
  
 
 
 
 

 
 
 
今後の生田緑地の話題を中心に、２０１１年の川崎

について市長とゲストが語り合います。 

・ｔｖｋ（テレビ神奈川）（UHF42ch、地デジ 3ch） 

・１月１日（元旦）午前１０：３０～１０：４５ 

・出演：阿部孝夫（川崎市長）、村田慶之輔（岡本太郎美術館

館長）、伊藤善章（藤子・F・不二雄プロ代表取締役社長）、

辻村深月（小説家）、小林咲夏（tvk アナウンサー） 
                       

  
 
市内の様々な話題、場所、人を訪ね、川崎の 

多彩な魅力をお伝えます。 

・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）、川崎 希（タレント）

8 日(土) 川崎産業観光検定 （1 月 15 日（土）に再放送します。） 

22 日(土) かわさきマイスター （29 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) 新春特別 市長インタビュー 
8 日(土) 川崎市の台所 北部市場朝市に行こう 

15 日(土) 今季順調 富士通レッドウェーブの組織作り 
22 日(土) Kawasaki Street Music Battle４開始 
29 日(土) 川崎市市民ミュージアム 昔のくらし今のくらし 
 
 
    
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) 日本民家園 お正月を遊ぶ 
9 日(日) イメージアップ CM コンテスト 受賞者インタビュー 

16 日(日) 竣工４００年 二ヶ領用水の今昔 
23 日(日) イメージアップ事業 ラ チッタデッラマルシェ 
30 日(日) かわさきマイスター仕事場訪問 
 
 
   
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) 川崎フロンターレと本を読もう IN 中原小学校 
9 日(日) 平成２３年川崎市 成人の日を祝うつどい（1/10）明日開催！ 

16 日(日) 川崎市特別支援教育合同ふれあい作品展 開催中！ 
23 日(日) 区民の拠りどころ ～麻生市民館へようこそ！ 
30 日(日) NEC レッドロケッツ ホームとどろきに懸ける！VS 久光製薬 
 
 
 
 
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) 



 

 
 

本市で撮影されたテレビドラマや映画などの情報です。 

川崎の施設や魅力のスポットが画面に登場しています。 

テレビ／インターネット 「アクトオン新車情報 MINI サーキット・イベント」 
〔放送〕SKYPerfectTV、各ケーブルテレビ局 
〔インターネット〕http://www.actontv.com/tv/movie/1012mini.html 

＜撮影地＞川崎市市民ミュージアム 

映画 「相棒 － 劇場版Ⅱ」 出演：水谷豊、及川光博、品川徹、國村隼 ほか 

チネチッタ、TOHO シネマズ、109 シネマズ、ワーナーマイカル新百合ヶ丘などで公開中！ ＜撮影地＞川崎マリエン 

☆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 

3 日(月) 市長新春インタビュー ／ 川崎区の話題 
4 日(火) 生田緑地・自然ガイド ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 
5 日(水) たかつ名物「鶏だんご鍋」拡大中 ／ 中原区の話題 
6 日(木) あさお古風七草粥の会 ／ 高津区の話題 

 7 日(金) 消防出初式 ／ 消防局ライブ情報 ／宮前区の話題 
10 日(祝) 民家園探訪 ／ 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) いっしょにおフロんたーれ ／ 情報 BOX 
13 日(木) 運転ボランティア養成講座 ／ 情報 BOX 
14 日(金) 東海道川崎宿 新春イベント案内 ／ 情報 BOX 
17 日(月) かわさき史跡めぐり ／ 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) 川崎産業観光検定試験 ／ 中原区の話題 
20 日(木) 危機管理室 防災シンポジウム ／ 高津区の話題 
21 日(金) 第１回全国円筒分水サミット ／ 宮前区の話題 
24 日(月) 地名の由来 ／ 多摩区の話題 
25 日(祝) 健康ライフナビ ／ 北部市場だより ／ 麻生区の話題 
26 日(水) アジア交流音楽祭 ／ 情報 BOX 
27 日(木) NEC レッドロケッツ ホームゲーム案内 ／ 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) ミュージアムサロン ／ 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)

1/ 3(月)～ 1/ 7(金) ２０１０川崎フロンターレ展 

1/10(月)～ 1/14(金) 第５４回 川崎市観光写真コンクール 

1/17(月)～ 1/21(金) 地震の対処法について 

1/24(月)～ 1/28(金) 宇野亜喜良のポスター展 

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 


