
2023

vol.

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

公益社団法人

川崎西法人会

117

左右の絵で違うところを5つ探してね！

「HANAあかり～HANA・BIYORI×竹あかり～」 和傘のライトアップ

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1月30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！

冬号
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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
2023年　川崎西法人会

祝二
〇
二
三

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43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46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34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

【令和5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！

○厳しい経営環境を踏まえ、中小企業の活性化に資する税制を！

○中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

令和５年度税制改正スローガン

おめでとうございます　 令和4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。
　「令和５年度税制改正に関する提言」は、これまでの「円安・株高」の構図が崩れ、
また、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー需給の逼迫を背景にした世界的な
物価上昇や、さらに上昇を助長する原因となっている日本とアメリカの金利差に大
規模緩和政策を転換できなかったことに論点を置いています。
　当会では10月31日に地元選出の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、また11月1日には衆議院神奈川第9区選出の笠浩史議員に対し、両日にわたり永田町の衆議院議員会館を訪れ提言活動
を行いました。また、これまで川崎南法人会が市内3単位会を代表して提言活動をしていた川崎市に対し、今年度は3単位会合同で11
月29日に川崎市役所を訪問し、福田紀彦市長および橋本勝市議会議長、織田勝久市議会副議長に提言活動を行いました。

11月16日、新百合トウェンティワンホールにて行われた令和4年度
納税表彰式において、国税局関係の受彰者が馬見塚武治署長より
表彰状を授与されました。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。

芳賀 広志
常任理事　厚生委員長
キャンソフト株式会社

松浦 孝憲
常任理事　事業研修委員長
有限会社中野島不動産

山田 浩治郎
理事　生田ブロック長代理
有限会社ビロング

吉岡 宏
常任理事　生田ブロック長
有限会社ほけんdays

古橋 大輔
川崎新田ボクシングジム

川崎西税務署長表彰受彰者

吉場 八重子
理事　事業研修副委員長
川崎西間税会 副会長
株式会社大里工業

川崎西税務署長感謝状受彰者 東京国税局長表彰受彰者

伊東 宏之
常任理事　IT委員長

株式会社ウェブロジック

岩倉 宏司
理事　IT副委員長

株式会社エリアブレイン

大野 高幹
理事　青年副部会長
有限会社石野電気柿生店

嶋 雅明
理事 稲田第二ブロック長代理
株式会社ステップ

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。
　旧年中は法人会の運営に格別なご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと 2 月から始まったロシアのウク
ライナ侵攻によるエネルギー需給の逼迫を背景にした世界的
な物価上昇や、10 月には 1ドルが 150 円台まで値下がりし
1990 年 8 月以来およそ 32 年ぶりの円安水準を更新するなど
しました。一方で、感染拡大を防止しながら日常生活や経済
社会活動を継続できるようコロナ共生社会に向けて 10 月から
は全国旅行支援が開始され、ハロウィンなど大型イベントが
続 と々再開され、屋外ではマスクなしを国が推奨するなど、新
たな行動制限緩和の取り組みが進められた年でもありました。
　当会におきましても、会食は控えたものの会員相互の親睦を

図る新年賀詞交歓会やゴルフコンペ、また健康セミナーや税制
セミナーなどの各種セミナーが開催でき、少しずつではありま
したがこれまでの法人会活動を取り戻した一年となりました。
　本年は会員の皆様との連携を深めることによる退会防止、
利便性・効率性を高めるためのデジタル化の推進や皆様の健
康と安全を第一としつつ、地域社会への貢献を目的としたさま
ざまな事業展開を図れるよう全力を尽くしてまいりますので、
より一層のご支援・ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上
げます。
　末筆ではございますが、今年の干支であるうさぎのように
ピョンピョン跳ねる飛躍の一年に、また古くから「月」のシン
ボルであるうさぎにあやかり「ツキ」を呼ぶ一年になりますよう
お祈り申し上げます。

新年のごあいさつ

川崎西税務署 署長　馬
ま み つ か

見塚 武
た け は る

治

　新年あけましておめでとうございます。
　令和 5 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慶びを申し上げます。さらに貴会におかれ
ましては、今年は創立 30 周年及び公益社団法人化10 周年であ
り、この記念すべき年を迎えられ、重ねてお慶び申し上げます。
　旧年中は、鈴木憲治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、コロナ禍により事業活動の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に関する
研修会」をはじめ新設法人及び決算法人説明会の開催など、正
しい税知識の普及と納税道義の高揚に努められ、特に昨年は、
租税教育の一環としての小学生に対する「職業体験型租税教室」
の開催や「税に関する絵はがきコンクール」の表彰式の開催など、
初めての試みとなった事業活動にも積極的に取り組んでいただ
きました。改めて、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 4 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、今年も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
が拡大され、新たに医療費通知情報、公的年金等の源泉徴収
票及び国民年金保険料控除証明書も対象となりました。また、
青色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成可能となるなど、
確定申告書の作成・e-Tax がますます便利になります。引き続き、
申告書作成会場内の感染リスクの軽減、混雑緩和のためにも、
自宅等からパソコンやスマートフォンでの申告を従業員の皆様
方にもご案内いただきますようよろしくお願い申し上げます。
　私どもは、今後も税務手続きのデジタル化・窓口のスマート
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、皆様方の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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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1,003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4年度

「絵を描くのが好きな
ので、受賞できてう
れしいです。税金は
私たちの生活を支え
る必要不可欠なもの。
大切にしていきたい
と思います」

はるひ野小学校
工藤 真菜 さん

金賞

宿河原小学校
渋谷 彩笑 さん

銅賞 東生田小学校
鈴木 音桜 さん

銅賞

東生田小学校
川原 知夏 さん

銅賞

柿生小学校
久村 青羽 さん

銅賞

岡上小学校
江藤 春 さん

千代ヶ丘小学校
山口 円子 さん

川崎西
青色申告
会長賞

菅小学校
鈴木 心結 さん

銅賞

宿河原小学校
黒田 千晴 さん

川崎西
税務署長賞

千代ヶ丘小学校
渡邉 結香 さん

神奈川県
高津県税
事務所長賞

柿生小学校
中尾 咲希 さん川崎市長賞

柿生小学校
矢﨑 菜々葉 さん

川崎西
法人会長賞

百合丘小学校
山本 愛紗 さん

川崎西
納税貯蓄組合
連合会長賞

金程小学校
田内 野々香 さん

川崎西
間税会長賞

岡上小学校
菊池 紗瑛 さん

東京地方
税理士会川崎西
支部長賞

表彰式会場の様子
金賞を受賞した工藤真菜さん（はるひ野小）と

鈴木憲治川崎西法人会長
神奈川県高津県税事務所長賞を受賞した

渡邉結香さん（千代ヶ丘小）と佐藤仁高津県税事務所長
川崎市長賞を受賞した中尾咲希さん（柿生小）

と岡田康弘しんゆり市税事務所長

今年も力作揃いとなりました
参加してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました！

＜入賞作品＞
宿河原小2点／菅小1点／東生田小3点／千代ヶ丘小2点／金程小1点／
百合丘小2点／柿生小3点／岡上小2点／はるひ野小1点　計17点

＜応募作品＞
宿河原小117点／中野島小120点／下布田小5点／東菅小37点／南菅小14点／
菅小48点／東生田小88点／三田小79点／長沢小7点／千代ヶ丘小70点／
金程小15点／百合丘小163点／東柿生小54点／王禅寺中央小12点／
柿生小108点／岡上小34点／はるひ野小32点　計1,003点

受賞者の皆さんとプレゼンターで記念撮影
川崎西税務署長賞を受賞した黒田千晴さん
（宿河原小）と馬見塚武治川崎西税務署長

東生田小学校
山中 玲美 さん

銀賞

百合丘小学校
秦 結叶 さん

銀賞

11月9日に
麻生市民館大会議室にて
表彰式を行いました

川崎小売
酒販組合
西支部長賞
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代表取締役社長の山口翔矢さん（右）とゼロワンジム代表トレーナーの吉井勇気さん（左）

1  広 と々したジムのスペースに10台のマシンが
並ぶ。ゆったりしているので圧迫感がない。代理
店を通さず直輸入してコストを抑えたという。

2  「トレーニングは楽しい」と思えってもらえる
よう、ギリギリのラインを攻めるメニューを提案
する。トレーニング前に十分なヒアリングを行い、
自発性を促すことも心がける。大切なトレーナー
の仕事でもあり、腕の見せどころでもある。

3  月2回開催される無料セミナーにて。テーマは
「脂肪燃焼トレーニングセミナー」「究極の食事
セミナー」「究極の家トレセミナー」など、毎回変
わる。会員以外も参加できるのがありがたい。

4  ポージングのリクエストに快く応えてくれた山
口さん。数々のコンテストに出場した経歴があり、
事業立ち上げ早々の忙しい中でも週4回のトレー
ニングを欠かさない。「折を見てまた大会に出場
したいですね」と爽やかな笑顔で。

1

43

2

多摩区

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＞
定額制セミパーソナルトレーニングジムの運営
〒214-0034�川崎市多摩区三田1-2-1�B103
TEL：070-4361-1788
「ゼロワンジム登戸」多摩区登戸3375-1�2F
https://www.zeroonegym.com/

株式会社ゼロワン

　「ちょうどジムをオープンしてから3カ月が
経ち、ようやく手応えを感じ始めています」。
そう爽やかに語るのは、株式会社ゼロワン代
表取締役社長の山口翔矢さん。2022年8月
に小田急線・登戸駅から徒歩1分のところに、
定額制セミパーソナルトレーニングジム「ゼロ
ワンジム登戸」をオープン。11月現在、会員数
を100名まで伸ばし、滑り出しは順調だ。
　しかし、オープン前の準備段階では精神的
に追い詰められたこともあった。

「ただお金が出ていくだけで参りました。正直、
サラリーマンに戻った方が良かったかなとも
思いました」と、明るく笑い飛ばす。
　サラリーマン時代に先輩のトレーニングに
付き合ったことをきっかけに、出場した大会で
良い成績を取った。そのときの成功体験が忘
れられなかった。

仲間とともに成長できる、コミュニティー型ジム
｢海外駐在中にコロナ禍で身動きが取れなく
なった時期に、先輩にトレーニングを教えた
ら、仕事のとき以上に喜んでくれて。『自分にし
かできないことはこれだ！』と｣
　これを生業にしようと決めてからが早かっ
た。2021年1月に会社を退職、同年12月には
登戸に物件を見つけていた。まさに名前の由来

「矢の如く真っ直ぐ翔ぶ」勢いだ。
｢大学在学中に生田に住んでいたため、以前
から登戸には馴染みがありました。小田急線
の登戸駅から町田駅までで探していたところ、
理想の物件が見つかったのが登戸でした｣。
現在、会員の9割は登戸周辺の住民だという。
平均年齢36歳と若い層を取り込むことができ
たのには、ここならではの特徴がある。
｢一般のパーソナルジムは高額でハードルが高
いものですが、うちではセミパーソナルシステ

ムを取り入れ、負担なく通い続けられる価格
設定を実現しました」と山口さん。セミパーソ
ナルでは、最大4名に対して1名のトレーナー
がつく。金額を抑えられるだけでなく、同じ目
的意識を持った者の集まりは、良き仲間、良き
ライバルにもなる。
｢社会人になると職場や学生時代の仲間以外
にコミュニティーを持つのは難しくなりますよ
ね。ここをコミュニティー、安心できる居場所
と思っていただければ｣と、笑顔で語る。
　オープン間もない中、商店会の祭に顔を出
すなど、積極的に地域にも入り込んでいる。
｢ここへ来たら健康になれると思ってもらえる
存在になれれば。同業者と組んでイベントなど
にも出て、地域を盛り上げたいです｣
　体の変化は自信にもつながることを、山口さ
んの目の輝きから教えてもらった気がした。

　小田急線・向ヶ丘遊園駅北口から徒歩約3分、住宅街の角に
建つ一軒家レストラン「サン・ジョルジョ」は、空に向かってまっ
すぐ伸びる煙突とはためくイタリア国旗が目印だ。それらが象徴
しているように、ここでは薪窯で焼き上げるピッツァと、イタリ
ア各地の郷土料理が堪能できる。

「ちょうど一昨日ナポリピッツァの大会に出場していたんです」と
話すのは、ピッツァ職人の齊藤隆太さん。「薪窯でピッツァを焼
きたい」という念願を叶えるべく、オープン翌年の2016年から
この店を取り仕切る。なるほど中2階のオープンキッチンには本
場ナポリから直輸入したという山型の薪窯が堂 と々鎮座してい
る。薪窯の高さは2階まで達するが、天井板を取り払った開放的
な店内では全く圧迫感がない。毎朝、その日の天候などを見な
がら窯に薪をくべ、いつでも焼けるように窯内の温度を上げて
おくのが齊藤さんの日課になっている。

「じつはナポリピッツァと名乗るには
いろいろな規定があるんですよ。一
番の特徴はコルニチョーネと呼ばれ
る生地の縁です。1～2cm 立ち上げ
て気泡や焼け焦げがないのが理想
です」と教えてくれた。他にも生地の
形、生地の伸ばし方、直径、厚さ、弾
力性、材料、焼き方などさまざまな
基準が定められているという。なぜ
ここまで細かく決める必要があるの
だろうか？ 「ナポリピッツァの伝統

が世代交代の中で変わっていくことを少しでも防ぐために決め
られたそうです。その伝統技術を後世に伝えることも目的のよ
うです」と齊藤さん。前回大会では決勝まで勝ち進んだが、現
在も「これがおいしい」という理想の味を追い求めて、日 ト々ラ
イアンドエラーを繰り返しながら研鑽を続けるところは、いかに
も職人らしい。

「天候などによって生地や火の状態は日々変わります。この仕事
は変化があって飽きないですね。いつか優勝してナポリに行け
たらうれしいです」と眼をキラキラ輝かせた。
　一番のおすすめは、ナポリピッツァの王道、マルゲリータだ
が、他に磯の香り豊かなもちもちのゼッポリーネや季節の食材
を使った週替わりのパスタ、スパイスを効かせた手作りソーセー
ジなども提供する。ナポリに行かずして本場の味をいただける
喜びと、ピッツァの奥深い世界をぜひ味わってほしい。

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。

本格ナポリピッツァを一軒家レストランで

San Giorgio  サン・ジョルジョ

隠れた名店めぐりレポート

San Giorgio 
川崎市多摩区登戸1893　TEL.044-380-2792
営 ランチ11:30～15:00（L.O.14:00）、ディナー
17:30～22:00（L.O.21:00）　休 月曜（祝日の場合
は翌火曜）　 P なし　https://giorgio-it.com/

小田
急線

多摩市民館

Odakyu OX
きらぼし銀行

北口

San Giorgio
向ヶ丘遊園駅

↓

↓

↓

↓

↓

↓

津久井道

登
戸
3号
線

登戸1号線

ピッツァ職人の齊藤隆太さん

左上／店内は 2 階席の他、中 2 階のオープンキッチンと1階席がある。左下／店
内には薪窯焼きに欠かせないナラの薪が堆く積まれている。右／薪窯でピッツァを
焼く齊藤さん。輻射熱を利用して60～90 秒と短時間で焼き上げるのがナポリ風

vol.15

写真は平日ランチB 
1,700円（税込）。 
4種の前菜盛り合わせ、
お好みのパスタかピッツァ、
ドリンクが付く。デザートの盛り合
わせは、プラス300円（税込）。この日の前菜は白身魚のカルパッチョ、生ハム・
サラミ、キノコソテー、ゼッポリーネ（海藻入り揚げパン）の4種。店一番のおす
すめ「ピッツァマルゲリータ」とともに。デザート盛り合わせは焼き菓子と生菓子
の2種を。写真はパンナコッタ、ココアマーブルシフォンにジェラートを添えて。
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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、一部
．．

の納税証明書について、電子申請で交付請求 

できるようになりました。県税事務所に出向くことなく、郵送で納税

証明書を受け取ることができます。是非、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の方に限ります。） 
 
 
 
パソコンやスマートフォンから「e-kanagawa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。 

〈申請はこちらから〉 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-

u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=28475 
  
  
  
申請受付後、内容を確認の上、納税証明書の請求者の住所に郵送します。

（納税証明書の交付は請求から１週間程度かかります。） 
 
 
 
１税目１年度につき４００円です（郵送代込み。）。 

お支払いはクレジットカード決済、Pay-easy（ペイジー）決済またはスマート 

フォン決済（２次元バーコード決済等）です。 

〈電子納付の詳細はこちらから〉 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz7/shinsei/denshinoufu.html 
 

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

県税の納税証明書は 

オンラインで取得できます！ 

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

川崎市からのお知らせ 市　税

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５年４月２４日（月）に令和
５年度分（令和５年４月～令和６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。
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　コロナ禍により一昨年は中止、昨年はリモート開催
だった全国大会。今年は10月13日に千葉市の幕張メッ
セにて3年振りの開催となりました。
　来賓および全国の会員を合わせ約1,650名が集まり、
第1部ではニュースキャスターの安藤優子さんが「女性
がテレビで働くということ」という演題で講演。また第2
部の式典においては冒頭、阪田渉国税庁長官、熊谷俊
人千葉県知事、神谷俊一千葉市長からご挨拶をいただ
き、令和5年度税制改正に関する提言の報告や青年部
会による租税教育活動の事例発表等が行われました。
　大会宣言では国家的課題である財政健全化、とりわ
けコロナ対策費の償還財源や少子高齢化・人口減少へ
の対策の検討など、将来世代へ負担を先送りしないための具体的な方策の策定についての重要性を
問いました。また、コロナ禍に加えエネルギーや原材料価格の高騰の影響を受け経営環境の厳しさが
増す中、「中小企業の活性化に資する税制」「事業承継税制の抜本的改革」等を中心とする「税制改正
に関する提言」の実現を強く求めました。来年は10月18日に群馬県での開催が予定されています。

川崎西法人会 活動報告

　9月26日に多摩市民館3階の大会議室において「事業承継セミナー」を開
催いたしました。
　ここ最近、法人会退会理由として「事業の閉鎖」によるものが目立っていま
す。もちろん新型コロナウイルスの影響が大きいわけですが、「後継者不在の
ため」といった理由も少なくありません。
　事業承継については時間を要することからつい先送りをしてしまい、いざというときに身動きが取れなくなってしまうこと
から、税制委員会では一度テーマに取り上げようと協議を重ねてきました。
　今回、川崎市経済労働局のご協力をいただき、KAWASAKI 事業承継市場の坪田誠治氏を講師にお招きし、約90分間お
話をいただき貴重な時間となりました。

「事業承継セミナー」を開催しました
　11月25日・26日に「第36回全国青年の集い 沖縄大会」が
沖縄アリーナにて開催され、当青年部会から11名、相談役3名
が参加しました。会場では租税教育活動プレゼンテーション、
健康経営大賞を拝聴、租税教育活動パネル展示や物産展も見
学しました。また、今大会より会員交流分科会の「租税教育活
動及び健康経営プロジェクト」が開催され、他の単位会との情
報交換や交流を図ることができました。今後の青年部会の活動
に活かしていきたいと思います。
　生憎の天気ではありましたが、エスクカーションでは観光組・ゴ
ルフ組に分かれて、部会員同士の交流を深めることができました。

「第36回全国青年の集い 沖縄大会」に参加しました

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

　10月3日、川崎国際生田緑地ゴルフ場にて「第2回か
わさき WEST オープン」を開催いたしました。今回は
10組36名が参加。スタート後には気温が26℃まで上
がり汗ばむ陽気となりましたが、まずまずのゴルフ日和
でした。
　優勝は生田ブロックの並木由喜子相談役。準優勝は
稲田第一ブロックの樋山美佐子さん、女性のベスグロで
スコアは88でした。3位は朝寝坊しながら会場に到着し
た稲田第二ブロックの吉谷将志さん。ベスグロは稲田第
一ブロックの松本浩司監事の81でした。

「第2回かわさき WEST オープン」を開催しました

1. 全体写真
2. 優勝した並木由喜子相談役（中央）と 
　 鈴木憲治会長（右）、松浦孝憲事業研修委員長（左）
3. 優勝した並木相談役

1

2

3

「第38回法人会全国大会・千葉大会」が開催されました

1. 熊谷俊人千葉県知事
2. 全国法人会総連合 小林栄三会長
3. 阪田渉国税庁長官
4. ニュースキャスター 安藤優子さん

1

3

4

2

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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令和5年賀詞交歓のつどい

新設法人説明会☆

令和5年新春講演会☆

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

新百合21ホール 第2会議室

ホテルモリノ新百合丘

麻生市民館 大ホール

新百合21ホール 第2会議室

決算法人説明会☆

時　　間

14:00 ～16:20

15:00

17:00

14:00 ～16:20

開　催　日

1月18日（水）

2月1日（水）

2月2日（木）

1月11日（水）

行事予定 令和5 年1月～ 2 月

新入会員紹介 令和4年9月～11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
俵山 裕之 管工事・設備 川崎市多摩区

菅馬場３－１９－２株式会社俵山総合設備 090-1109-8656

新築から改修、また土木工事と幅広く工事をこなせます。

稲 田 第 二 吉田 正敞 川崎市多摩区登戸２５６７
BLOOMのぼりと４０２（賛助会員） 044-911-4015

稲 田 第 二 猪本 秀之 税務・会計 川崎市多摩区登戸２６０１
ヨシザワ第５ビル３階

税理士法人ジャスティス
会計事務所

044-911-3015
https://jastis.co.jp/

生 　 　 田 長澤 晃 建設 川崎市多摩区
南生田２－２７－２８株式会社アットリンク 044-385-1365

麻 　 　 生
柏木 実 粘着テープ卸売 川崎市麻生区上麻生５－３８－７

 東和サープラス柿生 ２Ｆ イノベクト株式会社 044-328-5808
https://www.innovect.jp/

ネットショップ「ねんちゃくテープ屋」にて両面テープ等の販売をしております。

管 　 　 外 伊藤 淳子 コンサートイベント
企画制作

新宿区四谷３－７
無三四堂ビル７階株式会社アイエス 03-3355-3561

http://www.aiesu.co.jp/

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！

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

「あさお区民まつり」と「多摩区民祭」に出展しました
　青年部会では10月9日に麻生区区制40周年記念事業「第
40回あさお区民まつり」に、また10月15日には多摩区区制
50周年のキャッチフレーズ「人と緑でつながる多摩区」をテー
マに開催された「第45回多摩区民祭」に出展いたしました。
　あさお区民まつりは3年前は台風19号、翌年からはコロナ
禍により開催を見合わせ４年ぶりの開催で、約85,000名（主

催者発表）が来場、多摩区民祭もこの2年はコロナ禍による
開催見合わせで3年ぶりとなり、約68,000名（主催者発表）
が来場しました。麻生区役所駐車場に設けられたあさお区民
まつり会場でも、生田緑地に設けられた多摩区民祭会場で
も、青年部会が実施した的当てゲームのブースは大いに盛り
上がりを見せました。

第40回あさお区民まつりの様子 第45回多摩区民祭の様子

1.  相 談 日　 ■ 1月12日（木） ■ 2月9日（木） ■ 3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

令和５年の「賀詞交歓のつどい」は
３年ぶりに会食を伴う形式で開催いたします

お問い合わせは事務局まで

◇日時　令和5年1月11日（水）17:00～（受付16:30）
◇会場　ホテルモリノ新百合丘７F
◇会費　8,000円　※会員の方のみ参加可

「賀詞
交歓のつどい」のご案内
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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2F）
TEL 045-471-7541

　 令和 5 年、明けましておめでとうございます。昨年はコロナの感染が未だ続いている中ではあり
ましたが、当会の活動も感染防止対策を講じながら、少しずつ今まで通りのように活動をするこ
とができました。そして多くの活動報告を広報誌やホームページに掲載できたことを大変嬉しく思

います。本年も会員の皆様、地域の皆様にとってお役に立てるように活動して参りたいと思います。

公益社団法人 川崎西法人会 広報委員長
石井 春樹

◆ 多摩区
人　口　　224,182 人（前年同月より+773人）
世帯数　117,612 世帯（前年同月より+1,683 世帯）

◆ 麻生区
人　口　�180,861 人（前年同月より−67人）
世帯数　81,139 世帯（前年同月より+809世帯）

多摩区・麻生区DATA
2022 年11月1日現在


