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♡♡川崎市認定地域活性化プロジェクトご当地アイドル♡♡

「K.J.K.」川崎純情小町☆の皆さんにお話を伺いました！

Q:ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、ｲヴｪﾝﾄ等ｱｲﾄﾞﾙとしての活動はもちろんですがご当地ｱｲﾄﾞﾙとしての活動は？

前田沙耶香：「川崎市ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ事業」「宮前区 30周年記念協賛事業」にも認定されていますので多摩川

花火大会や川崎国際多摩川ﾏﾗｿﾝの他川崎市消費者行政ｾﾝﾀｰ「消費生活応援隊」「川崎市 3R(ﾘﾃﾞｭｰｽ/ﾘﾕｰｽ

/ﾘｻｲｸﾙ)推進広報大使」のお仕事もさせていただいています。ﾃﾚﾋﾞやﾗｼﾞｵのお仕事も楽しいですがやは

り応援してくれる市民の皆さんとふれあえるお仕事がｲﾁﾊﾞﾝです！

伊藤みのり：神奈川県警察一日ｻｲﾊﾞｰﾎﾟﾘｽや中原警察署一日警察署長に就任しました、11 月 7 日には麻

生消防署一日消防署長もさせていただきます!!

Q:私たちﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟは介護福祉のお仕事の会社ですが K.J.K.の皆さんも「介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」をされてい

ると伺いました？

高橋杏実：頻繁ではないのですが、麻生区にある高齢者対応ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽで定期的に介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨのお手伝い

をしています、お食事を出したり、体操、ﾀﾞﾝｽ、小物作り等のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ参加や自分達の歌でﾐﾆ･ﾗｲヴを

させていただいています。

Q:ﾒﾝﾊﾞｰ各々が担当の区を持っていると言うのがﾕﾆｰｸですね？

伊東裕扶子：たくさんのご当地ｱｲﾄﾞﾙがいますが地区担当制をしているのは私たちだけかも?各々が自分

の担当区は責任を持って PRをします、実は結構ﾌﾟﾚｯｼｬｰにもなるのですが、競い合う事は刺激にもなる

し、他のﾒﾝﾊﾞｰの活動を見て「私も頑張ろう!」って気にもなります。前畑社長の成長戦略(笑)。各々の

担当区は当時の阿部孝夫市長が決めてくださったんです！

Q:さて、今後の夢や豊富は？

前田薫里：夢はやはり「紅白歌合戦」への出場、日本武道館でのﾗｲヴです。一昨年はおかげさまでご当

地ｱｲﾄﾞﾙ No.１決定戦「U.M.U. AWORD2012」(ﾎﾘﾌﾟﾛ主催)のﾌｧｲﾅﾘｽﾄ 11 組に選ばれましたが嬉しさ半分、

口惜しさ半分が本音です。ﾀﾞﾝｽや歌、ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽに磨きをかけることは勿論ですが、やはりﾌｧﾝの皆さん

との距離をいかに縮めることが課題、それには地域活性/地元密着をうたう以上は「川崎のために本気

で愛して活動しよう、一人でも多くの市民の方に応援していただくために!!」と考えています。

Q:ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟのｽﾀｯﾌ、高齢者の皆さん皆で応援させていただきます！今度は是非ﾊﾞﾅﾅ園の高齢者施設

に遊びに来てくださいね!!

■今後のスケジュール

11/7 麻生消防署一日消防署長

11/9 川崎南部市場「食鮮まつり」

11/16 等々力陸上競技場「2014 川崎国際多摩川マラソン」

11/21 明治大学 生田キャンパス「生明祭」

11/22 川崎市民プラザ「高津区民音楽祭」

11/23 横浜文化体育館「ファミリーフェスタ REVOLUTION」

■川崎純情小町☆ HP: http://www.kjk-official.com/

■ﾚｷﾞｭﾗｰ番組：「かわさきﾏｯﾁﾝｸﾞﾀｲﾑ」毎週土曜日 17:20〜17:40（RF ﾗｼﾞｵ日本）

■最新ｼﾝｸﾞﾙ「疾風迅雷」☆好評発売中!!

■C/W Brand New High/それでも、わたし…

純情小町でいていいですか?

かつてないﾃﾞｼﾞﾀﾙﾛｯｸの衝撃でｷﾐのﾊｰﾄにﾋﾞ

ﾘﾋﾞﾘ☆心に響く電撃ｻｳﾝﾄﾞ!!ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞには川

崎競輪ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰに任命された小町が届

ける爽快な競輪応援ｿﾝｸﾞ「Brand New High」

と、小町がついに純情を捨てる!?楽曲「それ

でも、わたし…純情小町でいていいです

か?」を収録。まさにﾄﾘﾌﾟﾙ A 面! 豪華絢爛な

ﾆｭｰ･ｼﾝｸﾞﾙ! !

WWCD-0012,0013 販売価格￥1500（税抜価

格）発売元：White Wolf Records

今や日本全国各地で活躍する「ご当地ｱｲﾄﾞﾙ」たち、川崎市では何と言っても市の地

域活性化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとしても認定されている「川崎純情小町☆」の 5 人組。既に皆さ

んご存知の方も多いはず。今回は 5 人のﾒﾝﾊﾞｰと所属事務所の前畑社長にご登場いた

だきます!! 10 月 25 日ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの本拠地武蔵小杉で催された「ｺｽｷﾞﾌｪｽﾀ 2014」

に出演した彼女たちにお話を伺いました!

Q：まずはﾒﾝﾊﾞｰ紹介をお願いいたします。

前田沙耶香：一見しっかり、中身は案外ﾎﾞｹﾎﾞｹ?ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾘｰﾀﾞｰ「さぁやん」こと前

田沙耶香です!特技は高速瞬き、宮前区･高津区担当です。声優としても活動中です!

前田薫里：天然ｷｬﾗの甘えん坊、ﾆｯｸﾈｰﾑ「かおりん」の前田薫里です、趣味はｸﾚﾖﾝし

んちゃんｸﾞｯｽﾞ集め!担当は中原区です。K.J.K.ではﾀﾞﾝｽの振り付けもしています。

伊東裕扶子：川崎駅前は私の庭! K.J.K.のｶﾞﾁｵﾀ系「ゆうちゃん」こと伊東裕扶子で

す、川崎区･幸区担当で趣味はｶﾞﾝﾌﾟﾗ作りです(笑)

伊藤みのり：生田緑地と多摩川に囲まれ育った多摩区担当の「みーも」こと伊藤み

のりです、特技は一輪車です!

高橋杏実：「あみみ」こと高橋杏実です。麻生区を担当させていただいています!川

崎に住んでいる祖父母にも頑張っている姿を見て欲しいです!趣味はｺｽﾌﾟﾚです。

Q：さて川崎純情小町☆結成のいきさつは？

前畑：「音楽のまち･かわさき」で活動している音楽･芸能関連の会社として地域の活

性化につながる事業「ｱｲﾄﾞﾙが川崎市の魅力を全国に発信」という構想がありました。

一方海外のｱｰﾃｨｽﾄを日本で売り出す為の企画でｵｰﾃﾞｨｼｮﾝを行ったところ 150 人の女

性の応募があり、その中から「川崎市の魅力を全国に伝えていく」という趣旨に賛

同してくれたﾒﾝﾊﾞｰを選び 2011 年 10 月に初代「K.J.K.」が誕生しました。

<↓Type-B>

<↑Type-A>

ﾌｪｽﾀ R ｽﾃｰｼﾞで「3R でハッピーデイズ！」

「川崎純情音頭」ほか全 5 曲、30 分のﾊﾟ

ﾌｫｰﾏﾝｽを披露!!、当日は配られた特性ｺﾗ

ﾎﾞ手ぬぐいで盛り上がりました!!

ｲヴｪﾝﾄを終え所属事務所ﾎﾜｲﾄｳﾙﾌの前畑社長(川崎純情小町☆ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ)、研

修生の長嶺あずさﾁｬﾝと記念撮影!



グループホーム空室情報
空室情報、入居に関するお問い合わせは下記   

の各施設もしくは総合案内

044-433-4889    

★常勤/非常勤、夜勤の出来る方大歓迎!!

■募集要項

★職種：介護職員＜①正社員/②非常勤職員＞

★資格：不問＜資格なくても可能です＞

★給与：① 月給：170000 円～

②�時給 900 円～950 円＜介護福祉士＞夜勤 1 回 13,000 円  

※ 別途処遇改善加算交付金あり

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00＜夜勤実労 12 時間＞

＜夜勤のみも可能＞

★待遇：社保・有給・交通費規定内支給：月額 50,000 円迄

★勤務場所：当社各施設

★詳細は下記担当までお問い合わせ下さい。

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当 森村･若狭

☎044-433-4889

抽選で 3 名さまにｺｽｷﾞﾌｪｽﾀ会場で配られた「川崎純情小

町☆×ｺｽｷﾞﾌｪｽﾀ･ｺﾗﾎﾞ手ぬぐい」を 3 名様にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！住

所・氏名・年齢・お電話番号明記の上下記までお送り下

さい。

211-0001 川崎市中原区上丸子八幡町 816 ㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ/

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ係

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行）

通算第 119 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス
川崎市中原区上丸子八幡町 816  ☎044-433-4889
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/

バナナ園グループ
●グループホーム「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」☎ 044-280-2386

●グループホーム「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-587-1773

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」☎044-863-7101

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」☎044-722-5361

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびりーす等々力」☎044-750-9203

●グループホーム「のんびりーす」☎044-422-2295

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」☎044-911-1599

●グループホーム「バナナ園生田の杜」☎044-789-5691/5692  

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」 ☎044-789-5693

●ばなな会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ新丸子  ☎044-712-5946

●ばなな会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ  ☎044-712-5945

●訪問介護「IDS ﾊﾞﾅﾅ園」  ☎044-712-5947

新規ハイブリッド拠点「ばなな会新丸子」いよいよ始動!!

ｹｱﾏﾈ＋ﾍﾙﾊﾟｰ派遣＋ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ→ばなな会新丸子

新規事業所でｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？

介護スタッフ募集中
044-433-4889

10月 25日こすぎｺｱﾊﾟｰｸ

第 4回コスギフェスタ開催!!
今年で 4 回目を迎えるｺｽｷﾞﾌｪｽﾀが 10 月 25 日こ

すぎｺｱﾊﾟｰｸをﾒｲﾝ会場に駅周辺を舞台に様々なｲ

ヴｪﾝﾄが実施。ﾒｲﾝ会場の二つのｽﾃｰｼﾞでは「川崎

純情小町☆」「しばあみ」「PuelChoir」他のｺﾝｻ

ｰﾄが、また川崎消防音楽隊･ｶﾗｰｶﾞｰﾄﾞ隊「ﾚｯﾄﾞｳ

ｲﾝｸﾞｽ」を先頭に初開催となるﾊﾛｳｨﾝ仮装ｺﾝﾃｽﾄ&

仮装ﾊﾟﾚｰﾄﾞも行われました。また川崎ゆかりの

ﾕﾙｷｬﾗも勢揃い、その他にもﾐﾆﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ体験、

ｶｰﾄﾞｸｴｽﾄ 3<ｼﾞｬﾝｹﾝ王座決定戦>等楽しい催し物

が目白押し。主催する NPO 法人小杉駅周辺ｴﾘｱﾏ

ﾈｼﾞﾒﾝﾄの安藤理事長は「今年は武蔵小杉駅前通

り商店街と共催でより地域と密着したｲヴｪﾝﾄに

なりました。会場のこすぎｺｱﾊﾟｰｸにも沢山の皆

様にお集まりいただき大盛況となりました。来

年も更に楽しいｺｽｷﾞﾌｪｽﾀを企画いたします、あ

りがとうございました」と語ってくれた。

読者ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！＜3 名様＞

川崎純情小町☆×ｺｽｷﾞﾌｪｽﾀ
ｺﾗﾎﾞ手ぬぐい

提供：NPO 法人小杉駅周辺ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ/㈱WHITE WOLF

笑顔の素敵なﾊﾟ

ﾚｰﾄﾞでした!!

ﾕﾙｷｬﾗ達も大集合!!

会場は大賑わい!

11 月 1 日ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟでは中原区上丸子天神町にご家庭で介護をされ

ている方、高齢者の皆様を強力にﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟするため在宅対応総合事業所

「ばなな会新丸子」をｵｰﾌﾟﾝ。ここには独立する 3 つの介護事業所が一

ヶ所に集結、三位一体となって高齢者の皆様のご家庭での生活をﾊﾞｯｸｱｯ

ﾌﾟいたします。「ばなな会ケアプランセンター」は居宅介護支援＜ｹｱﾏﾈ

ｼﾞﾒﾝﾄ･ｵﾌｨｽ＞でｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが皆様のｹｱﾌﾟﾗﾝの作成･介護に関わるｺﾝｻﾙ業

務を担当、そして「アイ･ディ･エス バナナ園」は訪問介護＜ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟ

ｰ派遣＞で皆様のご自宅での生活を強力にｻﾎﾟｰﾄ。さらに「ばなな会デイ

サービス新丸子」は小規模型通所介護＜ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ＞で家庭の雰囲気を維

持しながら高齢者をお預かり、ｼｰﾑﾚｽなｻｰﾋﾞｽを展開いたします!!この

ｵｰﾌﾟﾝに先立ち 10 月 25 日には地域の皆様向けに内覧会を実施、北海道

産の新そばが来客に振われました。「ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ」が長年認知症対応

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営で培った認知症介護のﾉｳﾊｳをここでも全面展開！認知

症介護でお困りの方、「ばなな会新丸子」のご利用をお待ちしています

■川崎市中原区上丸子天神町360

■東急東横線/目黒線新丸子駅より徒歩 7 分

■お問合せ：044-712-5946

■見学随時応需!!


