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左右の絵で違うところを5つ探してね！

INDEX

よみうりランド ジュエルミネーション® 「クロッシング・ダイヤモンド・パサージュ」

P.8
「味変」を楽しめるラーメン店
This is イクタヌードル 
P.9
川崎市×小田急電鉄株式会社
登戸・遊園 ミライノバ

PICK UP !

賀詞広告
新年のごあいさつ
令和3年度納税表彰
会員企業紹介
隠れた名店めぐりレポート
注目の活動紹介
川崎西法人会 活動報告
新春講演会、コンサート
川崎西税務署からのお知らせ
地方税のお知らせ
法人会からのお知らせ
行事予定、新入会員紹介
無料相談、KAWANISHI NEWS
多摩区・麻生区DATA、編集後記

…………………………………………2
………………………………4
……………………………5

……………………………………6
………………………8

…………………………………9
………………………………10

………………………11
…………………12

……………………………15
…………………………17
………………………18

……………19
……………20

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1月25日（火）までにお送り
ください。下記QRからもご応募いただけます。

info@kawasakinishihojinkai.or.jp

ハガキ
宛　先

FAX

E-mail

〒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

044-980-4646

け ん た く ん の ま ち がい さ が し

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！

応募して
図書カードを
GETしよう！

冬号



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
2022年　川崎西法人会

祝

会長　　鈴　木　　憲　治

「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。

有限会社柿生恒産
麻生区上麻生 6-27-20　TEL 044-988-1258

不動産貸付

副会長　　鈴　木　　秀　幸

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。

共成電気株式会社
多摩区登戸 471-1　TEL 044-935-0631

電気・通信工事

副会長　　古　澤　　利　夫

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。http://www.e-f-planning.com/

株式会社三矢研究所
麻生区上麻生 6-31-18　TEL 044-988-2088

電子機器

常任理事　　勝　田　　正　純

国際物流とファイナンスをメインとする経営コンサルタント会社です。あわせて企業
経営上の悩み問題解決の支援もいたしております。

ＭＴＫ株式会社
麻生区東百合丘 3-23-5　TEL 044-953-9351

経営コンサルタント業

常任理事　　石　井　　春　樹

登戸・向ヶ丘遊園にて土地建物管理サービスを行っております。地域の皆様にとって
よりよい住環境を目指しています。

株式会社ヨシキ
多摩区登戸 2737-1 3F　TEL 044-935-7469

不動産賃貸管理業

常任理事　　赤　本　　昌　応

各種新聞の販売、折り込みチラシの取次、ポスティング、印刷物の制作も承っており
ます。丁寧な対応を心掛けています。お気軽にご相談ください。

株式会社あかもと本舗
麻生区古沢 191　TEL 044-951-0843

新聞配達業

常任理事　　伊　東　　宏　之

ホームページ制作・運営サポートならお任せください！�各種補助金のコーディネート
も承っております。まずはお気軽にご相談ください。�https://www.web-logic.co.jp/

株式会社ウェブロジック
麻生区細山 4-2-6　TEL 050-5879-0256

WEB 制作

常任理事　　新　田　　渉　世

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。

有限会社ホープフル／川崎新田ボクシングジム
多摩区登戸 2929　TEL 044-932-4639

対個人サービス

常任理事　　谷　山　　亮　治

情報セキュリティの「やってるつもり」を「確かにやっている」に。「情報を守る匠」
が公的団体での実績に基づく適切な支援を行います。https://www.takumigiken.biz/

株式会社匠技術研究所
麻生区多摩美 1-12-11　TEL 044-959-5612

AI、IOT
情報セキュリティコンサル

常任理事　碓　井　美　枝　子

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。

有限会社麻生自動車
麻生区下麻生 3-10-12　TEL 044-988-8370

自動車販売

副会長　　三　浦　　正　樹

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。

有限会社ミウラ企画
多摩区栗谷 1-7-6　TEL 044-299-7271

サービス業

常任理事　　濃　沼　　健　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。

株式会社科学経済総合研究所
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

常任理事　　松　浦　　孝　憲

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。

有限会社中野島不動産
多摩区中野島3-16-19 1F　TEL 044-911-9487

不動産業

常任理事　　芳　賀　　広　志

楽しく学ぶプログラミング教室「プログラミング広場」、勉強が好きになっちゃう！�
「学研教室」幼児・小学生・中学生�駅徒歩 1分でお待ちしています。

キャンソフト株式会社
麻生区万福寺 1-1-1 6F　TEL 044-969-9747

学習サービス業

常任理事　　大　貫　　　弘

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。

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

水道工事業

副会長　　田　村　　精　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。

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

サービス業

理事　　円　城　寺　　広　明

川崎市を中心に屋根・外壁・内装のリフォームを承っております。快適な居住空間を
ご提案できるよう、お客様一人ひとりに真摯に対応いたします。https://rizehome.jp/

株式会社ライズホーム
麻生区百合丘 2-11-1-109　TEL 044-299-8944

建設業（屋根・塗装業）
不動産業

理事　　清　水　　孝　次　郎

社是「“お客様の幸せ”を第一に」をモットーとして世田谷・川崎を中心に、地域密
着型ゼネコンとして地域に貢献できることを喜びとしています。

神興建設株式会社
麻生区上麻生 6-38-8　TEL 044-989-8571

一般土木建築

理事　　吉　場　　八　重　子

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！

株式会社大里工業
多摩区堰 1-17-10　TEL 044-811-8275

舗装工事

理事　　志　村　　節　子

絵画販売・不動産管理業務・会場や会議室のアクセサリーとして絵画のレンタルリー
スも承っております。

有限会社彩光
麻生区王禅寺東 5-46-21　TEL 090-7219-3064

不動産業

理事　　左　藤　　正　道

登戸で保険代理店業を営んでいます。法人会福利厚生制度、資産形成、事業向け損害
保険及び生命保険のご相談を承ります。

株式会社 ZumLicht
多摩区登戸新町 409-303　TEL 044-281-4297

保険業

理事　　山　田　　浩　治　郎

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。

有限会社ビロング
多摩区長沢 1-34-7　TEL 044-977-5583

リフォーム業

理事　　大　野　　高　幹

地域の皆様の安心・快適・便利な生活のお手伝いをさせていただき45年。これからも地域
密着をモットーに、安心・丁寧・確実な仕事で信頼していただける企業を目指してまいります。

有限会社石野電気柿生店
麻生区下麻生 2-39-1　TEL 044-988-2687

サービス業

監事　　松　本　　浩　司

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。

税理士法人 松本会計
多摩区登戸 3513-2　TEL 044-933-5822

各種コンサルタント

相談役　　並　木　由　喜　子

多摩区内において、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。

有限会社ナミキエンタープライズ
多摩区枡形 5-16-1　TEL 044-922-1651

建売・土地売買

相談役　　伊　藤　　久　史

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。

有限会社ヒサフジ
麻生区金程 4-13-12　TEL 044-966-1477

不動産賃貸

理事　　青　木　　　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32年目の今年も業務に取り組みます。

東相産業株式会社
麻生区高石 4-17-1-203　TEL 044-299-7676

印刷業

理事　　鈴　木　　昭　弘

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
的に寄与いたします。

株式会社スズユウ商事
麻生区上麻生 6-27-8　TEL 044-988-1254

不動産賃貸

理事　　岩　倉　　宏　司

地域メディア「MYTOWN」発行・運営、企業・店舗様の販売促進支援、イベント企画・
運営、まちづくりサポート業務などを行っております。https://areabrain.co.jp/

株式会社エリアブレイン
麻生区上麻生 1-10-5-304　TEL 044-954-2555

メディア発行
企画・制作

理事　　嶋　　　雅　明

幼稚園・保育園の写真とビデオの撮影・販売、卒園アルバム制作を行っています。詳
しくは「ふぉとすてっぷ」「卒園アルバム工房」で検索してください。

株式会社ステップ／ふぉとすてっぷ
多摩区宿河原 2-44-40 1F　TEL 044-932-2407

サービス業

理事　　白　井　　輝　生

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。

リョーキサービス株式会社
麻生区千代ヶ丘 5-7-51　TEL 044-952-7751

不動産貸付

理事　　相　馬　　茉　左　子

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。

株式会社アクタス
麻生区百合丘 3-24-26　TEL 044-955-8832

建物サービス

監事　　青　戸　　慶　太

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。

有限会社青戸建材店
麻生区王禅寺東 5-54-13　TEL 044-988-0173

建築材料

相談役　　石　橋　　　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。

株式会社ニッケン石橋
多摩区宿河原 4-25-36 大成 M1F　TEL 044-328-5314

DM 配送業

常任理事　　吉　岡　　　宏

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。

有限会社ほけんdays
多摩区南生田 4-20-1-202　TEL 044-978-4341

損害保険

常任理事　　成　田　　正　弘

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。

有限会社エー企画
多摩区生田 8-20-6 1F　TEL 044-932-1617

イベント企画制作
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受彰者の皆さん

※撮影時のみマスクを外しています

濃沼 健夫
常任理事  税制委員長

株式会社科学経済総合研究所

鈴木 昭弘
理事  組織副委員長
株式会社スズユウ商事

成田 正弘
常任理事  青年部会長
有限会社エー企画

川崎西税務署長感謝状受彰者川崎西税務署長表彰受彰者

左藤 正道
理事  稲田第一ブロック長代理
株式会社ZumLicht

白井 輝生
理事 麻生ブロック長代理
リョーキサービス株式会社

【令和４年度税制改正への法人会の提言】

○ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！

○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！

○コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を！

○中小企業にとって事業継続は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

令和４年度税制改正スローガン

おめでとうございます　 令和3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。
今年度は10月7日の第37回法人会全国大会・岩手大会で発表された「令和4年度
税制改正に関する提言」について、地元選出の国会議員に対して要望活動を実践し
ております。
本会では11月24日に国土交通省および衆議院議員会館を訪れ、衆議院南関東ブロッ
ク比例区選出の中山展宏国土交通副大臣と衆議院神奈川第9区選出の笠浩史議員に
対し行いました。

11月10日に国税局関係の受彰者が川崎西税務署において石本力
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！

新年を迎えて

公益社団法人 川崎西法人会 会長　鈴
す ず き

木 憲
け ん じ

治

　新年明けましておめでとうございます。
　この度、新型コロナウイルス感染症によって影響を受け
られた方々には、謹んでお見舞い申し上げます。そして、
医療現場の最前線で治療に当たっている医療機関の皆様や、
感染拡大防止のためにご尽力されている多くの方々に深く
感謝申し上げます。
　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、地域の振興に貢献し、国と社会の繁栄に貢献する
経営者の団体であり、当法人会においても感染拡大防止に
向けて、Web 会議など密を回避する会議形態がこの一年で
浸透いたしました。この危機への対応手段として IT 技術を
活用することで、私たちの社会生活が大きく変容する時代
の転換点にあることを実感しています。
　未だ収束とは言えない状況にありますが、大局的にはワ
クチン接種の普及等により感染拡大に歯止めがかかり始め

た現状において、今後は With コロナ・After コロナに対す
る構造変化への対応が急務で、このコロナ危機はデジタル
トランスフォーメーションやカーボンニュートラル実現へ
の流れが世界的に強まる契機となったことは言うまでもあ
りません。こうした潮流の変化に対し、起業、新規事業や
人材への投資、事業継承、異業種連携など事業構造の転換
を視野に入れ、その流れに乗り遅れることのないように私
たち経営者にも新たな舵取りが求められます。
　寅年となる本年は、その勇敢な性格と優れた行動力で何
事にも恐れず立ち向かう虎のごとく、私たち一人ひとりが、
さらなる感染防止策を実行することで会員の皆様、そして
従業員やご家族にとって、良き一年になりますよう祈念し
て年頭の挨拶といたします。
　本年も引き続き法人会の運営にご理解とご協力を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

新年のごあいさつ

川崎西税務署 署長　石
い し も と

本 力
つとむ

　新年あけましておめでとうございます。
　令和４年の年頭にあたり、公益社団法人 川崎西法人会の皆
様方に謹んで新年のお喜びを申し上げます。
　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、
税務行政に対しまして、深いご理解と格別なご支援を賜り、厚
く御礼申し上げます。
　昨年も、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により数多く
の事業活動が制限を受けざるを得ない状況の中、貴会におかれ
ましては、地域社会における税のオピニオンリーダーとして、「消
費税のインボイス制度導入セミナー」をはじめ各種税務研修会・
説明会の開催、租税教育の一環である小学生の「税に関する絵
はがきコンクール」の開催などの事業活動に積極的に取り組ん
でいただきました。会員の皆様の並々ならぬご熱意とご尽力に
対しまして、深く敬意と感謝の意を表する次第でございます。
　さて、まもなく令和３年分の所得税等の確定申告の時期を
迎えます。本年も申告書作成会場におきましては、新型コロナ
ウイルス感染症対策として、検温、マスク着用の徹底、アルコー
ル消毒の設置、会場のこまめな換気など、基本的な感染防止

対策を講じるほか、入場整理券の配布やＬＩＮＥによる整理券
の事前発行などにより、混雑緩和を図ることとしております。
　また、本年１月からマイナポータルと国税庁ホームページの
申告書作成コーナーの連携による控除証明書の自動入力の対
象範囲の拡大、スマートフォンで申告できる所得や所得控除項
目の拡大、スマートフォンのカメラ機能を利用した給与所得の
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化を一層推進し、納税者サービスの利便性向上や効率的な税
務行政の運営に取り組んでいく所存でございますので、引き続
き、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、貴会にとりまして、新しい年が一層の飛躍の年
となりますよう、また、会員の皆様方の御健勝並びに御事業の御
繁栄を祈念いたしまして、新年のあいさつとさせていただきます。
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＜業務内容＞
柿渋銀イオンを使用した製品の開発・製造・販売
〒215-0022 川崎市麻生区下麻生2-31-13
TEL：044-281-5367
https://www.kakishibu-agplus.com/ 

柿渋隊株式会社 代表取締役社長 田中貴子さん（左）と、総務部 西巻亨さん（右）

菌には強く、人にはやさしく
　「柿渋隊」。ちょっと遊び心を感じる企業名。
どこからか “正義の味方” が登場しそうな雰
囲気だ。それもそのはず、「柿渋 × 銀イオン」
パワーで、見えない敵である「菌」や「ウイルス」
から私たちの身を守ってくれるのだから。
　その名も「柿渋Ag+（エージープラス） カキ
オの抗菌水」。柿渋に最高級銀イオンと純水
を配合した、天然成分100%の除菌・抗菌・消
臭水だ。柿渋隊株式会社はその開発・製造・
販売に携わる。
　新型コロナウイルスはもちろん、大腸菌・
黄色ブドウ球菌・O-157・ノロウイルスなど
の細菌やウイルスなどに高い抗菌・抗ウイル
ス効果を発揮する。神奈川県立産業技術総
合研究所による「新型コロナウイルスの抗ウ
イルス性能評価」でも、十分な抗菌・抗ウイ
ルス効果があることが証明された。

　また、アルコール消毒液や次亜塩素酸水と
違って、長時間にわたって除菌・抗菌効果を
継続させることが可能であること、火気や色
落ちなどの心配が要らないことなどの特徴も
ある。
　「新型コロナが世界中で蔓延する中、抗菌
剤の素材を探していたときに、『柿渋銀イオ
ン』に出合いました。銀イオンと柿渋の相乗
効果で細菌やウイルスを99.9%減少させるこ
とができる、世界にひとつだけの画期的な素
材です」
　そう語るのは、代表取締役社長の田中貴子
さん。水に流れやすく定着しにくい銀（Ag）イ
オンの欠点を、柿渋タンニンとの組み合わせ
でカバーした「柿渋+銀（Ag）イオン」。門外不
出だったこの原液の製造会社から信頼を得
て、調達が可能となった。地元、柿生の由来に

もなった柿の渋を使えるというのも魅力だっ
た。さまざまな偶然が重なり、2020年12月
に、会社設立に至った。

 人にも動物にも安心安全
　同社では柿渋銀イオンの原液を希釈し
て、用途に応じてスプレーやパウチの容器に
注入している。希釈に使用しているのはRO
水。水道水を逆浸透膜（RO膜）で濾過して
不純物を取り除いた水だ。清浄性が高く、通
常のフィルターでは取り除けないイオンや金
属、ウイルスなどもほとんど除去することが
できる。
　スプレータイプ（300ml）は、手指の消毒は
もちろん、ドアノブや手摺り、キッチンやトイレ、
車内など気になるところにシュッとひと吹き、

手頃に使用できる。
　また、マスク・カーテン・ソファ・クッショ
ンなど繊維との相性もよい。繊維の中に柿渋
銀イオンが残り、長期間にわたって効果を発
揮するのだ。
　「兄の家ではペットが用を足したときに
シュッとひと吹きします。臭いも消えて、ペッ
トにも安全です」と田中さん。
　化学物質を一切含まないので、肌の弱い
赤ちゃんや高齢者、アレルギーを持っている
人のほか、大切なペットにも安心して使える
と太鼓判を押す。
　パウチタイプ（900ml）はスプレーや手持ち
のスプレー瓶などに詰め替えて利用できるほ
か、加湿器のタンクに入れて居室や机上、食
卓などで利用することができる。

 柿は今も昔も庶民の味方
　「日本では柿渋は庶民の暮らしの中で昔か
ら使われ、身近なものでした。正月のお餅に
も柿渋を塗ると青カビが発生しないですよ」
　柿渋は未熟な青渋柿をつぶして、1～3年ほ
ど発酵させた茶色の液体。その殺菌・消臭・防
腐・防虫・防水の効果の高さから、平安時代に

は染料や建築材料の塗料として使われていた
という。さらには家庭の常備薬として、やけど・
しもやけ・虫刺されなどに使われたり、高血
圧・脳卒中・歯周病予防の民間治療薬として
も使われたりしていたそう。
　「このあたりは日本最古の甘柿、禅寺丸柿
の産地です。今はまだ難しいですが、ゆくゆ
くは地元産の禅寺丸柿を使って、まちおこし
的なこともできればいいなと思っています」と、
地元への思いも語った。
　その前段として今年初めて、禅寺丸柿を
使って柿渋を仕込んでみた。柿は柿生禅寺
丸柿保存会から提供してもらったものだ。
　「自分たちで柿渋を仕込むって楽しいです
よ。毎年、青柿の季節に仕込みたいと思って
います。これぞ、正真正銘の『カキオの抗菌水』
ですよね !」と、田中さん。将来への夢に子
どものように目を輝かす。

 一歩一歩、ゆっくり確実に
　これほど優秀な抗菌水、病院や介護施設
などに、大々的に売り込んでいるのだろうか。
「今はまだネットショップのみでの販売です。
本当にいいと思っていただける方の手に渡っ

て、少しずつ浸透していけばいいなと思って
います。細く長くやっていければ」とかなり控
えめだ。その根底には、あくまでも自分たち
の目の届く範囲を前提に、「柿のふるさとで
柿渋を使って何かやりたい」との初心を貫く
思いがある。
　「一等にならなくてもホンモノといえる商品
を世の中に出せればいい。しかも手頃な価格
で。そうすれば常に使ってもらえます。菌か
ら身を守るのは自己防衛しかないのですから。
たっぷり使って自分なりの抗菌生活を送って
ほしいですね」
　これからの展望について尋ねてみた。
　「今後は公園や学校などの砂場用の除菌・
抗菌アイテムを発売したいと思っています。
体育館やイベント施設で噴霧できる機械も研
究中です」
　無限に広がる柿渋の可能性。平安時代の
人たちも、まさかインターネットの時代に柿
渋がこのような形で人々の暮らしを支えると
は想像できなかっただろう。
　「これからも天然由来のもので社会に貢献
していきたい。抗菌王国日本にするために」
　田中さんの目標が実現する日もそう遠く
ない。

900㎖のパウチタイプ（2,200円）。定期購入（送料
無料）もでき、毎月3本（月 4々,500円）でハンディ型
ファン付加湿器（中央）が、毎月10本（月々9,900
円）で卓上ファン付加湿器（左）が初回に届く

20Lが月4回届く、ビジネス向け定期購入も（月々
50,000円・送料無料）。大型ディフューザー（容量
20L）が初回に届く

気になるところにシュッとひと吹きして気軽に利用
できる、300㎖のスプレータイプ（1,320円）。10
本セット（13,200円・送料無料）も用意している

※価格は全て税込

ラボ内の様子。原液とRO水をタンク内で混ぜてから容器に注入する。容器にラベルを貼るなどの手作業も行っている
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洗浄後の清浄度を数値化するルミテスターの結
果。ドアノブの安全基準値500RLUを十分満たす

柿渋づくりに使う青柿。小さな柿はこの地域で古
くから栽培されている「禅寺丸柿」

柿渋の仕込み風景。青柿の季節に果汁を布で搾
り、1～3年ほど発酵・熟成させる
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　川崎市と小田急電鉄株式会社は、包括連携協定に基づ
き、沿線の価値向上に向けて2021年3月に「小田急沿線
川崎エリアまちづくりビジョン」を公表。7月からはそのプ
ロジェクトの一環として登戸土地区画整理事業において、
道路や宅地として使用を開始していない市の管理用地など
を活用した取り組み「登戸・遊園 ミライノバ」（以下、ミラ
イノバ）を連携・協力して推進している。ミライノバは、定
期的にフードトラックなどが出店する「イツモの日」（= 日常）
と、地域の人々や共創パートナーなどがイベントを行う「ハ
レの日」（= 非日常）の 2 つの取り組みを通じて、まちの賑
わいづくりやテナント出店につなげていくというものだ。
　小田急線・登戸駅の高架下をくぐり、バスロータリーと
は反対側のエリアへ出ると、毎日数台のフードトラックなど
が並んでおり、もうすっかりそれが日常の風景、「イツモの
日」となっている。駅から出てきた人や近所に住む人、周
辺で働く人などが立ち寄り、出店者との会話を楽しみなが
ら買い物をして帰っていく。12 月からはこのイツモの日に

「空き地エリア」が加わった。まちの暫定的な空き地をフー
ドトラックや、このまちに住む人と訪れる人の関わりを大事
にしたい人、地域の賑わいや交流をつくりたい人が集まる
場所として利用する（出店者がいる時のみ利用可能）。
　一方、非日常の賑わいづくりのためのイベント「ハレの日」

は11月 27 日に初めて開催された。地域の人や未来のまち
の仲間たちをつないで、皆で登戸・遊園のまちを育んてい
こうというもので、会場となった空き地には子どもたちが大
好きなキッズスペースや縁日、宇宙・天文体験のほか、移
動式本屋やハンドメイドマーケット、フードトラック、ミラ
イノバ取り組み紹介ブースや店舗建設計画シミュレーション
など、大人も興味深く楽しめるコーナーが設けられ、多く
の家族連れで賑わいを見せていた。
　川崎市と小田急電鉄株式会社が運営する登戸・遊園 ミラ
イノバ事務局は今後の同取り組みについて、「このエリアでは、
さまざまな地域の活動が根付いている。ミライノバという

『場』を通じて、地域と共創パートナーなどをつなぎ、より
活気や魅力にあふれるまちにしたい」と話す。多摩区からも 
多くの企業が会員として参加している当法人会としても、登
戸・遊園エリアのまちづくりには引き続き注目していきたい。

川崎市 ×
小田急電鉄株式会社
賑わい創出プロジェクト

「登戸・遊園 ミライノバ」
区画整理事業で生まれた空き地（市管理用地等）を活用し、賑わい空間を創出

注目の
活動紹介

家族連れなど多くの人が訪れ賑わいを見せた「ハレの日」。キッズスペースも大人気

左／登戸駅高架下をくぐって右手のエリアで営業している、人気ハワイアンレストランの「Food 
Truck Restaurant ALOHABABY」は、自家製にこだわった手作りソウルフードを提供。イートイ
ンスペースもある。右／12月からオープンした空き地エリアでは、「たまくママのわ・多摩区でプレーパー
クをやっちゃおうの会」が毎週水曜に親子ヨガほか、親子で楽しめる場づくりにチャレンジしている
※ 2021年12月時点の出店情報、今後変更となる場合有

小田急線・登戸駅前にフードトラックなどが並ぶ「イツモの日」

「登戸・遊園ミライノバ」に関する お問合せ

登戸・遊園 ミライノバ事務局
 （川崎市・小田急電鉄株式会社運営）

メール info-mirainoba@odakyu-
　　　dentetsu.co.jp

最新情報は
Instagram 参照
@info_mirainoba

　小田急線・生田駅から徒歩7分。静かな住宅街を歩きながら
「こんなところにラーメン店があるのだろうか」と一抹の不安が
よぎったところで、青い看板が現れた。スタイリッシュなロゴで

「This is イクタヌードル」の文字。今年9月中旬、明治大学生
田キャンパスにほど近いマンションの1階にオープンした。外観
もさることながら、コンクリート打ちっ放しの店内も洗練され
ていて、女性のみでも入りやすい雰囲気だ。
　看板メニューは「鶏白湯（とりぱいたん）ラーメン」（880円）。
鹿児島産の鶏をメインに、宮崎や大分の豚骨を煮込んでとっ
た濃厚な鶏豚スープを使っている。さらにコクをプラスするた
めに、一杯ずつブレンダーで乳化させているという。白い泡の
スープを口に含むと、まろやかな口当たりにほっと癒やされる。
そのスープに彩りを添えているのが、但馬鶏の胸肉を使った鶏
チャーシュー。レア肉のピンク色が白い泡とマッチする。「最初
はレア肉の柔らさを楽しんで。食べているうちに火が通ってき
てまた別の味わいを楽しめますよ」と店長の長谷川卓馬さん。
　「味変」を楽しめるといえばスープも同様。鶏白湯ラーメン
をオーダーすると真っ先に出されるレモンもそのため。途中で
搾ってみると、あら不思議。濃厚スープがあっさりとした味わ
いに変化して、一滴も残したくないという衝動に駆られる。そ

こで登場するのが、「ダイブめし」（60円）。ひとくち分の白飯に
梅干しがのったものだ。これを残ったスープに入れて、最後ま
で味わい尽くすことができる。
　「うちでは煮干し酢、オレンジ酢、エキゾチック酢の3種の
お酢も用意しています。もとは唐揚げ用ですが、ラーメンに入
れて味変を楽しんでもいいと思います」と長谷川さん。
　メニューにはほかにもあっさり系の「7種の魚介塩そば」

（850円）や寒いときにおすすめの「濃厚味噌鶏白湯」（980
円）などのラーメン、さらに「但馬鶏丼」（450円）、「肉生姜めし」

（250円）、「高菜ごはん」（180円）などのサイドメニューもある。
バリエーションや組み合わせが楽しめそうだ。

いつのまにかオープンしていたお店や、
隠れ家的存在のお店、かわにし編集
スタッフいちおしのお店などを不定期にご紹介します。

「味変」を楽しめるラーメン店

This is イクタヌードル

隠れた名店めぐりレポート

店長の長谷川さん（左）と
スタッフの塚田さん（右）

上／外の券売機で食券を購
入して店内へ。コの字型の
ステンレス製カウンター席の
所々に観葉植物が置かれ、
ビストロと見まがうようなス
タイリッシュな内装。提灯に
書かれている文言もユニーク

左／4 人掛けのテーブル席
もあり、ファミリーで楽しむ
こともできる。子ども用の椅
子も用意されている

This is イクタヌードル
川崎市多摩区生田8-2-2�1F
営業時間：�月〜木曜11:00〜15:00、17:00〜22:00

金・土・日曜11:00〜21:00
定 休 日：年中無休�※12/31〜1/2�年末年始休業
駐 車 場：なし　�Instagram  @ikuta.noodle

生田交番前

生田大橋

五反田神社

五反田川

南口

踏切

明治大

アスリエ
生田駅前

津久井道

This is イクタヌードル

生田駅

看板メニューの鶏白
湯ラーメン。麺は平打ち

中太麺でもちもち。味卵の半熟
度と醤油の味付け具合が絶妙。 
レモンで味変を楽しんで。ダイブ
めしをスープにダイブ！ 最後まで
味わい尽くそう

vol.11

地域に愛される
店を目指しています
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令和4年 新春講演会
日　程：令和4年1月20日（木）15:00（受付開始14:30）
会　場：ホテルモリノ新百合丘７Ｆ

秋草学園短期大学 学長 ・ 工学博士

◆テーマ

◆講　師
生年月日　1942年（昭和17年） 5月 29日（79歳）　　 
出身地　東京都足立区
“マー兄ちゃん”の愛称で人気を博す工学博士
財団法人化学物質評価研究機構 企画管理部長、明治大学理工学部応用化学科
教授などを経て、2017年より現職
タレント・ビートたけし氏（映画監督・北野武）の実兄

母親・さきさんの教育論、弟・たけし氏のエピソード、ご本人の教員としての考え、
テレビの裏話など、笑いとユーモアが溢れる講演内容

北野 大 （きたの まさる）

講演テーマ「北野家の訓え」

お申込み時記入事項
◎氏名　　　 ◎住所（郵便番号含む）  
◎電話番号　 ◎FAX番号FAX送付先：044-980-4646

メール送付先：info@kawasakinishihojinkai.or.jp

FAX、メール、または右記QRより

TEL044-980-4131公益社団法人 川崎西法人会 事務局 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
お申込み
お問合せ先

無料・要申込み
先着順・定員になり次第締切

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止となる場合があります。

お申込み
方法

第４回

東京フィルハーモニー交響楽団・首席ビオラ奏者の須田祥子をはじめとする、
ビオリスト6名が贈る室内楽。ビオラの魅力をたっぷりとお届けします。

【お問合せ】　 公益社団法人 川崎西法人会 事務局　 TEL:���-���-����　 E-mail : info@kawasakinishihojinkai.or.jp

須田 祥子

後　援　   「音楽のまち・かわさき」推進協議会　　　 NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり公益社団法人 川崎西法人会主　催

新百合トウェンティワンホール 
多目的ホール

14:00開演
（13:30開場）2.11金・祝2022 ｜モーツァルト｜

アイネ・クライネ・ナハトムジークより第1楽章
｜バッハ｜
ブランデンブルグ協奏曲第6番
｜チャイコフスキー｜
くるみ割り人形より　　ほか

演奏予定曲目

諌山 翔一 高木 真悠子 長石 篤志 羽藤 尚子 古屋 聡見

事前申込制

※こちらの�次元コード
　よりお申込みください。
※こちらの�次元コード
　よりお申込みください。

入場無料

川崎市多摩区登戸３５０６番地 

    ＲＩＶＥＲＳＩＤＥ ＰＯＩＮＴ ２階 
 

ＴＥＬ  ０４４－９１１－３１９１ 

営業時間 １０：００～２１：００ 

定休日  月曜（祝祭日は翌日） 

　第15回法人会全国女性フォーラム新潟大会は11月16日に新潟県
の朱鷺メッセにて、全国の法人会女性部会員約1,200名が参加する
中、「新しい形、新潟から。～新時代  令和に羽ばたく女性の力～」
を大会キャッチフレーズに、国税庁課税部長、新潟県知事、新潟市
長らの来賓を招いて開催され、当会からは碓井美枝子部会長以下 4
名が参加いたしました。
  この女性フォーラムは、女性部会員の資質向上と情報の共有化に
よる部会活動の活性化を目的とし、全国各地で毎年1回開催してい
ます。15 回目となる本年は新型コロナウイルス感染症の影響により
約２年半ぶりの開催となりました。

「第15回法人会全国女性フォーラム新潟大会」に参加しました

川崎西法人会 活動報告

「第35回法人会全国青年の集い佐賀大会」に参加しました
　法人会の若手経営者で組織する「全法連青年部会連絡協議会」は、
11月 25 日・26 日にかけて、佐賀市文化会館で第35回法人会全
国青年の集い佐賀大会を開催いたしました。
　この「青年の集い」は青年部会員の研鑽や交流の場として、全国
各地で毎年1回開催しているものの、昨年の島根大会が中止となり
今回は２年ぶりの開催。「つなぐ  維新のちから  輝ける大切な未来
へ」を大会スローガンに、全国の青年部会長約550名が会場に参
集したほか、2,500名を超えるオンライン参加登録がありました。
　全国各地の青年部会が行っている子どもたちへの租税教育活動の
取り組み事例発表では、全国の国税局管内から選抜された11の単
位会がプレゼンテーションを行い、また、全国各地の青年部会や企
業が行っている健康経営の取り組み事例を紹介する「健康経営大賞」
をコンテスト形式で開催されました。
　こうした租税教育活動や健康経営の事例発表は、どの取り組みも
自らを取り巻く社会や環境に根差し工夫やアイデアを凝らした内容
で、自身の所属会や自社での活動の参考となるよう熱心に聴講し、
これらの事例発表や大会式典を通じて大いに盛り上がる大会となり
ました。
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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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令和元年10月1日から、eLTAXにおいて地方税共通納税システムがスタートしました。

地方税共通納税システムを利用すると、法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税等の

納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、オフィスなどのパソコンからインター

ネットを通じて簡単に行うことができます。　

◎　オフィスのパソコンで申告から納税までワンストップで行うことができます！

◎　納付先の自治体の指定金融機関でない金融機関からも納付ができます！

◎　複数の自治体に一度の操作で電子納税ができます！

◎　事前に登録した金融機関の口座を指定して直接納付する「ダイレクト納付」ができます！

【県税についての問合せ先】

　　高津県税事務所　電話０４４－８３３－１２３１

地方税の納税に地方税共通納税システムをご利用ください

金融機関

窓口等への

お出かけ不要‼

全地方

公共団体へ

一括で納税が

可能‼

ダイレクト

納付が

できる‼

手数料は

無料

０円‼

地方税共通納税システムで業務効率化‼

電子申告と電子納税の利用方法等についての問合せ先

電子申告・電子納税の詳細は

ダイレクト納付とは？　　

事前に引き落とす金融機関口座を登録して、地方税共通納税

システムにより直接税金を納付する方式です。インターネット

バンキングの契約が不要で、代理人に依頼して納税することも

できます。また、納付期日を指定することもできます。

法法人人県県民民税税・・法法人人事事業業税税等等のの申申告告・・納納税税はは

地地方方税税ポポーータタルルシシスステテムム（（eeLLTTAAXX））

■　eLTAXのホームページ

https://www.eltax.lta.go.jp/

国国税税のの申申告告・・納納税税ははイイーータタッッククスス

■　e－Taxのホームページ

https://www.e-tax.nta.go.jp/

エルタックス 検検　　索索 イ―タックス 検検　　索索

国税庁e-Taxキャラクター　イータ君イメージキャラクター　エルレンジャー

神奈川県からのお知らせ 県　税川崎西税務署からのお知らせ 国　税
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川崎西法人会会員様ご優待のお知らせ

イオンスタイル
オーパ

〒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

区分

正会員

賛助会員

資本金

500万円未満

500万円以上 800 万円未満

800万円以上

一律

多摩区・麻生区に事業所を有する
医療法人、学校法人、宗教法人、
NPO法人、公益法人等

9,000円

13,200円

18,000円

6,000円

9,000円

年会費の額

※同一代表者が複数の事業者でご入会の場合、２社目以降の会費は異なります。

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

公益社団法人

川崎西法人会
TEL：044-980-4131
FAX ： 044-980-4646

法人会 年会費の自動引き落としについて
当会年会費の自動振替契約をされている方は、来る令和４年４月２５日（月）に
令和４年度分（令和４年４月～令和５年３月）の年会費について以下の区分に基づ
く会費額をご指定の金融機関から引き落としさせていただきます。
なお、領収書の発行は省略させていただきます。

川崎市からのお知らせ 市　税
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令和4年賀詞交歓のつどい

新設法人説明会☆

新春講演会☆

行　事　名 開　催　日 時　　間 会　　場

お申込み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２１ホール・第2会議室

ホテルモリノ新百合丘

ホテルモリノ新百合丘

14:00 ～16:20

15:00 ～16:30（開場14:30）1月20日（木）

17:00 ～19:00（開場16:30）

2月3日（木）

決算法人説明会☆ 新百合２１ホール・第2会議室14:00 ～16:202月4日（金）

クラシックアンサンブルの夕べ☆ 新百合２１ホール・多目的ホール14:00 ～16:00（開場13:30）2月11日（祝・金）

生活習慣病検診

ホテルＫＳＰ（溝の口）9:30 ～11:003月14日（月）

新百合２１ホール・多目的ホール9:30 ～11:003月15日（火）

新百合２１ホール・多目的ホール9:30 ～11:003月16日（水）

1月12日（水）

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電話・URL業　種

稲田第一
木下 英樹 経理

コンサルタント
川崎市多摩区
登戸新町２０３木下経営管理合同会社 044-932-9520

稲田第二
赤井 宏司 社会保険

労務士
川崎市多摩区
宿河原１-２１-１３ＡＨコンサルティング 070-8416-8008

助成金を専門とする社労士事務所です。

真面目に凡事を徹底する

稲田第二
佐藤 裕介 建設業 川崎市多摩区登戸１８６５

カーサフェリーチェ１階
大和ハウス工業株式会社 川崎支社

川崎西集合住宅営業所
044-930-1861

https://www.daiwahouse.co.jp

多摩区・麻生区・高津区のエリアを管轄し、あらゆる建築に携わっています。お気軽にご相談ください。

行事予定 令和4年1月～3月

新入会員紹介 令和3年9月～11月

1. 相 談 日　 ■ 1月13日（木）  ■ 2月10日（木）  ■ 3月10日（木）　

2. 開催時間　 14:00～17:00

3. 場　　所　  川崎商工会議所 多摩麻生支所  多摩区登戸2102-1（第2井上ビル2階）

4. 相 談 員 　担当弁護士

※ご相談の際は予約が必要になります。TEL.044-932-1100　FAX.044-932-1101
※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

※ご相談の際は予約が必要になります。TEL.044-932-1100　FAX.044-932-1101
※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 　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 多摩麻生支所  多摩区登戸2102-1（第2井上ビル2階）

4. 相 談 員 　川崎市商工会議所 職員

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

ヒートアップ
多摩区菅北浦に道場を構える当会員でもあるプロレス団体「ヒートアップ」は
11月10日、新百合ヶ丘トウェンティワンホールにて興行を行いました。
当会青年部会員も応援に駆け付ける中、同団体代表のTAMURA選手は第
５試合に出場。藤波辰爾選手とのタッグマッチに惜しくも敗れてしまいまし
たが、会場は大いに盛り上がりました。

消費税完納推進キャンペーン
川崎西税務署および当会も所属する税務協力６団体で、11月12日に「税を
考える週間」の一環として麻生区と多摩区の商店街を回り、消費税の期限内
納付を呼びかける完納推進キャンペーンを実施いたしました。

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！

18 19



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

　 令和４年、明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。
未だ新型コロナウイルスの感染が続く中ではありますが、その中でも113 号におきまして地域や事
業活動の報告、新春講演会などのお知らせが掲載できたことを嬉しく思います。また、広報委員会

では広報誌「かわにし」の他にホームページ、Facebook でも最新の情報を発信しておりますので、併せてご覧いただけると幸いです。
本年も地域の皆様にとってより良い情報をお届けできるよう工夫してまいりますので、引き続きご愛顧の程お願いいたします。

公益社団法人 川崎西法人会 広報委員会
委員長　石井 春樹

◆ 多摩区
人　口　　223,528 人（前年同月より+1,726 人）
世帯数　115,670 世帯（前年同月より+2,363 世帯）

◆ 麻生区
人　口　�181,112 人（前年同月より+247人）
世帯数　80,287 世帯（前年同月より+874世帯）

多摩区・麻生区DATA
2021年11月1日現在


