
  
 

 
 
 
  

                     

  

 

 

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）（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（アメフット選手） 

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） 

 3 日(土) 夢見ヶ崎動物公園に行こう！ 

10 日(土) エクササイズでスッキリ！ 

17 日(土) 大道芸に挑戦！ 

24 日(土) 東芝科学館でサイエンス体験 

31 日(土) LOVE かわさき総集編 

 

 
    
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） 

 4 日(日) かわさきそだち のらぼう菜 

11 日(日) アルテリッカしんゆり 2012 

18 日(日) 宮前区を PR 鷺沼芸人 

25 日(日) アジア交流音楽祭 Asian Heart Beat 2012 

 
 
    
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 ／佐々木麻衣（アナウンサー） 

 3 日(土) ユニバーサル服飾高等学院開校 

10 日(土) かわさき基準認証福祉製品発表式 

17 日(土) 東京交響楽団かわさき定期演奏会 

24 日(土) かわさき工場夜景 

31 日(土) アルテリッカしんゆり 2012 

 
 
   
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） 

 4 日(日) 怪人・川崎王(カワサキング)からの挑戦状！～進めかわさき探偵団／第 16 回 川崎市青少年の家フェスタ…など

11 日(日) 東日本大震災～復興 1 周年 がんばっぺ ふくしま!／聖マリアンナ医科大学「高齢者向け筋力アップ教室」…など

18 日(日) サッカー大学日本一！専修大学サッカー部／本日開催！第 17 回 川崎市青少年フェスティバル…など 

25 日(日) 2012 多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎 参加者インタビュ－／川崎市ホームタウンスポーツ推進パートナー…など

 



☆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。 

 
 
 

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：須藤 悟 火曜：宮下 敏子 

水曜：若林 かおり 木曜：達 淳一 金曜：岡島 彰子 

1 日(木) かながわあんしん生活支援フォーラム ／ 情報 BOX 

2 日(金) 川崎市職員採用説明会 ／ 消防局ライブ情報 ／ 情報 BOX 

5 日(月) 民家園探訪 ／ 川崎区の話題 

6 日(火) 生田緑地・自然ガイド ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 

7 日(水) かわさき基準認証福祉製品発表式 ／ 中原区の話題 

8 日(木) エコフェスタかわさき 2012 ／ 高津区の話題 

9 日(金) 川崎大空襲記録展 ／ 宮前区の話題 

12 日(月) かわさきの今昔 ／ 多摩区の話題 

13 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 

14 日(水) 東京交響楽団 川崎定期演奏会 ／ 情報 BOX 

15 日(木) 市営駐輪場の料金等が変わります ／ 情報 BOX 

16 日(金) 春の動物園まつり ／ 情報 BOX 

19 日(月) 各区名所めぐり（中原区） ／ 川崎区の話題 

20 日(祝) かわさき星空教室 ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 

21 日(水) リサイクルパークあさお 王禅寺処理センター見学会 ／ 中原区の話題 

22 日(木) あなたに知ってほしい自殺のこと ／ 高津区の話題 

23 日(金) アートセンター上映案内 ／ 宮前区の話題 

26 日(月) ミュージアムサロン ／ 多摩区の話題 

27 日(火) 健康ライフナビ ／ 北部市場だより ／ 麻生区の話題 

28 日(水) 手話奉仕員養成講座 ／ 情報 BOX 

29 日(木) チャレンジかわさき選手権全国大会出場報告 ／ 情報 BOX 

30 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１１：３０～１１：４０ 

(再放送 毎週月～金曜日 午後１１：００～１１：１０)

3/ 5(月)～ 3/ 9(金) 川崎市青少年フェスティバル 

3/12(月)～ 3/16(金) 土曜日の区役所窓口の開設について 

3/19(月)～ 3/23(金) アジア交流音楽祭 Asian Heart Beat 2012 

3/26(月)～ 3/30(金) アルテリッカしんゆり 2012 

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 


