
2022

vol.

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

公益社団法人

川崎西法人会

114
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PICK UP !

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、FAX、またはメールにて4月28日（木）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！
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女性部会では、税金が毎日の生活の中でどのように役立っているのかということ
を小学生の皆さんに知っていただき、理解と関心を深めてもらうために「税に関
する絵はがきコンクール」を開催しました。応募総数348点から17点が優秀作品
として選ばれましたのでご紹介します。

入賞作品の
ご紹介

税に関する

絵はがきコンクール

令和3年度

「公園の遊具も税金で
作られていることを
表現しました。選ば
れると思っていなかっ
たのでうれしいです」

東柿生小学校
髙橋 美優 さん

金賞

千代ヶ丘小学校
力田 優心 さん

銅賞

王禅寺中央小学校
林田 紗來 さん

銅賞

宿河原小学校
香坂 汐莉 さん

銅賞

三田小学校
岡部 寛喜 さん

銅賞

中野島小学校
桧山 奈々瑠 さん

川崎小売
酒販組合
西支部長賞

千代ヶ丘小学校
和田 知世 さん

川崎西
青色申告
会長賞

千代ヶ丘小学校
瀨川 美月 さん

銅賞

千代ヶ丘小学校
調 彩音 さん

川崎西
税務署長賞

宿河原小学校
田邉 葉楼 さん

神奈川県
高津県税
事務所長賞

三田小学校
立石 琴音 さん

川崎市長賞

菅小学校
上野 羽菜 さん

川崎西
法人会長賞

東柿生小学校
高橋 結碧 さん

川崎西
納税貯蓄組合
連合会長賞

千代ヶ丘小学校
坂場 恒星 さん

川崎西
間税会長賞

下布田小学校
市川 菜々子 さん

東京地方
税理士会川崎西
支部長賞

入賞作品は川崎西税務署3階廊下にて掲示中 階段に掲示された応募作品 金賞  髙橋美優さん（東柿生小学校） 三田小学校 表彰式にて千代ヶ丘小学校 表彰式にて東柿生小学校 表彰式にて 菅小学校 表彰式にて

今年も力作揃いとなったワン！
参加してくれた生徒のみんな、ありがとう！

＜入賞作品＞
中野島小1点／東柿生小3点／千代ヶ丘小5点／三田小2点／
下布田小1点／宿河原小2点／菅小2点／王禅寺中央小1点　計17点

＜応募作品＞
中野島小94点／東柿生小72点／千代ヶ丘小67点／三田小45点／
下布田小33点／宿河原小28点／菅小6点／王禅寺中央小2点／
真福寺小1点　計348点

東柿生小学校
松下 遥乃 さん

銀賞
菅小学校
内田 あいり さん

銀賞
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　小田急線・向ヶ丘遊園駅南口から川沿いを生田方面に歩く
こと約5分。窓越しにカラフルなスケートボードのデッキ（板）
がずらりと並び、真新しい白い壁に一層映える。1990年創業
のスケートボード専門店「STOKE」がここにショップを構えた
のは昨年12月。区画整理のため、登戸から移転してきた。
　オンラインショップを中心に、デッキ、ウィール（車輪）など
のギアから、靴や洋服などのアパレルまでスケートボードに関
連する商品を幅広く取り揃える。ほとんどの商品はショップ
オーナーの片桐宏樹さん自ら海外へ赴き、自身の人脈を通して
直接買い付けたもの。卸を通していない分、リーズナブルな価
格設定が実現できる。また既製の商品のみならず、オリジナル
商品を扱っていることも強みだ。
　そこには学生時代も合わせて5年ほど、スケートボードを担
いで世界中を旅していた当時の人脈が生きている。「スケート
ボード1枚あるだけで、世界中どこに行ってもすぐ友達になれ
る。誰をも受け入れる寛容さと多様性、自由な気風が、スケー
トボードの魅力ですね」と語る片桐さん。東京オリンピックで
もライバル選手たちの間で、仲間として称え合う姿が印象的
だったが、実際に肌で感じてきた本人の口から発せられる言葉
には説得力がある。
　その東京オリンピック、追い風になったのだろうか。「まず、
オリンピック前のコロナ禍で子どもたちのスケーターが増えま
した。オリンピック後には、意外にも50～60代のお客様が増

えました。スケートボードは国籍、人種、ジェンダー、年齢を問
いません。多くの方にこの世界観を味わってほしいですね」と
期待を込める。どのような目的で楽しみたいか、一人ひとりの
ニーズを丁寧に確認しながら、この道30年以上のベテランの
手で最適な製品に仕上げる。「初心者の方にはぜひ店舗に足
を運んでほしいです。安心して何でも相談していただければ」
　最近は地域との関わりも増えてきた。競技人口が多くなっ
てきたのはうれしいが、肝心のスケートボードを練習できる
場所はまだまだ足りないという。「川崎市北部に練習場を作り
たいと、宿河原小学校に通うス
ケーターの子どもたちと署
名活動をしています。安心
して練習できる場所を増
やしていきたいですね」
　片桐さんの夢はこれか
らも続く。

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。

スケートボードの魅力を伝えたい

STOKE  ストーク

隠れた名店めぐりレポート

スタッフの佐久間さん（左）
と佐藤さん（右）

STOKE 
川崎市多摩区枡形6-2-4 1F
営 月〜土曜13:00〜20:00、日曜10:00〜18:00
休 火曜　 P あり
https://www.stoke-shop.com/

ウェルパーク（薬局）

小田
急線

ジョナサン◀多摩警察署
南口

府中街道

稲生橋

ダイエー
跡地STOKE

向ヶ丘遊園駅

スケートボードは基本的に
オーダーメイド。形、大きさ
などが異なるギアを組み合
わせて完成させる。

カラフルなデッキはまるでインテリアのよう。売り場スペースの向こうにはさら
に広いバックヤードに商品がうず高く積まれている。
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「グローカルアクト」主宰・今井雄也さん（麻生区・しんゆりアートパークスにて）

1. 昨年7月より始動した「麻生区 SDGs 推進隊」
（以下、推進隊）。公募により小学4年生から中
学1年生までの23人が集まった。

2. 区内にある SDGs につながるヒト・モノ・コトを
探して1枚の「麻生区サステナブルマップ」に落とし
込み、可視化する作業を行う推進隊の子どもたち。

3. 1月7日、「静岡市SDGs連携アワード」にお
いて、あさおのSDGsと麻生区役所の取り組み
が「ユースアクション部門賞」を受賞。また1月
29日、推進隊のプロモーション動画が「第3回
SDGs クリエイティブアワード」において、全239
作品の中から「SDGs ローカルアクション映像大
賞」を受賞した。あさおのSDGsは推進隊の活動
を全国に広めるため、この春、一般社団法人化す
ることが決まっている。

4. 1月16日、福田紀彦川崎市長や三瓶清美麻生
区長、地域の企業の担当者をゲストに迎え、「麻
生区こどもSDGsフォーラム」を開催。企画から
運営まで、全て推進隊の子どもたちが担当した。
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法人会会員
地域の元気な

企業
紹介

＜業務内容＞
中小企業様向け広報支援、SDGs導入支援
タウンコンサルティング、イベント企画
〒215-0021 川崎市麻生区上麻生5-9-10-325
TEL：090-2528-8918
https://glocalact.com/

グローカルアクト

　「今年はいろいろなことが動いていて、潮
目のようです」と話す、「グローカルアクト」主
宰の今井雄也さん。地元・麻生区を拠点に、
広報支援や SDGs 導入支援などを通して、
ビジネスや地域の活性化に取り組み、地域
の子どもたちからは「SDGs おじさん」と呼
ばれ親しまれている。
　元々はラジオ DJ やナレーターの仕事をし
ていた今井さんは、2011年の東日本大震災
を機に太陽光発電事業の会社に入社。その
後、小型バイオマス発電事業を行う会社へ移
り、営業や開発、広報を担当し、役員も務め
た。出張で日本全国を飛び回り各地の里山を
訪れる中で、都会から離れた場所でも人と人
とのコミュニケーションにより暮らしが活性
化されていることを目の当たりにし、大都市
一極集中に疑問を抱くように。それが自分の
足元の地域に関心を持つきっかけとなった。

地域視点で考え、地域で活動するーそして世界へ
　2020年1月、個人事業主として独立し、主
に中小企業向けにコンサルティング業務を展
開。SDGs に関しては、その前身「MDGs」（ミ
レニアム開発目標）が世界の共通目標だった
頃から関わってきたキャリアがある。「SDGs
は今後必ず伸びる分野だと確信していました」
　これまでは寝るためだけに帰ってきていた
地元で仕事をするようになり、初めてしっか
りとまちを見つめてみると、そこにはヒト・モ
ノ・ コトなど、さまざまな資産が。「これらを
SDGs というツールを使ってうまくつなぎ合
わせ、人とまちを改めてデザインできないだ
ろうか」。今井さんは地域の子育て世代のメ
ンバーを集めて2020年9月、市民団体「あ
さおの SDGs」を設立。SDGs の17のゴー
ルを基に地域のつながりを強め、よりよいま
ち、よりよい未来を子どもたちに手渡すため、
ソーシャルハブとしての活動もスタートした。

昨年はより住みよいまちづくりを推進すること
を目的に麻生区が取り組む「市民提案型協働
事業」に参加。区内の小学4年生から中学3
年生までの子どもたちを募り、「麻生区 SDGs
推進隊」を結成した。彼らが主体となって取り
組み発信する「このまちの SDGs を可視化す
る活動」は、大人が学ぶことも多いと、地域は
もとより県外からも注目されている。
　「SDGs を深めていくためには、まず足元
を見ること。それは企業においても同じです」
と今井さん。「SDGs 達成に向けて、うちの
会社は何をすればいいのだろう？」と悩む企
業には、SDGs の設計と広報ブランディング
の双方向からの提案も行っている。
　グローカルアクトではこう呼びかけている。

「Think Glocally, Act Locally ー地域視点
で考え、地域で活動しよう」。やがて地域や
国を越えて、世界へとつなげていくために。
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川崎西税務署では、以下の日程でインボイス制度の説明会を開催する予定です

☆☆ 法法人人、、個個人人事事業業者者のの方方、、どどななたたででももごご参参加加ででききまますす。。

【【日日時時】】 【【会会場場案案内内図図】】小小田田急急線線 新新百百合合ヶヶ丘丘駅駅南南口口 徒徒歩歩３３分分

令令和和４４年年５５月月 日日（（金金）） ～～

令令和和４４年年６６月月 日日（（金金）） ～～

令令和和４４年年７７月月 １１日日（（金金）） ～～

【【会会場場】】 川川崎崎市市麻麻生生区区上上麻麻生生１１－－３３－－

川川崎崎西西税税務務署署３３階階会会議議室室

【【定定員員】】 各各回回とともも３３００名名（（事事前前予予約約制制））

（（注注１１））ごご来来場場のの際際ににはは、、公公共共交交通通機機関関ををごご利利用用くくだだささいい。。

（（注注２２））定定員員ににななりり次次第第、、受受付付をを終終了了いいたたししまますすののでで、、予予めめごご了了承承くくだだささいい

【【申申しし込込みみ先先】】

川川崎崎西西税税務務署署 法法人人課課税税第第１１部部門門 ℡℡ ００４４４４－－９９６６５５－－４４９９１１１１（（代代表表））

※※ 音音声声ガガイイダダンンススにに沿沿っってて「「２２」」をを選選択択ししててくくだだささいい。。

川崎西税務署からのお知らせ 国　税川崎西税務署からのお知らせ 国　税
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神奈川県では、納税者の利便性向上のため、一部の納税証明書に

ついてオンライン請求の受付を開始しました。新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため、請求手続きは電子申請をご利用く

ださい。

〇個人事業税

所得年を指定した証明書

〇法人県民税・法人事業税等

事業年度を指定した証明書

〇自動車税種別割

登録番号を指定した証明書

納税義務者本人（法人の場合は代表者または社員に限ります。）

パソコンやスマートフォンから「 電子申請」を利用します。

画面表示に従い、必要事項等を入力してください。

〈〈申申請請ははここちちららかからら〉〉

申請受付後、申請内容を確認のうえ、納税証明書の請求者の住所

に郵送します。郵送代の負担はありません。

 
 
税目 年度につき 円です。

お支払いはクレジットカードまたは － ペイジー 決済です。

【お問合せ先】 神奈川県税務指導課 ０４５－２１０－１１１１ 内線 ２３３２、２３３４

オンライン請求で県税の納税証明書が

取得できます！

請求方法

手数料

納税証明書の交付方法

請求できる納税証明書

請求できる方

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
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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。

川崎西法人会 活動報告

　1月12日、ホテルモリノ新百合丘において2年ぶりに新春を祝う「賀詞交歓の
つどい」を開催いたしました。冒頭、鈴木憲治会長の年頭挨拶に続き、ご来賓の 
石本力川崎西税務署長、福田紀彦川崎市長、草壁悟朗川崎商工会議所会頭より
ご挨拶をいただきました。コロナ禍ということもあり会食は行えず、規模を縮小
せざるを得ませんでしたが、新会員の紹介、川崎西税務署広報大使の紹介など
を行い、お弁当のほかに、柿渋に銀イオンと純水を配合した除菌抗菌水をお持ち
帰りいただき、ご出席いただいた会員の皆様に喜んでいただくことができました。

「令和4年 賀詞交歓のつどい」開催

「令和4年 新春講演会」開催   「北野家の訓え」をテーマに北野大氏が登壇
　1月20日にホテルモリノ新百合丘で開催した新春講演会では、「マー兄ちゃん」
の相性で人気を博す工学博士で、タレント・ビートたけし氏の実兄としても知ら
れる北野大氏（秋草学園短期大学学長）にご登壇いただきました。「北野家の訓
え」と題して、母親・さきさんの思いが込められた北野家の5つの家訓、弟・たけ
し氏とのエピソード、テレビの裏話などをユーモアたっぷりにご紹介い
ただき、会場からは度々笑いが起こりました。最後には「人間は皆平等。
仕事や商売になると上下関係があるが、自分が上になるときこそ下にな
る謙虚な気持ちを大切に」と、ご自身の人生観を語られました。

「令和4年 税制セミナー」に参加しました
　2月15日に全国法人会総連合主催の「令和4年 税制セミナー」が開催されまし
た。ライブ配信による聴講も行われ、ハイアットリージェンシー東京を会場とし
た現地での聴講には、全国から約80人が訪れました。密を避けるため、1テーブ
ル1座席など徹底した感染防止策のもと2部構成で行われ、第1部は財務省大臣
官房審議官の青木孝德氏による「令和4年度税制改正について」、第2部は公益財
団法人東京財団政策研究所 研究主幹の森信茂樹氏による「今後の税財政改革の課題」についての講演が行われました。

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！

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

北野大氏のサイン色紙を
抽選で5名様にプレゼント！
右のQRよりご応募 
ください。
応募締切：4月28日（木）
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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の新田会長と3選手が川崎西税務署広報大使に
川崎西税務署は1月5日、川崎新田ボクシングジムの
新田渉世会長、現日本スーパーバンタム級王者の
古橋岳也選手、第56代日本フライ級王者・第34代日本
Lフライ級王者の黒田雅之選手、現日本ユース・ミニマ
ム級王者の伊佐春輔選手を川崎西税務署広報大使に
任命しました。広報大使たちは早速、国税電子申告・納
税システム「e-Tax」でスマートフォンを使った確定申告
を体験し、キャッシュレス納付をPRしました。

▲1月25日に後楽園ホールで行われた
日本スーパーバンタム級タイトルマッチ
にて、王者・古橋岳也選手が引き分けで
2度目の防衛に成功しました。

▲左より、川崎西税務署の石本力署長、川
崎新田ボクシングジムの新田渉世会長、
古橋岳也選手、黒田雅之選手、伊佐春輔
選手、川崎西税務署の吉澤光孝副署長。

新設法人説明会☆

決算法人説明会☆

インボイス制度説明会☆

行　事　名 開　催　日 時　　間 会　　場

※「☆」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
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

多摩市民館 第4会議室

新百合21ホール 第2会議室

新百合21ホール 第1会議室

14:00 ～16:20

15:25 ～15:554月14日（木）

14:00 ～16:20

4月15日（金）

インボイス制度説明会☆ 15:35 ～16:054月15日（金）

インボイス制度説明会☆

新設法人説明会☆

法人会事務局14:00 ～15:004月22日（金）

インボイス制度説明会☆

決算法人説明会☆

14:00 ～16:206月2日（木）

15:25 ～15:556月2日（木）

多摩市民館 第6会議室
14:00 ～16:206月3日（金）

インボイス制度説明会☆ 15:35 ～16:056月3日（金）

第10回通常総会
ホテルモリノ新百合丘７F

15:30 ～16:306月15日（水）

総会懇親会（予定） 17:00 ～18:306月15日（水）

健康セミナー☆ ホテルモリノ新百合丘７F15:00 ～16:306月27日（月）

「気になる糖尿病～糖尿病の予防から治療まで～」　新百合ヶ丘総合病院　糖尿病・内分泌代謝内科　西野和義先生

4月14日（木）

行事予定 令和4年4月～6月

新入会員紹介 令和3年11月～令和4年2月

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電話・URL業　種

稲 田 第 一 田代 利輔 自動車販売業 川崎市多摩区
菅４-１２-３８ ＹＴＲ１Ｆ

有限会社
ＷＯＲＬＤ ＩＭＰＯＲＴ

044-949-4312
https://world-import.biz/

稲 田 第 二
應家 晶 学術研究専門

技術サービス業
川崎市多摩区
登戸１９９８-１-２０２

オウイエデザイン
株式会社

044-712-3994
https://oie-design.com/

ＣＧ建築及び土木パース制作を中心としたデザイン会社です。グラフィック制作も行います。

稲 田 第 二
竹村 文雄 飲食業 川崎市多摩区

宿河原７-９-３６株式会社ＴＡＫＥ 080-3577-9559
http://www.take-inc.co.jp/

川崎エリアを中心に、さまざまな業態で飲食店の運営を行っています。

生 　 　 田 小林 邦明 建設業 川崎市多摩区
枡形５-２６-１-１０２株式会社ＴＡＸＣＥＬ 044-322-8127

生 　 　 田 山田 雄士 運送業 川崎市多摩区
枡形１-１-１-１０９

合同会社
トランスポートＲ２ 044-934-3378

麻 　 　 生 梶 稔 川崎市麻生区
岡上２-２６-２５（賛助会員） 044-988-0986

麻 　 　 生
田中 貴子 除菌製品

製造販売
川崎市麻生区
下麻生２-３１-１３柿渋隊株式会社 044-281-5367

https://www.kakishibu-agplus.com/

ウィズ＆アフターコロナを安全に生活するための製品を作っています。

麻 　 　 生
安岡 毅博 清掃業 川崎市麻生区

王禅寺東３-３-１０-５０４
株式会社掃除の助

八八八
080-4888-4460

https://soujinosuke888.com/

私共の理念は誠実でございます。皆様の生活の充実と快適さを提供いたします。

管 　 　 外
山本 満博 不動産業 川崎市中原区

下小田中１-２６-１０-３１１
株式会社
イークリード

070-6926-4798
https://ecreed.jp/

事業用不動産が得意な不動産屋。音楽賃貸アパートの企画を提案いたします。

1.  相 談 日　 ■ 4月14日（木）  ■ 5月12日（木）  ■ 6月9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

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） 
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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

　 デルタ株もようやく下火になり、ちょっとした幸せ感に浸って過ごした年末年始でしたが、オミクロ
ン株という変異株に覆われ、再び制約ごとの多い生活に逆戻りとなってしまいました。そんな中、
1月末には春の甲子園、選抜高校野球大会の出場校発表で、推薦確実とされていた東海大会準優

勝の静岡の高校が落選。4 位の岐阜の高校が晴れて出場。また、2 月の北京五輪では数多くの問題が発生。選抜も五輪も出す、出
さないが大きな焦点になりました。私見ではありますが、選抜は推薦されなかった高校より推薦された高校の方が辛いと思います。
なぜなら力量が勝っての推薦ですから優勝しかありません。五輪のフィギュアも高校野球も当事者ではなく、それを取り巻く者たちの
責任と問題があると思うのですが…。

公益社団法人 川崎西法人会　広報委員会 副委員長　青木 弘

◆ 多摩区
人　口　　222,969 人（前年同月より +1,281 人）
世帯数　115,699 世帯（前年同月より +1,942 世帯）

◆ 麻生区
人　口　 180,666 人（前年同月より−188 人）
世帯数　80,274 世帯（前年同月より +647 世帯）

多摩区・麻生区DATA
2022 年 2 月1日現在


