
新春にあたり、福田市長がLiSE
ラ イ ズ

（川崎生命科学・環境

研究センター）で子ども施策やシニア施策など、川崎の

これからについて語ります。

・ｔｖｋ（テレビ神奈川）[地上デジタル放送 3ch]
・放送：１月１日(元日) 

 午前１０：３０～１０：４５ 

・出演：福田紀彦(川崎市長) 

小林咲夏(ｔｖｋアナウンサー)

市内の様々な場所や人を訪ね、川崎の多彩な

魅力を紹介します。

・ｔｖｋ（テレビ神奈川）[地上デジタル放送 3ch]
・毎週土曜日 午前９：００～９：１５

・司会／有馬 隼人(アメフットコーチ) 
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(ミュージシャン)、守永 真彩(タレント) 

18 日(土) 友好都市 20 周年“富士見町(長野県)”八ヶ岳少年自然の家編 

25日(土) 友好都市 20 周年“富士見町(長野県)”富士見町紹介編 

キラキラ輝く川崎の魅力をお伝えします。

・ＦＭヨコハマ（８４.７ＭＨｚ）

・毎週日曜日 午後５：４５～６：００

・DJ ／ 羽田 沙織（はだ さおり）

5 日(日) 川崎地名資料館

12 日(日) シンガーソングライター「露崎 春女さん」

19 日(日) 川崎大師グルメ 

26 日(日) 第 6 期 川崎市市民文化大使「長谷川 初範さん」

旬なイベントや現地リポートをお届けします。

・ラジオ日本（１４２２ＫＨｚ）

・毎週土曜日 午後５：２５～５：４０

・パーソナリティ ／ 川崎純情小町☆

4 日(土) 新春市長インタビュー

11日(土) 毎日映画コンクール 

18日(土) かわさき名産品“だるまシリーズ”

25日(土) 川崎純情小町☆メンバー担当区紹介 中原区(No.9) 

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／相沢 知子

・毎月第 2 週はスポーツ特集、第 4 週は音楽特集

5 日(日) 法政大学体育会アメリカンフットボール部トマホークス／今月の夢パーク情報…など 

12 日(日) 平成 26 年川崎市「成人の日を祝うつどい」／こども文化センターのみんな☆元気か～い!…など 

19 日(日) 南部いちば 食鮮隊 派遣先募集中／川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム…など 

26 日(日) ミューザ川崎シンフォニーホール コンサート紹介／話題の一押しアーティスト…など 



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) 

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：島岡 美延 火曜：佐藤 哲也

水曜：若林 かおり 木曜：達 淳一 金曜：丸山 千珠子

1 日(祝) 新春特別番組（福田市長への新春インタビュー） ／ 情報 BOX 
2 日(木) 毎日映画コンクール表彰式＆関連イベント ／ 情報 BOX 
3 日(金) 上級救命講習会 ／ 消防局ライブ情報 ／ 情報 BOX 

6 日(月) 暮らしのトラブル処方箋 ／ 川崎区の話題

7 日(火) 民家園探訪 ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題

8 日(水) 八ヶ岳少年自然の家から ／ 中原区の話題

9 日(木) 中原図書館へ行こう！ ／ 高津区の話題

10 日(金) かわさきマイスターに学ぶ本格革張り椅子製作教室 ／ 宮前区の話題

13 日(祝) 第 9 回全国手づくり楽器アイデアコンテスト ／ 多摩区の話題

14 日(火) 生田緑地・自然ガイド ／ 麻生区の話題

15 日(水) 市民活動センター情報 ／ 情報 BOX 
16 日(木) 第 10 回子どもの音楽の祭典 ／ 情報 BOX 
17 日(金) 子どもと一緒にアウドドア教室～味噌作りにチャレンジ！～ ／ 情報 BOX 

20 日(月) 東京交響楽団市内巡回公演マタニティ＆おやこコンサート ／ 川崎区の話題

21 日(火) かわさき星空教室 ／ 幸区の話題

22 日(水) 川崎産業観光検定試験 ／ 中原区の話題

23 日(木) かわさき農業フォーラム ／ 高津区の話題

24 日(金) 川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり） ／ 宮前区の話題

27 日(月) 健康ライフナビ ／ 多摩区の話題

28 日(火) FM ミュージアムサロン ／ 麻生区の話題

29 日(水) トップアスリートとボールであそぼう ／ 情報 BOX 
30 日(木) 企画展「第 17 回岡本太郎現代芸術賞（TARO 賞）」 ／ 情報 BOX 
31 日(金) ミュージックシティかわさき ／ 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１１：３０～１１：４５

(再放送 毎週月～金曜日 午後１１：００～１１：１５)

12/30(月) ～ 1/ 3(金) 動物たちの年賀状コンクール

1/ 6(月) ～ 1/10(金) 市民ミュージアム企画展“2013 川崎フロンターレ展”

1/13(月) ～ 1/17(金) インフルエンザについて

1/20(月) ～ 1/24(金) 麻生不動のだるま市 

1/27(月) ～ 1/31(金) 感染症予防について 

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

※番組内容は変更になることがあります。            市民・こども局シティセールス・広報室 TEL:200-2282 (内 27341)


