、令和３年１月からは、マイナポータルと連携した控除証明書等の自動入力が可能になるなど、さらに使いやすくな
っております。
　「新しい生活様式」の継続が求められているところ、国税庁ホームページ等をその一環として従業員の皆様方にも御案内い
ただき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、困難を乗り越え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。

受彰者の皆さん

東京国税局長
表彰受彰者

鈴木 憲治
会　長

有限会社柿生恒産

勝田 正純
常任理事  総務委員長
ＭＴＫ株式会社

税務署長
表彰受彰者

  

青木 弘
理事  広報副委員長
東相産業株式会社

税務署長感謝状受彰者

  

寺尾 巧
麻生ブロック  副支部長
株式会社一本松工業

  

石井 春樹
稲田第二ブロック・青年部会幹事

株式会社ヨシキ

  

古澤 利夫
常任理事 麻生ブロック長
株式会社三矢研究所

神奈川県知事納税功労表彰

  

相馬 茉左子
理事  女性部会副部会長
株式会社アクタス

神奈川県高津県税事務所長表彰

  
 

【令和３年度税制改正への法人会の提言】

 
 

〇コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、
　　　　　　　　中小企業に実効性ある支援と税制措置を！

■令和３年度税制改正スローガン

〇厳しい財政状況を踏まえ、コロナ収束後には
　　　　　　　　　　　　　　　　本格的な税財政改革を！

おめでとうございます　 令和2年度納税表彰

法人会は、「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ことから、毎年税制改正
に関し、政府・政党・関係省庁等に対して建設的な意見を提言しその実現を訴えて
おります。
本年度は９月２４日に開催された全法連理事会において決議された「令和３年度税
制改正に関する提言」を地元選出の国会議員に対し提言活動を実施する運びとなり
ました。
本会では臨時国会召集前の１０月２１日に永田町議員会館を訪れ、衆議院神奈川第
９区選出の笠浩史議員と衆議院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。

11月11日に国税局関係の受彰者が川崎西税務署において木立直文
署長より表彰状を授与されましたが、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため全体での表彰式は中止となりました。
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
た方々です。当法人会からは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！
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川崎西税務署からのお知らせ 国　税

 

 

法法人人のの県県民民税税・・事事業業税税のの超超過過課課税税をを実実施施ささせせてていいたただだききまますす  
 

本県では、生活環境や都市基盤の整備といった特別な財政需要に対応するため、法人の県民税・事業

税の超過課税を実施してきました。 

これまでスピーディーに対応してきた「災害に強い県土づくり」及び「幹線道路の整備」は、今後も

推進していかなければなりません。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた県内経済の回

復を目指すために「経済対策」も強力に推し進める必要があります。 

そこで、このたび県民生活や企業活動に直結する喫緊の行政課題である「災害に強い県土づくりの推

進」や「県内経済の持続的な発展に向けた幹線道路の整備」に加え、新たに「新型コロナウイルス感染

症拡大の影響に係る経済対策の推進」を活用目的として、引き続き超過課税を実施させていただきます。 

● 法人の県民税・事業税の超過課税の概要 

１ 適用期間 

令和２年11月１日から令和７年10月31日までの間に終了する事業年度分について適用（５年間 ） 

２ 税 率（変更なし） 

県税ホームページ「県税便利帳」をご参照ください。 

３ 中小法人に対する不均一課税（変更なし） 

次の基準に該当する場合は、超過課税の対象となりません。 

法人県民税（法人税割）：資本金の額又は出資金の額が２億円以下で、かつ、法人税額が年4,000万

円以下の法人 

法人事業税：資本金の額又は出資金の額が２億円以下で、かつ、所得金額が年１億5,000万円（収入

金額を課税標準とする法人にあっては、収入金額が年12億円）以下の法人 

● 超過課税を活用して推進する事業 

１ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響に係る経済対策の推進 
(1) 地域経済の活性化 

・ 中小企業経営基盤の強化・安定化や観光産業の振興 

(2) 柔軟な経済構造の構築 

・ 製造ライン変更やデリバリー販売への転向といったビジネスモデル転換への支援 
 

２ 災害に強い県土づくりの推進 

(1) 台風・豪雨・火山などの自然災害対策 

・ 「水防災戦略」に基づく河川の整備や市町村が行う避難所の環境整備への支援などの大規模水

害対策 

・ 治山・法面や林道の整備 

(2) 地震・津波対策の一層の強化 

・ 「地震防災戦略」に基づく市町村が行う地震防災対策への支援や市街地の整備などの減災対策 

・ 電線の地中化や防災行政通信網の再整備 

(3) 災害に備えた社会基盤施設の整備 

・ トンネル、橋などの安全性向上 

(4) 災害時に重要な役割を果たす県有施設等の耐震改修 

・ 災害時の避難所や帰宅困難者の一時滞在施設に指定している県有施設等 
 

３ 県内経済の持続的な発展に向けた幹線道路の整備 

・ 自動車専用道路やインターチェンジ接続道路、地域の交流と連携を支える幹線道路の整備 
 

お問合せ先は、 
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通１ 神奈川県庁 電話(045)210-1111（代表） 
 
■超過課税の仕組みに関することについては 

 総務局財政部税制企画課（内線 2306）又は高津県税事務所（電話(044)833-1231） 

■超過課税の活用に関することについては 

 総務局財政部財政課（内線 2266）  

県税ホームページ 

県税便利帳 検索 
 

 

 

 

 

 

（注）ただし、２月 21日及び２月 28日の日曜日は開場します。 

 

〇 令和２年分の申告書作成会場では、混雑回避のため
に「入場整理券」を配付します。 

〇 入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願い
することもあります。 

〇 確定申告期間中は当署の駐車場は混雑が予想されま
すので、お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。 

〇 上記開設期間の前でも相談を受け付けております。 
 

 
  

 

 
〇 相談の従事者においては、日頃から手洗い・うがいの徹底や体調がすぐれない場合には相談に従事しないと
いった対応をしているほか、相談の際はマスクやフェイスシールドを着用し、会場をこまめに換気するなどの
対策を徹底しています。 
〇 ご来場の際は、できる限り少人数でお越しください。 
〇 ご来場の際は、マスクを着用の上、入口等でアルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただくようお願
いします。 
〇 入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきま
す。なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えていただくようお願いし
ます。 

 
 
 
 
 

開 設 期 間 会 場 所 在 地 時 間 

２月 16日（火） 

～ ３月 15日（月） 

※ 土、日及び祝日を除きます。（注）  

川崎西税務署 

川崎市麻生区 

上麻生１－３－14 

川崎西合同庁舎 

【受付】 
午前８時 30分から午後４時まで 
※会場の混雑回避のために、受付を 

早めに締め切る場合があります。 

【相談】 
午前９時 15分から午後５時まで 
 

【問合せ先】 川崎西税務署 
 〒 215-8585 麻生区上麻生 1-3-14 ℡ 044（965）4911（代表） 
※ お電話は、自動音声に従ってご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。 

会場内での感染防止策と来場される方へのお願い 
～ 申 告 書 作 成 会 場 は 感 染 防 止 策 を 講 じ た 上 で 開 設 し ま す～  

【案内図】 

 申告書作成会場の開設について 

 
 
～混雑 (３密 )回避のため入場整理券を配付します～ 
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お店の前には全面に広がる遊び場が
　横浜上麻生線（麻生通り）を麻生総合病院付近から横浜方面
に向かい、麻生台団地入口の信号を過ぎると左手に見えてくる
黒い建物。お店の前には全面に人工芝が敷き詰められた遊び場
が広がり、ひときわ開放的な空間が広がっている。太陽と麦わ
ら帽子のかわいらしいイラストと、店名が描かれたスロープか
ら店内へと進む。
 　
地場産の採れたて西洋野菜が並ぶ
　店内に入りまず目に飛び込んできたのは、彩り鮮やかな野菜
達。これらは全て、付近にある柿の実幼稚園の菜園で栽培され
た地場産の西洋野菜で、スタッフが毎朝その日に必要な分だけ
を摘み取り、店内メニューの食材としての使用はもちろん、販
売も行っている。野菜の購入を目当てに来店する客も多いとの
事で、目玉のひとつになっているそうだ。さらにその隣にある
手洗い場に特徴が。大人が使おうとすると、だいぶ前屈みにな
らないと蛇口に手が届かないほど、低い作りになっている。こ

れはママ達のアイデアから設置
された子ども向けの作りで、小
さな子どもでも使いやすいこと
に重点を置いたお店作りの一
環。こういった気遣いが、利用
するママ達の心をくすぐる。

スタッフの8割が幼稚園のママ
　前述の手洗い場でも触れた通
り、同店は子ども連れでの来店
時にとてもうれしい要素がたく
さん詰まっている。それもその
筈、このお店作りの発端が「マ

マ達が安心してゆっくりできる場所が無い。自分達が欲しいと
思う場所を作ろう」という思いからだったという事。ママ達自
らの思いが結集して作られているのだ。スタッフのうち、8 割
は柿の実幼稚園の保護者で構成され、メニュー考案の際も同園
の800人以上の保護者にアンケートを実施。人気のメニューが

集められたという。さらに、
使われている野菜は同園の
菜園で作られたもの。安心、
安全、そして新鮮という
3拍子が揃っている。

ランチの一番人気は「野
菜たっぷりガパオ」
　ランチメニューは 3 種類
で、一番人気は「高野豆腐

と野菜たっぷりガパオ」。もちろん野菜は自家菜園のものばかりで、
この日はビーツ・スイスチャード・からし菜・レンコンなどがふ
んだんに使われ、見ているだけでもうれしくなる一品。その他に
「キーマカレー」、「野菜と鶏肉の黒酢あえ丼」が揃う。カフェタイ
ムはスコーンとブラン・マンジェ、ディナータイムにはサラダや
ピザ、パスタ、肉料理などが揃い、テイクアウトも実施中（各種
メニューは季節により変更あり）。

子どもを自由に遊ばせられる環境
　お店の目の前には、全面人工芝が敷き詰められた遊具もある遊
び場が広がる。周囲はフェンスで囲まれ、店内を抜けなければ外
には出られない様に作られているため、安心して子どもを遊ばせ
ることができる。万一入口から外に出てし
まっても、門扉には鍵がかけられており、
大人がいなければ外には出られない仕組み
だ。さらに Wi-Fi 完備、座敷には絵本がた
くさん用意されているので、外遊びに飽き
てしまった子どもでも安心。随所にママ達
のアイデアが詰まった、ママ達のためのカ
フェ。子ども連れの方はぜひ一度訪問して
みて欲しいお店です。

SUN FARMERS CAFE（サンファーマーズカフェ） 　
川崎市麻生区上麻生 7-23-15　TEL ：044-328-9990
モーニングタイム（月曜～金曜）10:00 ～ 11:00
ランチタイム （月曜～日曜）11:00 ～ 14:00
カフェタイム （水曜～日曜）14:00 ～ 17:00
ディナータイム （水曜～日曜） 17:00 時～ 22:00
https://sun-farmers-cafe.jimdosite.com

全面に人工芝が敷き詰められた遊び場と、開放的なウッドデッキ

オシャレな雰囲気で
居心地の良い店内

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！

vol.7

柿の実幼稚園の菜園で栽培された
野菜

高野豆腐と野菜たっぷりガパオ

SUN FARMERS CAFE（サンファーマーズカフェ）
ママ達の手で作られた、ママ達のためのコミュニティカフェ

柿生駅

麻生総合病院至 鶴川

小田急
小田原

線

島忠ホームズ

上麻生

麻生台団地入口SUN FARMERS
CAFE

一般社団法人
多摩区ソーシャルデザインセンター
川崎市多摩区登戸 1775-1
多摩区総合庁舎１階
TEL:080-6573-0043（平日10:00～16:00）
toiawase@tama-sdc.com

まちにちょっと新しい「何か」を生み出し、
社会基盤の変革を促す集団として、オープン初年度から
積極的に活動中。
今回その活動の内容を、事務局長の俵隆典さんに伺った。

地域を使わせて頂いて、学生たちの役割を作る、コーディネートする

　川崎市が発表した「これからのコミュニ
ティ施策の基本的考え方」に基づき、多様
な主体の連携により、市民創発によって課
題を解決する新たなしくみとして今後の活
動が期待される「ソーシャルデザインセン
ター」。多摩区では、各区に先行して昨年
の 3月にプレオープン、9月に法人認定を
受け本格スタートした。現在、区内在住も
しくは多摩区に関連のある市民を中心に約
20名がスタッフとして在籍し、学生ボラ
ンティアも多数活動中。大きく掲げる目的
として、①まちのひろば（気軽に集える地
域の居場所作り）、②中間支援（法人や市民
活動団体と地元住民を結ぶ）、③創発の場作
り（コミュニティで生まれる画期的なアイ
ディア）の３つがあり、その内容に関連し
た各種活動が活発に行われている。

　これらの活動のうち、代表的な一つと
してあげられるのが、上記「まちのひろば」
の一環として多摩区・麻生区の 7 か所で
毎月一度開催されている、地域の食卓「こ
ども食堂」だ。保育園や幼稚園に通ってい
る親子、一人暮らしの大学生、一人暮らし
のお年寄りなどさまざまな世代が利用し、
人気を博している。メニューはカレーライ
スとおやつで、料金は子ども100円、大人
250円。開催場所は今後随時増やしていく
予定だという。この他、学生によるまち興
し活動「学生カフェ」では、地域のイベン
トなどに積極的に参加。11月に向ヶ丘遊
園駅北口エリアを中心に行われた「登戸ま
ちなか遊縁地」、生田緑地で行われた「食
の祭典」には、延べ 200名以上の学生
ボランティアが参加。すべて学生たちが

主導となり、地域住民
と盛んな交流を行っ
た。また、「近所に住
むアーティストが地元
でアートを楽しむ場を
作る」という目的で開
始された「たまアート
縁日」は、誰でも楽し
めるアートイベントと
して、ランプ作りなど
の各種ワークショップ
やアートグッズの販売
が催され、大いに盛り
上がった。このほか、
音楽ライブ「たまミュージックビレッジ」、

学生による幼稚園児向けの英語教室、ア
ロマ講座、認知症サポーター講習、IT勉
強会、区内のベーカリーによるパンの出
張販売など、活動内容は多岐にわたる。
2 月に開催が予定されている、川崎西法
人会の主催コンサート「第 3 回クラシッ
クアンサンブルの夕べ」では、同センター
の合唱メンバーが出演予定。今から楽し
みにしたい。
　「コロナ禍のお陰で、皆が地域に目を向

けるきっかけになった。これまでは都内に
目を向けていた大学生などが、通学ができ
ない状況の中で地域に視線を落とし、さま
ざまな活動に参加する例が多く見られてい
る。地域を使わせて頂いて、学生たちの役
割を作る、コーディネートする、それが自
分の役割」と話す俵さん。とある学生は、
自分の参加をきっかけに、いとこや祖母ま
で一緒に活動に参加するまでに至ったそう
だ。まさに「まちのひろば」の成果と言え
るだろう。最終的には常時1,000名程度の
メンバーを集められる様にしたいという
俵さんたちの活動に、今後もぜひ注目し
続けたい。

センター内で実施した「子ども食堂」

生田緑地で開催された「食の祭典」に参加した際の様子。右下が俵さん

区内のベーカリー「トナカイ」による出張販売

学生たちとの懇親BBQ

たまミュージックビレッジ

2020年3月、多摩区役所内にオープンした

多摩区ソーシャル
デザインセンター
多摩区ソーシャル
デザインセンター
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第3回
地域団体による合唱と、若手音楽家達によるクラシックコンサートで優雅なひと時をお届けします地域団体による合唱と、若手音楽家達によるクラシックコンサートで優雅なひと時をお届けします

井出 司
（テノール）

中井 奈穂
（ソプラノ）

末武 稀更
（司会／ピアノ）

杉森 絵里
(ピアノ)

新井 昂
（チェロ）

関口 太偲
（ヴァイオリン）

内藤 香里
（エレクトーン）

定員
各340名程度

入場
無料

座席指定
（先着順）

事前
予約制

第二部（クラシックコンサート）

18:00開演（17:30開場）  20:00終演

井出司（テノール）、中井奈穂（ソプラノ）、
末武稀更（司会／ピアノ）、杉森絵里(ピアノ)、
新井昂（チェロ）、関口太偲（ヴァイオリン）、
内藤香里（エレクトーン）

第一部（合唱）

13:30開演（13:00開場）  15:00終演

第一部
出演団体

・県立多摩高校合唱部　・蕨合唱研究会
・ユーカリ・コアラ団
・合唱団カステラ（生田高校グリークラブOBOG有志）
・SUPER TAMA BROTHERS
（多摩高校合唱部OBOG有志）
・多摩SDChorus

第二部
出演者

こちらの二次元
　コードより

　お申し込み下さい
【お問合せ】　　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

後援：音楽のまち・かわさき推進協議会　　    NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり
協力：多摩区ソーシャルデザインセンター

公益社団法人川崎西法人会 稲田第一、稲田第二、生田ブロック主催川崎西法人会
青年部会講演会

川崎西法人会 青年部会講演会
2021年2月25日（木）

＜プロフィール＞
株式会社壱番屋（カレーハウス CoCo 壱番屋）の創業者で
元会長。現・特別顧問。NPO法人イエロー・エンジェル理事長。
宗次ホールオーナー。
テレビ出演：日経スペシャル カンブリア宮殿。
著書：「CoCo 壱番屋 答えはすべてお客様の声にあり」など
多数あり。

18:20開演 （17:50開場）

コロナ後の経営に役立つ
ココイチ経営の原点

申込受付開始
2021年1月5日（火）10:30より
（先着順・定員になり次第〆切）
下記二次元コード、電話、メール、
FAXにてお申し込み
ください。

カレーハウスCoCo壱番屋 創業者
宗次 德二 氏
講 演

お問い合わせは　川崎西法人会事務局
info@kawasakinishihojinkai.or.jp　

事前
予約制無料

公益社団法人

川崎西法人会

【会場】多摩市民館大ホール【入場料】無料（事前申込制）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、内容が一部変更または中止になるが場合あります。ご参加の皆様には、マスクの着用及び手指の消毒のご協力をお願いいたします。
　風邪の症状または37.5 度以上の熱がある方は参加をご遠慮いただきます。

お申し込みの際は下記情報を
ご記入ください

・参加者氏名
・住所（郵便番号含む）
・電話番号
・メールアドレス

TEL：044-980-4131
FAX ： 044-980-4646

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。

地下空間も観賞可能　川崎市岡本太郎美術館の「蘇る太陽の塔Ver.3」（多摩区）

川崎市岡本太郎美術館
川崎市多摩区枡形7-1-5 生田緑地内
TEL：044-900-9898
https://www.taromuseum.jp/

サプライズで点灯カウントダウン「kirara@アートしんゆり」（麻生区）

kirara@アートしんゆり2020
開催期間：2020年11月21日（土）～2021年2月14日（日）
点灯時間：17:00～ 24:00
開催場所：新百合ヶ丘駅南口周辺、新百合山手中央通り
主催：kirara@アートしんゆり実行委員会
共催：川崎市麻生区、新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム
https://inspire-hub-shinyuri.com/kirara

　新百合ヶ丘の冬の風物詩として定着しているイルミネーションイベント
「kirara@アートしんゆり」。14回目を迎えた同イベントは、例年盛大
な点灯式やクリスマスイベントを開催して盛り上がっているが、今年度は
新型コロナウイルスの影響を考慮し、イベントは中止に。
　しかし、折角の点灯開始を少しでも盛り上げたいとの思いから、実行委
員の発案により、11月21日の点灯開始日にサプライズで点灯カウントダ
ウンを実施。イオンスタイル新百合ヶ丘の壁面に、昭和音楽大学の学生に
よる映像作品、藤原歌劇団の団員が出演する新百合ヶ丘のヒストリームー
ビーなどが投影された後、カウントダウンが行われ、一斉にイルミネーシ
ョンが点灯された。今年のテーマは「感謝 KANSHA」。シンボルとなる
メインツリーは、医療従事者をはじめ、我々の生活を支えてくれているす
べての人への感謝のメッセージを表現している。点灯はバレンタインまで。

 川崎市生まれの芸術家・岡本太郎の美術作品及び資料を収蔵している川崎市
岡本太郎美術館が、コロナ禍でも自宅に居ながら美術館を楽しんで貰いたいと、
先月新たに、太陽の塔の内部や外観、当時の様子そのままの万博会場をバー
チャルで観賞できる「蘇る太陽の塔Ver.3」を公開。前バージョンよりもパワ
ーアップし、太陽の塔の地下空間を観賞することができるようになった。公開
は1月24日(日)まで。
　また、「つくろう！ミニチュア・坐ることを拒否する椅子」「TARO切り絵」
「おうちで美術館めぐり」など、大人や子どもでも気軽に楽しめるワークショ
ップやアイデアが10種類以上紹介されたコンテンツ「どこでもTAROアト
リエ」も公開中。完成した作品を、Facebookやtwitter、Instagramなどの
SNSで公開して楽しんでいる人も多いそうだ。ぜひ自宅で楽しんでみては。
※VR版はスマートフォンでの動画閲覧環境とVRゴーグルが必要

イオンスタイル新百合ヶ丘の壁面に投影されたムービー

蘇る太陽の塔 Ver.3

通称「青いトンネル」は幻想的で人気の撮影スポット

コロナ禍における

文化・芸術活動紹介 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文化・芸術活動をご紹介します

蘇る太陽の塔
 Ver.3

どこでもTARO
アトリエ

どこでもTAROアトリエ

岡本太郎美術館
WEBサイト



16 17

法人会会員
地域の元気な

企業
紹介 多摩区

一二三（ひふみ）

En
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rp
ri
se
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n

＜業務内容＞映像制作、WEB サイト制作・運営、
イベント企画・運営
〒214-0037　川崎市多摩区西生田 5-18-27
TEL：090-9135-0503
http://hifu-mi.com 

代表　末吉 理 さん

AirGreen の様子 焚火トーク撮影中の様子

大好きなものづくりで、地域に眠る魅力を輝かせたい
　生まれも育ちも川崎北部。幼少の頃
からこの地域を好奇心旺盛に動き回っ
ていた。ものづくりが好きだったこと
もあり、その気持ちを活かして働きた
いという気持ちから大学卒業後は都内
の地図制作会社に勤務していたという
末吉さん。その後、同じく都内の WEB
制作会社へ転職。変わらず精力的にも
のづくりに励んでいたが、24 時間稼働
し続ける WEB という特性上、業務が深
夜にまで及び、終電で帰宅することも
多く、都内と川崎の自宅を忙しく行き
来する日々が続いていた。そんな生活
の中で少しずつ、「もう少し地域に寄り
そった生活がしたい」との思いが芽生
え始める。「大好きなものづくりを、生
まれ故郷である地元川崎で形にしたい」。
子宝にも恵まれ、職住近接にも興味が
湧いてきたことから、最終的にその思
いが実りフリーランスとして起業を果
たす。現在は川崎を中心に映像制作、

WEB サイト制作、各種イベント企画運
営などで、幅広く活躍する日々を送っ
ている。
　末吉さんが立ち上げたイベントの一
つに、「AirGreen」がある。新百合ヶ丘
の昭和音楽大学前に広がる芝生の公園
「新ゆりアートパークス」を会場とし、
ワークショップをしたい人、楽器を演
奏したい人、はたまた昼寝をしたい人
など色々な思いをもった人たちが集ま
り、自由にゆったりとした時間を過ごす。
朝はヨガからはじまり、心身をリラッ
クスさせるための一日が繰り広げられ
る。現在は新型コロナウイルスの影響
で開催できない日々が続いているが、
ここから地域の人同士のコラボレー
ションの発信地となり、人気のイベン
トとなった。
　また現在は、麻生区の若手農家グルー
プ「畑から、台所へ。」とのコラボレーショ
ン企画、「焚き火トーク」など、さまざ

まな仕掛けを展開中。同グループが作
る野菜や卵などの産品は、新百合ヶ丘
周辺の飲食店などで幅広く活用されて
おり、コラボレーション商品を販売す
るパン販売店「nichinichi」の店長との
トークセッションなどをyoutubeで配信。
焚火を囲みながらさまざまなトークが
展開され、人となりも含めて魅力が
伝わってくる内容となった。これら
は末吉さんが中心となり、地域団体
「ロコっち新百合ヶ丘 by beaulily」と映
像を制作。まさに起業時の思いの通り、
地域の魅力を輝かせている。これからも、
末吉さんの手によってこの地域の輝き
が増していく事を期待したい。

「AirGreen」WEB サイト
http://www.airgreen.info

「焚火トーク」が視聴できる
「畑から、台所へ。」の youtube チャンネル

2021年1月20日（水）

【主な曲目】
●TAKiOのそーらん節（南中そーらん）
●こんぴらさん（香川県）

●津軽じょんから節（青森県）
●俵積み唄（青森県）　他

川崎西法人会 新春講演会

【会 場】新百合トウェンティワンホール 多目的ホール
【入場料】無料（事前申込制）

15:00開演（14:30開場）

お問い合わせは　川崎西法人会事務局
info@kawasakinishihojinkai.or.jp　

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、内容が一部変更または中止になるが場合あります。ご参加の皆様には、マスクの着用及び手指の
　消毒のご協力をお願いいたします。風邪の症状または37.5 度以上の熱がある方は参加をご遠慮いただきます。

TEL：044-980-4131
FAX ： 044-980-4646

※曲目は変更することがあります

伊藤多喜雄（ITO TAKiO）プロフィール
「民謡」の復活に向け様々なミュージシャン
とも共演しNHK紅白歌合戦2回出場。
世界中に広がる「TAKiOのソーラン節」
の生みの親。

申込受付中（先着順・定員になり次第〆切）
右記二次元コード、電話、メール、FAXにてお申し込みください。

お申し込みの際は右記
情報をご記入ください

・参加者氏名　・住所（郵便番号含む）
・電話番号　　・メールアドレス

「TAKiO SOHRAN」　
 TAKiO BAND

【出演者】
 Vol    　伊藤　多喜雄　　津軽三味線　山中　裕史　　尺八　小濱　明人
 ピアノ　久保田　桃　　　ドラム　堀越　彰

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

イオンスタイル



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
多摩区宿河原4-25-36 大成M1F
www.nikkenmailbin.co.jp TEL.044-328-5314

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！

生活習慣病検診

新春講演会☆

新設法人説明会☆

決算法人説明会☆

クラシックアンサンブルの夕べ☆

青年部会 講演会☆

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。

麻生市民館

新百合21ホール

新百合21ホール

多摩市民館

多摩市民館

新百合21ホール 多目的ホール

9:30 ～11:00

14:00 ～16:50

14:00 ～16:50

13:30 ～ 20:00

18:20 ～ 20:00

3年2月5日（金）

15:00 ～17:00

3年2月8日（月）

3年2月9日（火）

3年2月4日（木）

3年2月5日（金）

3年2月11日（木）

3年2月25日（木）

3年1月20日（水）

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電話・URL業　種

麻 　 　 生

麻 　 　 生

佐々木　智美 リフォーム業 川崎市麻生区万福寺
５-２０-２２-１０１株式会社バスリメイク

浴室内をお部屋のリフォームの様にイメージアップいたします。

一般車からロードバイクまで幅広く取り扱う自転車修理専門店です。

塚田　博志 自転車修理 川崎市麻生区高石
３-３２-１９

ｏｖｅｒｗｈｅｅｌ
（オーバーホイール）

044-322-8844
https://bathremake.net/

044-969-7113
https://www.overwheel.net/

行事予定 令和3年1月～3月

新入会員紹介 令和2年9月～11 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

川崎新田ボクシングジム・三好喜美佳選手
2度目の防衛戦は、激闘の末敗れる
　川崎西税務署の広報大使・新田渉世会長率いる川崎新田ジム所属の三好喜美佳選手。
11月13日に行われた日本女子フェザー級タイトルマッチで2度目の防衛戦に臨みました
が、激闘の末、惜しくも判定で若狭与志枝選手（花形ボクシングジム所属）に軍配が
上がりました。また、同ジム所属の白崎隼樹選手は、スーパーライト級 6 回戦を戦い判
定で勝利。プロ転向初戦を白星で飾りました。
　試合開催当日、麻生区内のカフェ「SUN FARMERS CAFE」では試合のパブリック
ビューイングが行われ、当会会員も応援に駆け付けました。

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３年の相談日】　■1月27日（水）  ■3月24日（水）（両日とも場所は麻生支所）
　　　　　　　　　  ■2月24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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＊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）



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

　明けましておめでとうございます。令和3年、2021年は、経験のない年初を迎えました。皆様のこの一年、さらに、その
先もより良い年となりますよう、共に新しい時代を拓き築いてまいりましょう。
　かわにしを手にしていただき、ありがとうございます。表紙に定着した「けんたくん★５つの間違いを探せ！」にご参加
いただいた方は、2 年間で100名を超えます。多くの声をいただき、関係者の支えと励みとなっています。ほとんどの応募
がQRコード、ホームページ、メール経由です。皆様とのつながり方も、大きく変わりました。
　隠れた名店のコーナーは、ご声援も多く、人気コーナーとして定着した感があります。
　2年間で 200 回ほどと、更新を重ねるホームページは、この 3月にはスマホを重視した形に全面刷新します。
　かわにしは紙とネット両面を活用し、地域の皆様と共に、より身近で確かな情報の共有を目指します。引き続き、ご支援
いただきますよう、お願い申し上げます。

広報委員長兼 IT委員長　谷山 亮治 
公益社団法人川崎西法人会 広報委員会


