
 

 

 

 

 

 

                              

  

 

 

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) 

3 日(土・祝) 生田緑地を満喫！ 

10 日(土) 私が見た川崎『鈴木尚典さん（元プロ野球選手）』 

17 日(土) かわさきの老舗「和菓子編（川崎屋東照）」 

24 日(土) 建機の教習所（コマツ教習所） 

31 日(土) 世界で活躍する川崎のベンチャー企業 

 

 

 

 

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 ／千賀 絢子（せんが じゅんこ） 

4 日(日) 岡本太郎美術展企画展「岡本太郎と潜在的イメージ- パリの仲間たち」展 

11 日(日) かわさき名産品 

18 日(日) 川崎競輪場に行って来ます！ 

25 日(日) カワサキ ストリートミュージックバトル 5（KSMB） 

 
 

 

 

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５：２０～５：４０ 

・パーソナリティ ／ 川崎純情小町☆ 

3 日(土・祝) 岡本太郎美術展企画展「岡本太郎と潜在的イメージ- パリの仲間たち」展 

10 日(土) 「だまされ度」診断 

17 日(土) 川崎市役所に行ってきます！ 

24 日(土) 川崎純情小町☆メンバー担当区紹介 幸区 

31 日(土) 時速 55キロのラジコンカー（三矢研究所） 

 

 

 

スポーツ・音楽情報満載の 30分。 

・かわさきＦＭ（７９.１ＭＨｚ） 

・毎週日曜日 午前９：００～９：３０ 

・パーソナリティ／小西 眞由美 

4 日(日) 東芝ブレイブサンダース神奈川 イースタンカンファレンス優勝～5/10 のセミファイナルへ臨む！ …など 

11 日(日) まちの先生 大募集！（5/20まで）川崎市幸市民館 …など 

18 日(日) 「生田緑地ばら苑」春の一般開放（5/15～6/1）16日間 …など 

25 日(日) 4月より KSMB5 再開！ 【ゲスト】1stステージ・バトル優勝者 KIKU（きく）さん …など 



 

 

 

 

ラジオ版「市政だより」です。 

・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) 

・月曜：横山 剛 火曜：佐藤 哲也 

水曜：若林 かおり 木曜：達 淳一 金曜：島岡 美延 

1 日（木） 中原図書館へ行こう！ ／ 情報 BOX 

2 日（金） 消防局ライブ ／ ハーブの楽しみ方 ／ 情報 BOX 

5 日(月・祝) 暮らしのトラブル処方箋 ／ 川崎区の話題 

6 日(火・祝) 民家園探訪 ／ 北部市場だより ／ 幸区の話題 

7 日(水) ラジコンカー製作教室 ／ 中原区の話題 

8 日(木) かわさきマイスターまつり ／ 高津区の話題 

9 日(金) 黒川青少年野外活動センターから ／ 宮前区の話題 

12 日(月) 春の市民登山「四阿山 2354ｍ」と「黒班山 2404ｍ」 ／ 多摩区の話題 

13 日(火) 生田緑地・自然ガイド ／ 麻生区の話題 

14 日(水) 八ヶ岳少年自然の家から ／ 情報 BOX 

15 日(木) 第 20 回ハーバード大学クロコディロスコンサート ／ 情報 BOX 

16 日(金) エコ暮らしこフェア ／ 情報 BOX 

19 日(月) 「こども黄緑クラブ・春編」 ／ 川崎区の話題 

20 日(火) かわさき星空教室 ／ 幸区の話題 

21 日(水) 市民活動センター情報 ／ 中原区の話題 

22 日(木) アメリカンフットボール 第 37 回パールボウル 市民招待 ／ 高津区の話題 

23 日(祝) 川崎産業観光ツアー（第 1 弾）参加者募集 ／ 宮前区の話題 

26 日(月) 健康ライフナビ ／ 多摩区の話題 

27 日(火) FM ミュージアムサロン ／ 麻生区の話題 

28 日(水) 第 4 回 夏休み能楽体験・鑑賞教室 ／ 情報 BOX 

29 日(木) 「こども防災塾」参加者募集 ／ 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。 

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・タガログ語 

・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) 

5/ 5(月･祝) ～ 5/ 9(金) 生田緑地ばら苑 春の一般開放 

5/12(月) ～ 5/16(金) 市体育館 閉鎖について 

5/19(月) ～ 5/23(金) 外国人市民向けの相談窓口について 

5/26(月) ～ 5/30(金) 市民ミュージアム 市制 90 周年記念 近代川崎人物伝 


