
  
 
 
 
 

                     

  
 
 
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）、 
リポーター／オカピ（Pan Pop Paradise）、 
川崎 希（タレント） 

6 日(土) 新鮮！お得！南部市場 （10 月 30 日（土）の再放送です。） 

13 日(土) 川崎で体験講座 （20 日（土）に再放送します。） 

27 日(土) 東海道川崎宿さんぽ （12 月 4 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） 

6 日(土) 「大山街道」歴史散策 
13 日(土) イベントを通じたしんゆりのまちづくり 
20 日(土) 緑の都市賞受賞 
27 日(土) 専修大学生がプロデュース 商店街の新メニュー 
 
 
    
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） 

7 日(日) 日本理化学工業 工場見学 
14 日(日) 地元大学生にオススメ 冬のしんゆりデートコース 
21 日(日) 大師商店街 BUSKER 
28 日(日) イメージアップ事業 ラ チッタデッラマルシェ 

 
 
   
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） 

7 日(日) いこい、語らい、学びあう！ふれあいの場 ～ サンピアンかわさき 
14 日(日) 女子バレーNEC レッドロケッツ Ｖ・プレミアリーグ間もなく開幕 
21 日(日) いいなかプロジェクト・新城にぎわい物産展 
28 日(日) アジアマスターズ陸上競技選手権大会 
 
 
 
 
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) 

 

 



  

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 ｢フリーター、家を買う。｣ 出演：二宮和也、香里奈、井川遥、竹中直人、浅野温子 ほか 

〔放送日〕 毎週火曜日 ２１：００～ フジテレビ（８ｃｈ） ＜撮影地＞ 幸区役所舎 ほか 

映 画 ｢脇役物語｣ 出演：益岡徹、永作博美、津川雅彦、松坂慶子、柄本明 ほか 

〔公開日〕 10 月 23 日よりヒューマントラストシネマ有楽町他 全国順次ロードショー。

また、川崎市アートセンターでも 11 月 27 日～12 月 10 日に上映します！ 
＜撮影地＞ 塩浜公園、大師公園 

☆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：和田 琢磨 水曜・木曜：達 淳一 

1 日(月) 民家園探訪 ／ 川崎区の話題 
2 日(火) 生田緑地・自然ガイド ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 
3 日(祝) 商店街活性化事業 マジックカフェバー ／ 中原区の話題 
4 日(木) この冬のインフルエンザ対策 ／ 高津区の話題 

 5 日(金) 南部市場食鮮まつり ／ 宮前区の話題 
 8 日(月) かわさき史跡めぐり ／ 多摩区の話題 
 9 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 
10 日(水) 障害者更生相談所講演会 ／ 情報 BOX 
11 日(木) かわさき子どもの権利の日のつどい ／ 情報 BOX 
12 日(金) キララットアートしんゆり ／ 情報 BOX 
15 日(月) 地名の由来 ／ 川崎区の話題 
16 日(火) かわさき星空教室 ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 
17 日(水) 介護予防 かわさき体操 ／ 中原区の話題 
18 日(木) エコエネライフコンクール ／ 高津区の話題 
19 日(金) インターネット安全教室 ／ 宮前区の話題 
22 日(月) ミュージアムサロン ／ 多摩区の話題 
23 日(祝) 健康ライフナビ ／ 北部市場だより ／ 麻生区の話題 
24 日(水) FUYUON！２０１０ ／ 情報 BOX 
25 日(木) かわさきマイスター ／ 情報 BOX 
26 日(金) ミュージックシティかわさき ／ 情報 BOX 
29 日(月) 英国シェフィールド市交流２０周年記念コンサート ／ 情報 BOX 
30 日(火) 路上喫煙防止対策 ／ 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)

11/ 1(月)～11/ 5(金) 秋のばら苑一般開放 

11/ 8(月)～11/12(金) 明晰な幻：from Machine Art to Media Art 

11/15(月)～11/19(金) 外国人市民代表者会議 オープン会議 

11/22(月)～11/26(金) 散乱防止・路上喫煙防止重点区域の追加について 

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 


