
  
 
 
 
 
                     

  
 
 
市内の様々な話題、場所、人を訪ね、川崎の

多彩な魅力を伝えます。 

・ｔｖｋ(テレビ神奈川)（ＵＨＦ４２ｃｈ、地デジ３ｃｈ） 
毎週土曜日 午前９：００～９：２０ 

・ＭＣ／有馬隼人(アメフット選手、元 TBS アナウンサー)、 
アシスタント／小林咲夏(tvk ｱﾅｳﾝｻｰ)、 
リポーター／オカピ（Pan Pop Paradise）、丸尾有香(オペラ歌手) 

1 日(土) 二ヶ領用水 周辺散策 （8 日（土）に再放送します。） 

15 日(土) 川崎スモールワールド ～小さいけどすごいもの紹介～ （22 日（土）に再放送します。） 

29 日(土) ペットと暮らす ～川崎の最先端医療などの紹介～ （6 月 5 日（土）に再放送します。） 

 
 
 
 
市内のイベントや場所をリポートします。 

・ラジオ日本（１４２２ＫＨｚ） 
・毎週土曜日 午後５：２５～５：４０ 
・パーソナリティ ／ 小山 真理 （アナウンサー） 

1 日(土) 川崎市の花ツツジを愛でる 
8 日(土) アメリカンフットボールⅩリーグ 富士通フロンティアーズ試合開始 

15 日(土) 川崎で乗馬！ 
22 日(土) 川崎の先進的リサイクル技術を見学 
29 日(土) 岡本太郎美術館に行ってみよう 
 
 
 
  
最新情報を音楽に乗せてお届けします。 

・ＦＭヨコハマ（８４.７ＭＨｚ） 
・毎週日曜日 午後５：４５～６：００ 
・パーソナリティ／尾上 綾華(タレント) 

2 日(日) 親子で楽しもう！ Fish On! 王禅寺 
9 日(日) 私のイチ押し地元店コンクール 大賞受賞店紹介 

16 日(日) 二ヶ領用水散歩道 
23 日(日) 東扇島東公園 砂浜の生き物観察 
30 日(日) 音楽のまち・かわさき フェスタサマーミューザ 

 
 
 
 
スポーツ、音楽情報満載の１時間 

・かわさきＦＭ（７９．１ＭＨｚ） 
・毎週日曜日 午前９：００～１０：００ 
・パーソナリティ／小西 眞由美（アナウンサー） 

2 日(日) 「いつでもみんなとふれあう場 ～区民の交流のふるさと・宮前市民館～」・・・ほか 
9 日(日) 「第２回 ユニセフ・ラブウォーク in かわさき」・・・ほか 

16 日(日) 「スポーツのまち・かわさき ～スポーツ室より川崎のこの１年～」・・・ほか 
23 日(日) 「第４１回 花と緑の市民フェア」・・・ほか 
30 日(日) 「第１０回 中原街道時代まつり」・・・ほか 
 
 
 
 
ラジオ版「市政だより」 

・かわさきＦＭ（７９.１ＭＨｚ） 
・毎週月～金曜日 午前８：３０～８：４０ 
(再放送 午前１１：４５～１１：５５、午後５：５０～ 
６：００、午後１１：１５～１１：２５) 
・かわさき FM ホームページでネット配信開始 

 



 
 

☆取り上げてほしい話題等がありましたらご連絡ください。市民・こども局シティセールス・広報室 TEL：200-2282(内 27341) 
※番組内容は変更になることがあります。 

 
 
 
 
行政情報をはじめ、音楽や芸術、スポーツなど 
市内の様々な情報を発信します。 

・かわさきＦＭ（７９.１ＭＨｚ） 
・毎週月～金曜日 午前９：３０～１０：００ 

(再放送 毎週月～金曜日 午後９：３０～１０：００) 
・パーソナリティ ／ 月曜・金曜：須藤 悟 
 火曜・木曜：達 淳一 水曜：佐藤 哲也 

3 日(祝) 民家園探訪 ／ 川崎区の話題 
4 日(祝) 生田緑地・自然ガイド ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 
5 日(祝) 地域環境リーダー育成講座 ／ 中原区の話題 
6 日(木) 外国人市民代表者会議 ／ 高津区の話題 
7 日(金) アメリカンフットボールにチャレンジしよう ／ 宮前区の話題 

10 日(月) かわさき史跡めぐり ／ 多摩区の話題 
11 日(火) 暮らしのトラブル処方箋 ／ 北部市場だより ／ 麻生区の話題 
12 日(水) 川崎大師薪能 ／ 情報 BOX 
13 日(木) とどろき水辺の楽校 ／ 情報 BOX 
14 日(金) バーベキューインストラクター ／ 情報 BOX 
17 日(月) 地名の由来 ／ 川崎区の話題 
18 日(火) かわさき星空教室 ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 
19 日(水) 上下水道局からのお知らせ ／ 中原区の話題 
20 日(木) 花の緑の市民フェア ／ 高津区の話題 
21 日(金) 南部市場リニューアル記念！オープニング土曜市 ／ 宮前区の話題 
24 日(月) ミュージアムサロン ／ 多摩区の話題 
25 日(火) 健康ライフナビ ／ 北部市場だより ／ 麻生区の話題 
26 日(水) 国民健康保険・国民年金の保険料減免手続き ／ 情報 BOX 
27 日(木) 高津区市民健康の森 ホタル鑑賞会 ／ 情報 BOX 
28 日(金) ミュージックシティかわさき ／ 情報 BOX 
31 日(月) イメージアップ事業募集 ／ 情報 BOX 

 
 
 
 
外国語で市政情報をお届けします。 

・かわさきＦＭ（７９.１ＭＨｚ） 
・毎週月～金曜日 午前１１：３０～１１：４０ 
(再放送 毎週月～金曜日 午後１１：００～１１：１０) 
・かわさき FM ホームページでネット配信開始 

5/ 3(月) ～ 5/ 7(金) ゴミの出し方について 

5/10(月) ～ 5/14(金) 横山裕一展－ネオ漫画の全記録 

5/17(月) ～ 5/21(金) 川崎大師薪能 

5/24(月) ～ 5/28(金) 春のばら苑一般開放 

5/31(月) ～ 6/ 4(金) 子ども手当について 

放送言語 日本語・英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・スペイン語 

本市で撮影された映画やテレビの放映予定です。 
川崎の施設や魅力のスポットが画面に登場します。お楽しみに

テレビ ｢怪物くん｣ 出演：大野 智、八嶋智人、上島竜兵、チェ・ホンマン ほか 

〔放送日〕 毎週土曜日 21:00～ 日本テレビ ＜撮影地＞ 南部防災センター、本庁舎 ほか 

映画 ｢ソラニン｣ 出演：宮崎あおい、高良健吾、桐谷健太、近藤洋一、伊藤歩 ほか 

チネチッタ、ＴＯＨＯシネマズ、ワーナー・マイカル・シネマズ新百合ヶ丘で公開中！ ＜撮影地＞ 本庁舎 ほか 


