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麻生川沿いのお散歩ついでに
Cafe ちょくちょく 

P.10
常に時代を先取りしながら、新しい霊園を
有限会社ニッセキ 

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10月31日（月）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！

秋号



　麻生川といえば、沿岸約1km にわたって桜並木が続く、地
元では言わずと知れた花見の名所。春はもちろん、一年を通し
て多くの人たちが散歩を楽しむ。そんな麻生川沿いの住宅街、
小田急線・柿生駅北口から徒歩約7分の所に、今年3月「Cafe
ちょくちょく」がオープンした。「散歩の途中にふらっと立ち寄っ
てもらいたくて」と語るのはカフェオーナーの井上直（いのうえ
ただし）さん。店名は「ちょくちょく来てほしい」「産地直送」と、
井上さんの名前を掛け合わせて付けられた。
　エメラルドグリーンの木の扉を開けると、ナチュラルテイストの
床と家具、白い壁に飾られたドライフラワーなど、温かくて居心
地の良い空間が広がり、「ちょっとおしゃれな友人宅を訪れている
気分でくつろいでほしい」というコンセプトが感じられる。「1年ほ
どかけて、家族や友人たちと一緒に壁を塗ったり、棚を作ったり。
その分思い入れが強くなりました」と語る井上さん自身が、肩肘

張らない自然体な人。友人宅を訪れたような
気持ちにさせる不思議な力を持っている。

　　普段は3種のランチセットの他、デ
ザート、ドリンクを提供。水曜と土曜
にはパスタメニューも加わる。井上さ
んが手掛ける料理には、麻生区産の
新鮮な野菜や卵がたっぷり使われて
いる。生まれも育ちも麻生区の井上さ
んの実家は三代続く農家。実家産を
中心にそのとき手に入る旬の野菜に
合せてメニューを考える。伝統野菜の

万福寺ニンジンやラリーノ（ミニキュウリ）など珍しい野菜が登場
することもある。素材によってさまざまな食の体験ができそうだ。

「ちょっと傷がある野菜でも味は変わりませんから。ソースや
ジャム、ピクルスなどもできるだけ自分の手で作るようにして
います」。パンも手作り、スープも手間暇掛けるこだわりよう。
一人で切り盛りする大変さをひとかけらも見せないのは、自身
のキャラクター以上に、料理を通して地元野菜の魅力を伝え
たいという気持ちが大きいからかもしれない。

「ゆくゆくは野菜や野菜の加工品を売ったりしたいですね。野
菜にちなんだイベントやワークショップもできれば」と夢は膨
らむ。看護師の奥様とともに、認知症カフェを開催するという
大きな夢もある。野鳥たちが羽を休めにくる麻生川のように、
地域にとってほっと休める場所になるだろう。

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。

麻生川沿いのお散歩ついでに

Cafe ちょくちょく

隠れた名店めぐりレポート

左／黒川産の卵を使ったク
リームプリン。キャラメルソー
スは別添えで。ランチを注文
した場合はプラス300 円で
味わえる（単品 350 円）。他
にも旬の素材を生かしたス
イーツが用意されている

ランチセットは本日のスープとドリン
ク付き。メニューは不定期に変わるの
で、次はどんな料理を出会えるのか楽
しみになる。上／ペーコンとたっぷり
野菜のトマトソースサラダプレート（白
パン付き、1,200円）。右／炙りチー
ズのミートソースバケット（1,000円）

自家製白パンは２種
のオリーブオイルで

Cafe ちょくちょく 
川崎市麻生区上麻生5-1-13-2
TEL.044-400-1522
営 10:00〜17:00（ランチ11:00〜14:30）
休 日 · 月曜　 P なし
https://www.instagram.com/cafechokuchoku/

メルセデス
ベンツ

麻生中
↓

柿生小

マルエツ

新百合ヶ
丘▶

小田急
線

麻生川

片平

CafeちょくちょくCafeちょくちょく

柿生駅
南口

北口

尻手黒川道路

津久井道

オーナーの井上直さん

ナチュラルテイストの家具がゆったり配置された、くつろぎの店内。春には窓
越しに、麻生川沿いの満開の桜を愛でることができる絶好の立地
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　川崎西法人会 青年部会は、多摩区・麻生区在住の小学5・6年生を対象とした「お仕事体験型
租税教室」を、7月27日に新百合トウェンティワンホールにて開催しました。教室では子どもたち
に下記6つの職業を体験してもらい、その報酬として仮想通貨「KENTA」を配布、最後は収入額
に応じて納税を体験してもらいました。
　青年部会では以前、「会社見学・租税教室バスツアー」を実施していましたが、コロナ禍の中で
はそれも難しくなりました。何か他の方法で、せっかくなら企業PRも兼ねて楽しく税金について
学べるものをと、今回は初めて職業体験型の租税教室を企画しました。参加した子どもたちは、「お
仕事の大変さと税金の大切さを知ることができた」「税金は学校の設備や国のいろいろな工事などにも使われるので大切だと思う」

「納税を子どものうちに体験できてよかった」などと感想を話し、教室を通じて税金をより身近に感じ、理解が進んだようでした。

　川崎西法人会ならではのやり方で、楽しく税金について学ん
でいいただいた租税教室。青年部会では、来年度に向けてさら
にブラッシュアップした内容を検討してまいります。

さまざまな職業体験を通じて収入を得ることを学び
模擬納税を体験！

お仕事体験が終わったら、収入額に
より納税を体験しました

納税が完了した子どもたちには、納
税証明書とお菓子をプレゼント

まずはオリエンテーションで説明を
受けてから、お仕事体験開始！

終了後、青年部会メンバーと出展者で記念撮影

プロレスラー練習生体験
夏休みを元気に過ごせる体づくりを、現役
プロレスラーから学びました
提供：プロレスリング・ヒートアップ

プラネタリアン体験
夜空を見ながらプラネタリウムの解説員
になりました
提供：アストロコネクト

ボクシングチャンピオン体験
王者経験者からミット打ちや頂点に立つ
ため必要なことを学びました
提供：川崎新田ボクシングジム

プログラミング体験
パソコンを使ってプログラムを組み立て
ると何が動くのかを体験しました
提供：川崎西法人会

ゴッドハンドで親孝行体験
マッサージを勉強して親孝行。これでご
両親も肩こりから解放されるかも
提供：mana 整骨院

民事・刑事 法律実務体験
弁護士さんはどんな仕事をしているの
か、法律の基本を学んで体験しました
提供：おおどおり総合法律事務所

体験
1

体験
6
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2

体験
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3
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実施報告
お仕事体験型租税教室お仕事体験型租税教室
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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月の人事異動により、川崎西税務署長を拝命し、
東京国税局査察部査察開発課課長から転任して参りまし
た馬見塚でございます。前任の石本署長と同様のご厚情
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　公益社団法人川崎西法人会の役員並びに会員の皆様方
には、日頃から税務行政に対しまして深いご理解と多大な
るご協力を賜り、心から厚く御礼申し上げます。
　貴会におかれましては、各種研修会・講演会等の開催、
区民祭における広報活動、「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て正しい税知識の普及
と納税道義の高揚に努められるとともに、「企業見学会」
や「かわにし交流会」、「クラシックアンサンブルの夕べ」
の開催など、地域社会に密着した社会貢献活動など、多
種多様な活動を積極的に展開されております。
　このような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、私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、新型コ
ロナウイルス感染症の影響もあり、経済取引のデジタル
化、グローバル化の急激な進展により、大きく変化して
おります。
　このような中、国税庁では、デジタルを活用した税務
手続や業務の在り方の抜本的な見直しに取り組み、「納税

者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」
を２本の柱としつつ、「あらゆる税務手続が税務署に行か
ずにできる社会」の実現を目指し、税務行政のデジタル・
トランスフォーメーションの一層の推進に努めているとこ
ろです。e-Taxやキャッシュレス納付は、ますます便利に
なっていきますので、申告や納付の際には、ぜひ、ご利
用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
　また、来年 10 月から消費税のインボイス制度が導入さ
れることとなっております。このインボイス制度は免税事
業者を含む多くの事業者の方々にとって、それぞれの事業
の実態に応じた対応や準備を進めていただくことが重要と
なっております。このため、国税当局としましても、制度
の円滑な導入・実現に向けまして、国税庁ホームページ
の「インボイス制度特設サイト」に、制度を解説した動画、
各種パンフレットやＱ＆Ａを掲載しているほか、オンライ
ン説明会等の開催などを行っております。
　川崎西法人会の皆様方におかれましても、ご自身の準
備を進めていただくとともに、事業者の皆様の準備が円
滑に進むよう、引き続き、制度の周知・広報に、より一
層のお力添えを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
　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ご事業のご
繁栄を心から祈念いたしまして、私の着任の挨拶とさせて
いただきます。

着任のご挨拶

川崎西税務署長

ま　み つか　  たけはる

馬見塚　武治

川崎西税務署　定期人事異動報告

令和４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 旧

氏　名 前任署等 氏　名 新任署等

署　長
まみつか たけはる

馬見塚 武治
東京国税局　査察部
査察開発課　課長

いしもと　つとむ

 石本　力 退　　官

副署長
よしざわ みつたか

 吉澤 光孝 留　　任
よしざわ みつたか

 吉澤 光孝

総務課長
きむら　ともみ

木村　友美
東京国税局　課税第一部
資料総括課　総括主査

たけだ　あきら

武田　章
柏署 総務課
総務課長

総務課長補佐
ぐんじ　たけし

郡司　武士
小田原署　法人課税第３部門　

上席国税調査官
おざわ　ゆうこ

小澤　優子
東京国税局　課税第一部
資料調査課第ニ課　主査

法人課税第１部門
統括国税調査官

かとう　まなぶ

加藤　学
東京国税局　総務部
厚生課　厚生専門官

おおしも　くみこ

大下 久美子
東京国税局　課税第一部

統括国税実査官　総括主査

法人課税第２部門
統括国税調査官

かきざき　ひでかず

柿﨑　秀和
武蔵府中署

法人課税第４部門
統括国税調査官

たつみ　ゆうじ

巽　裕司
王子署　法人課税第３部門

統括国税調査官

法人課税第３部門
統括国税調査官

にしばら　よしふみ

西原　義文
麻布署　法人課税第 11 部門

統括国税調査官
やまばた　ゆうじ

山端　勇司
国税庁

システム高度化推進担当
主査

法人課税第１部門
総括上席国税調査官

いしい　けんじ

石井　賢二
東京国税局　総務部
情報システム第三課

総務係　係長

くどう　たかひろ

工藤　孝洋
東京国税局　総務部
情報システム監理係

係長

法人課税第１部門
上席国税調査官

いけだ　けんじ

池田　研司 留　　任
いけだ　けんじ

池田　研司
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消 費 税 イ ン ボ イ ス 制 度 説 明 会 の お 知 ら せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

川崎西税務署では、以下の日程でインボイス制度説明会を開催

します。【法人・個人事業者の方、どなたでもご参加できます。】

【日時】 午前の部 午後の部

令和４年１０月１ 日（火） ～ ～

令和４年１０月１９日（水） ～ ～

令和４年１１月 １日（火） ～ ～

令和４年１１月 ２日（水） ～ ～

令和４年１２月 １日（木） ～ ～

令和４年１２月 ２日（金） ～ ～

【会場】 川崎西税務署３階会議室

川崎市麻生区上麻生１－３－

【会場案内図】小田急線 新百合ヶ丘駅南口 徒歩３分

【定員】 各回とも３０名（事前予約制）
（注１）ご来場の際には、公共交通機関をご利用ください。

（注２）定員になり次第、受付を終了いたしますので、予めご了承ください。

【申込先】

川崎西税務署 法人課税第１部門 ℡０４４－９６５－４９１１（代表）

※ 音声ガイダンスに沿って「２」を選択してください。

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

～知っていますか インボイス制度？～

【インボイス制度の概要】

１ 令和５年 月１日からインボイス制度が始まります。

２ インボイスとは「適格請求書」のことです。

「適格請求書」とは、皆様が今、使用している請求書等に

登録番号、適用税率及び適用税率に応じた消費税額等を追加

した請求書等のことです（下線部が追加事項）。

３ インボイス発行事業者となる（適格請求書を発行する）た

めには、令和５年３月３１日までに登録申請書を提出する必

要があります。

（登録の有無により想定される影響）
※ 登録を受けるかどうかは事業者の任意です。必要に応じて、取引先と相談してください。

⑴ 仕入先が登録していて、皆様の事業所が登録していない場合

⑵ 仕入先が登録していなくて、皆様の事業所が登録している場合

【これから検討する方・詳しく知りたい方は・・】

○ 右の コードをご確認いただくことで、インボイス

制度の概要と申請手続がわかります。

○ 川崎西税務署では、インボイス制度の説明会を開催し

ております。

「消費税インボイス制度説明会のお知らせ」をご確認いただき、是非ご参加く

ださい。

インボイス制度

が始まったら

どうなるの

その疑問に

お答えします！ 
 

（インボイスのイメージ）

御中 〇月×日
請求書

８％対象：〇〇円

（消費税 〇〇円）

登録番号 ・・

％対象：〇〇円

（消費税 〇〇円）

〇月×日 〇〇円

・

・

（皆様の事業所：未登録）（仕入先：登録） （売上先）
（仕入）

インボイス

（売上）

インボイスなし 仕入税額

控除不可

（皆様の事業所：登録）（仕入先：未登録） （売上先）（仕入）

インボイスなし
（売上）

インボイス

仕入税額

控除可能

インボイス制度

を知りたい！

説明会動画

を見たい！

仕入税額

控除不可
仕入税額

控除可能

川崎西税務署からのお知らせ 国　税
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川崎市からのお知らせ 市　税

eLTAX ではインターネットバンキングなどのペイジー納付のほか、ダイレクト納付が利用できます。 

便利なeLTAX
エルタックス

で納税しませんか？ 

□金融機関の窓口へのお出かけ不要！ オフィスや自宅の PC から電子納付できます。 

□eLTAX の利用手数料は無料！ 

□電子申告から納税までワンストップで手続きできます。 

□地方税について、複数の地方公共団体へ一括申告・納税ができます。 

□神奈川県の公金を取り扱っていない金融機関からでも納付できます。 

□電子納税なら納付書の印刷不要！ ペーパーレスにも貢献します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

エルタックス 検 索 詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.eltax.lta.go.jp/  

 

ダイレクト納付とは…  

利用者が事前に登録した金融機関口座から、支払金額を引き落とし、納税する方法 

★インターネットバンキングの契約不要 

★納付期日指定が可能 

★税理士などの代理人に依頼しての納付が可能 

●法人都道府県民税・事業税 

●特別法人事業税（地方法人特別税） 

●法人市町村民税 

●事業所税 

●個人住民税（給与特徴、退職所得に係る納入申告） 

8：30～24：00 

平日・月末最終土曜日と翌日の日曜日 

※別途、休日に利用できる日があります。 

簡単  
どこでも 

手続き！ 
無料 

eLTAX で納税できる税金の種類は？ 

 

便利なダイレクト納付をぜひご利用ください！ 

 

利用できる時間は？ 

 

神奈川県からのお知らせ 県　税
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第5回

若手音楽家たちによるクラシックコンサートで、優雅なひとときをお届けします。

井出 司
（テノール）

高橋 宏典
（バリトン）

渡辺 祥子
(ソプラノ)

北薗 彩佳
（メゾソプラノ）

末武 稀更
（司会／ピアノ）

内藤 香里
（エレクトーン）

・井出 司（テノール）
・高橋 宏典（バリトン）
・渡辺 祥子（ソプラノ）
・北薗 彩佳（メゾソプラノ）　
・末武 稀更（司会／ピアノ）
・内藤 香里（エレクトーン）
・多摩ソーシャルデザインセンター合唱団、ほか

出

　演

多摩市民館  大ホール

2022 Friday12.16
18:00開演（17:00開場）20:00終演

公益社団法人 川崎西法人会主催 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

事前申込み制
全席自由（先着順）
※こちらの�次元コードよりお申込みください

入場無料
多摩区に

ゆかりのある
合唱団との
コラボレー

ション！

｜L.V.ベートーヴェン｜
交響曲第九番第四楽章（合唱付き）
｜G.ビゼー｜
歌劇「カルメン」より「闘牛士の歌」
｜坂本龍一｜
戦場のメリークリスマス　ほか

演
奏
予
定
曲
目

【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

代表取締役の小林伸行さん（前列中央）とスタッフの皆さん

1  霊園は緑豊かな里山に囲まれた小高い丘に
広がり、四季折々の眺望がすばらしい。欧風の白
亜のコラムが緑に映える。
2  少子高齢化に伴い増えてきたニーズにも応
え、永代供養墓も用意。正月、春秋のお彼岸、お
盆の年4回、僧侶による読経・献花を行っている。
3  墓石には「ファントーニ彫刻」を施すことも可
能。従来の均一的な方法とは違い凹凸をつけたダ
イナミックな立体感と自由なデザイン力が特徴。
4  ポンパドールをはじめ、大小500以上の欧風モ
ニュメントが霊園を飾る。主にイタリア製。専属の
塗装業者の手で3度のコーティングを施している。
5  バラ、マリーゴールド、ペチュニアなど、年間を
通じて100種類以上の草花が園内を彩る。伸行
さん自らが手入れ作業をすることも珍しくない。
6  霊園の利用者向けにペット専用の永代供養墓
所をオープンする。最も見晴らしの良いロケーショ
ンに建ち、ペットの彫刻やモニュメントが目を引く。

1

4

32

5 6

麻生区

C
om

pa
ny

 In
tr

od
uc

ti
on

法人会会員
地域の元気な

企業
紹介

＜業務内容＞
霊園「ヒルズ川崎聖地」の運営・管理
〒215-0027
川崎市麻生区岡上1128
TEL：044-986-5360
http://hills-kawasaki.com/

有限会社 ニッセキ

　緑あふれる里山に囲まれた小高い丘、白亜
のヨーロピアンモニュメントが広い青空に映え
る。色とりどりの草花に手入れの行き届いた芝
生、その先の遊歩道を歩いていると、涼やかな
風が吹き抜ける。時間を忘れてつい長居したく
なる場所が、小田急線 ・ 鶴川駅から徒歩約6
分の「ヒルズ川崎聖地」。明るく開放的で公園
のような霊園が迎えてくれる。
　「これまでの『怖い』『暗い』という霊園に対
するイメージを変えたくて、明るくて気持ちの
いい公園のような空間を目指しました。50年
先まで古びないものをつくりたかったんです」
と笑顔で語るのは、有限会社ニッセキ代表取
締役の小林伸行さん。父親の小林康久さんが
2000年に開園し、今年で22年目を迎えるヒ
ルズ川崎聖地の運営・管理を行っている。
　コンセプトは「花と緑と彫刻」。仏像の代わ

常に時代を先取りしながら、新しい霊園を
りに白亜のヴィーナスを設置し、花 で々彩られ
たヨーロピアンスタイルの霊園を実現させた。
また、園内の12の聖地は、バラ、らん、ききょ
うなどの花の名称で統一。季節ごとに草花を
植え替えるなど手入れも行き届き、心やすらぐ
空間を創り上げている。

「お客さまに喜んでいただくためには、こまめ
な手入れが欠かせません。外注せずに社内の
スタッフたちの手で行っています」と伸行さん。
現在、男女15名のスタッフが交代で敷地内の
管理を行っており、この日も和気藹 と々した雰
囲気のなか、汗を流しているスタッフたちの姿
が印象的だった。
　もうひとつ印象的だったのは、個性豊かな
墓石が多いということ。形、サイズ、色、素材、
彫刻デザイン、刻まれた文言など、多種多様な
墓石が目を楽しませてくれる。縦に長い和型の

墓石が少ないので、空も広く感じる。
「当園ではあまり縛りを設けていないので、そ
の人らしいお墓を選んでいただけます」
　自由な発想から、時代のニーズに合わせて
次 と々新たなサービスも生まれている。

「永代供養墓、ペットの埋葬、お参り代行サー
ビスのほか、身元保証サービスやお葬式窓口
など、お客様の不安を取り除けるようなサービ
スもご提供していきたいと考えています」。霊
園の運営 ・ 管理という既存の枠から飛び出し
て、外部の事業者とタッグを組み、きめ細やか
なサービスを取り揃える同園。顧客のニーズを
すばやくキャッチして、協力者を巻き込みなが
ら形にしていくところには、約20年務めた株式
会社丸井で培った力も生かされていると話す
伸行さん。これからも時代を先取りしながら、
新たな霊園のあり方を提案していくだろう。

事前申込み制

こちらの2次元コードより
お申込みください

入場無料

プロフィール
東京都世田谷区生まれ。1987年早稲田大学を卒業後、フジテレビのアナウンサーに。朝の情報番組「と
くダネ！」を20年間担当後、2019年9月末日に33年勤めたフジテレビを退社し、フリーアナウンサーとな
るが2か月後に血液のがんである悪性リンパ種と判明。4か月半の入院、治療の結果「完全寛解」となる。
現在、テレビ、ラジオ、講演、がん知識の普及活動など幅広く活動している。2020年11月に、人生の困
難を乗り越えるエッセイ「生きる力～引き算の縁と足し算の縁」（KADOKAWA）を出版。

公益社団法人

川崎西法人会
お申込み・お問合せ TEL:���-���-����
E-mail : info@kawasakinishihojinkai.or.jp

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

※発熱等、体調が優れない場合
は、参加をお控えください。
※情勢を鑑み、やむを得ず変
更や中止となる場合がござ
います。予めご了承くだ
さい。

小田急線「新百合ヶ丘」駅
北口徒歩3分

会場
麻生市民館 大ホール

令和5年 新春講演会

笠井信輔 Kasai 
Shinsuke講 師

がんが教えてくれた「生きる力」演 題

2023年1月18日 15:00～16:30
（受付 14:00）水
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川崎西法人会 活動報告

県連女性部会連絡協議会セミナーが開催されました
　令和4年度の県連女性部会連絡協議会セミナーは、9月13日に崎陽軒本店5階

「マンダリン」にて開催され、講師に宮本アソシエイツ代表の宮本佳代子氏をお迎
えしました。「唯一無二 宮本佳代子流生き方～年齢は財産～」と題してご講演をい
ただき、当会からは7名が出席いたしました。宮本佳代子さんは元エスエス製薬会
長・泰道照山氏の孫、というより元内閣総理大臣・小泉純一郎氏の元妻。そして
俳優の長男・小泉孝太郎氏、政治家の次男・小泉進次郎氏の実母でいらっしゃい
ます。セミナーはお話のテンポがよく、とても気持ちよくお聞きすることができました。

　令和5年10月1日よりインボイス方式（適格請求書保存方式）の導入が予定
されています。稲田第二ブロックでは、消費税軽減税率制度導入に伴うこの改正
点を正しく理解しようと、同ブロック幹事であり、東京地方税理士会 川崎西支部 
副支部長の古舘修税理士（昭和税理士法人）を講師として、8月7日に多摩市民
館にて研修会を開催いたしました。ブロック会員19名が参加する中、インボイス
制度の仕組みをわかりやすく解説いただき、自社の登録申請の必要性など改めて
意見交換をして、さらに理解を深めようと早くも次の研修会が予定されました。

稲田第二ブロック インボイス制度導入に関する研修会を開催しました

　6月22日、柏屋にて女性部会事業報告会を開催いたしました。第1部の研修
会では川崎西税務署 法人課税第1部門 統括国税調査官の大下久美子様を
講師にお迎えし、「国税組織における女性の活躍」という女性部会ならではの
演題で、ご自身のこれまでの活躍の場についてお話をいただきました。第2部で
は昨年度の事業報告や今年度の事業計画などが報告され、第3部の懇親会ま
で開催いたしました。この2年開催ができなかったこともあって、会員相互の交流を改めて行うことができました。

女性部会事業報告会を開催しました

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

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） 

　7月13日、横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ5階「日輪」において、県連
主催の役職員研修会が開催されました。第1講座は「資源循環経済政策につ
いて」という演題で、経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 課長補佐
の吉川泰弘氏が、第2講座は「海岸のごみはどこから来るのか？」という演題で、
公益財団法人 かながわ海岸美化財団 代表理事の松浦治美氏が講師を務め
られました。当法人会からは6名が出席し、資源環境問題について両名のお話を聴講しました。

県連主催の役職員研修会が開催されました

第8回健康セミナーを開催しました
　6月27日、ホテルモリノ新百合丘において8回目となる健康セミナーを開催いたし
ました。今年度は医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院の糖尿病・内分泌代
謝内科部長である西野和義先生をお招きして、「糖尿病がなぜ怖いか～正しく怖が
ろう～」という演題で、およそ1時間半の講義を行っていただきました。セミナーに
は当会会員をはじめ一般の方 5々2名が参加し、そのうち60代以上の年配者が全
体の8割を占める中、皆様より「糖尿病に関する正しい知識を得ることができた」などのお声をいただき、盛況のうちに終わりました。

法人会功労者表彰式が開催されました
　6月28日、横浜ベイホテル東急の地下2階「クイーンズグランドボールルー
ム」において、法人会功労者表彰式・祝賀会が開催されました。当会からは全
法連功労者表彰規程に基づく法人会功労者として、稲田第二ブロックの石橋
博相談役、また県連表彰規程に基づく法人会功労者として、同じく稲田第二ブ
ロックの鈴木秀幸副会長と稲田第一ブロックの濃沼健夫税制委員長が表彰さ
れました。おめでとうございました。
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第2回かわさきWESTオープンゴルフ

決算法人説明会☆

新設法人説明会☆

行　事　名 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

麻生区役所前広場及び駐車場

生田緑地中央広場

横浜カントリークラブ

川崎国際生田緑地ゴルフ場

川崎西税務署

川崎西税務署

第40回あさお区民まつり（出展）☆

第38回法人会全国大会・千葉大会

第45回多摩区民祭（出展）☆

幕張メッセ

川崎3法人会青年部会ゴルフコンペ

川崎西税務署長講演会 川崎西税務署

新百合ヶ丘～向ケ丘遊園商店街消費税完納推進キャンペーン

川崎西税務署納税表彰式

沖縄アリーナ

新百合21多目的ホール

第36回全国青年の集い・沖縄大会 11月2４日（木）15:00～11月25日（金）19:00

新設法人説明会☆ 川崎西税務署

決算法人説明会☆ 川崎西税務署

第4回クラシックアンサンブルの夕べ（クラシックコンサート）☆ 多摩市民館 大ホール

時　　間

14:00 ～16:20

14:00 ～16:20

9:22スタート

10:00 ～16:00

14:00 ～18:30

9:30 ～15:00

9:06スタート

13:15 ～14:00

14:15 ～16:30

15:00 ～17:00

14:00 ～16:20

14:00 ～16:20

18:00 ～ 20:00

開　催　日

10月6日（木）

10月7日（金）

10月9日（日）

10月13日（木）

10月15日（土）

10月26日（水）

11月14日（月）

11月14日（月）

11月16日（水）

12月6日（火）

12月8日（木）

12月16日（金）

10月3日（月）

行事予定 令和4年10月～12月

新入会員紹介 令和4年6月～8月

ブロック名 法人名 代表者名 所在地 電話・URL業　種

稲 田 第 二
新田 咲与 高齢者向け

生活支援サービス
川崎市多摩区
登戸２９２９

くらしのパートナー
ｍａｇｏｎｏｔｅ

050-6879-4618
https://kurashi-magonote.jimdofree.com/

かゆいところに手が届く！ 日常の些細なお困りごとを解決します。

稲 田 第 二
山口 翔矢 フィットネスジム 川崎市多摩区登戸３３７５－１

第２ＴＳＳビル ゼロワンジム２階株式会社ゼロワン 070-4361-1788
https://www.zeroonegym.com/

初心者に優しくフィットネスの楽しさをお伝えし、ご指導させていただきます。会員様の継続率に自信あり！！

管 　 　 外 樋口 真人 生命保険業 川崎市川崎区日進町７－１
川崎日進町ビルディング１３Ｆ

株式会社かんぽ
生命保険川崎支店

044-222-3085
https://www.jp-life.japanpost.jp/

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

当会ホームページにある企業紹介ページを利用して、自社の紹介をしませんか？
新型コロナウイルス感染拡大以降、ニューノーマルという言
葉が定着し、これまでのビジネススタイルが一新され、オン
ラインで仕事をする機会が増え、デジタル化の流れが促進
しています。また、地元で解決できる問題は地元の企業に依
頼することが地域の発展につながることになるため、川崎西

法人会では会員企業様のビジネスをより一層支援してまい
ります。当会ホームページにある企業紹介ページでは、会員
企業様を掲載料無料でご紹介しています。ご利用を希望さ
れる場合は、詳細を下記URLにてご確認いただくか事務局
までお問い合わせください。

会員企業紹介ページ 掲載情報追加依頼フォーム
https://www.kawasakinishihojinkai.or.jp/member-registration/

1.  相 談 日　 ■ 10月13日（木） ■ 11月10日（木） ■ 12月8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

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！

14 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2F）
TEL 045-471-7541

　 広報誌「かわにし」116 号をお読みいただきありがとうございます。今回、川崎西法人会青年部と
して初の「お仕事体験型租税教室」を開催いたしました。当日はとても暑い日でしたが、多くの子
どもたちが参加し、納税を体験していただきました。子どもたちが納税を真剣に体験している姿を

お届けできればと思います。このような活動を広報誌としても宣伝していき、より多くの方に周知、参加していただけるように努力を
してまいりますので、今後とも「かわにし」をよろしくお願いいたします。

公益社団法人 川崎西法人会 広報委員会
吉澤 將人

◆ 多摩区
人　口　　224,246 人（前年同月より +934 人）
世帯数　117,546 世帯（前年同月より +1,730 世帯）

◆ 麻生区
人　口　 180,858 人（前年同月より−279 人）
世帯数　81,089 世帯（前年同月より +651 世帯）

多摩区・麻生区DATA
2022 年 9 月1日現在


