
 

 

 

 

  

7 日 かわさきの学校に行こう！ 看護大学編 

14 日 かわさきで楽しむ乗馬体験 

21 日 知ってる人は知っている！？ いま新丸子がアツい！ 

28 日 ヴァイオリニスト石田泰尚が奏でる川崎の夜 

11 日 かわさき地元応援券第３弾について 

25日 ミューザ川崎 

１日 市立看護大学に潜入取材！ 

８日 よみうりランドの「HANA・BIYORI」に新エリアオープン！ 

15 日 いらっしゃい！ 商店街の NEW ショップ「吉田ジェラート」 

22 日 福田市長と COLORFUL KAWASAKI 

29 日 自販機に川崎のイイモノ！ 

５ 
総務企画局 シティプロモーション推進室 

TEL:044-200-2282（内:23431） 

掲 載 し て い る 放 送 内 容 は 変 更 に な る 場 合 が あ り ま す 。  

ｔｖｋ（テレビ神奈川） 地デジ 3ch 

毎週土曜日  

あさ 9:00～9:15 放送中 

【出演者】  

敦士（俳優・モデル）, 田中碧（tvkアナウンサー） 

佐竹明咲美 依吹怜 空野青空  
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FMヨコハマ 84.7MHz 

毎週日曜日 18:15～18:30 放送 

【パーソナリティ】  

松原 江里佳 

川崎の様々な話題、 

イベント等をお伝えする地域情報番組です。 

グルメ・エンタメなど川崎のエリアから発信される様々なイベントや 

取り組みを、パーソナリティの松原江里佳が PR 会社「虹色企画」の 

フォトライターとして PR するドラマ風トーク番組です。 

 

 

番組サポーターから寄せられたキラリと光るジモト情報を、キラリと光る若者

俳優が潜入リポートしてお送りする生放送の情報番組です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｔｖｋ（テレビ神奈川） 地デジ 3ch 

毎月第 2第 4水曜 ひる 12：00～13：30の内、13：00以降の 2分程度 

【出演者】三上真史（俳優） 岡村帆奈美（tvkアナウンサー）ほか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日 （月） かわさきクローズアップ  こんにちは民生委員児童委員です /情報 BOX 

３日 （火） 民家園探訪  日本民家園 /情報 BOX 

４日 （水） ①地域の寺子屋事業  ②図書館へ行こう /情報 BOX 

５日 （木） かわさきクローズアップ  

ヒラメキいっぱい「川崎北部少年少女発明クラブ」 

/情報 BOX 

６日 （金） アート情報  藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム /情報 BOX 

９日 （月） まちかどから 

「市内の注目企業にフォーカス！」 MeRveilles（メルヴェイユ） 

/情報 BOX 

10 日 （火） カルッツかわさき  おすすめ情報 /情報 BOX 

11 日 （水） 暮らしのトラブル処方箋  消費者行政センター /情報 BOX 

12 日 （木） かわさきクローズアップ 

「キングスカイフロントから世界が、未来が変わる！」 

/情報 BOX 

13 日 （金） ミューザ川崎シンフォニーホール /情報 BOX 

16 日 （月） かわさきクローズアップ特別版  川崎じもと応援券(第３弾)受付中 /情報 BOX 

17 日 （火） 市民活動センター情報 （各団体の活動状況など） /情報 BOX 

18 日 （水） 健康ライフナビ  健康増進課  /情報 BOX 

19 日 （木） かわさきクローズアップ 

ＳＤＧｓで未来を変えよう！染 Q テクノロジー株式会社 

/情報 BOX 

20 日 （金） 生田緑地から 生田緑地共同事業体 /情報 BOX   

23 日 （月） まちかどから  こども文化センター /情報 BOX 

24 日 （火） かわさきマリエン 川崎港振興協会 /情報 BOX 

25 日 （水） 中原区役所 地域みまもり支援センター  /情報 BOX 

26 日 （木） かわさきクローズアップ 区制５０周年「幸５０祭」開催 /情報 BOX 

27 日 （金） かわさき宙と緑の科学館 星空＆自然ガイド /情報 BOX 

30 日 （月） お休みです /情報 BOX 

31 日 （火） お休みです /情報 BOX 

2 日(月)～ ６日(金) 「かわさきいろいろ写真」の募集について 

９日(月)～13 日(金) 「Net119 緊急通報システム」について 

16 日(月)～20 日(金) 「地震への備え」について 

23 日(月)～27 日(金) 「川崎じもと応援券」（第３弾）の販売について 

30 日(月)～31 日(火) 「プラスチック資源循環法」について 

かわさき FM 79.1MHz  

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 

毎週月～金曜日 8:45～9:00 放送中

（再放送 23:30～23:45） 
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言語による市政情報をお届けする

 

 かわさき FM 79.1MHz 

 毎週月～金曜日  

15:30～16:00 放送中 

（再放送 23:00～23:30） 

 パーソナリティ： 

○月島岡美延 ○火宮下敏子 

○水出口とうこ ○木須藤 悟 

○金若林かおり 

掲載している放送内容は変更になる場合があります。 

地域に密着した情報を中心に、地元の情報発信基地として、市民の活動などを幅広く紹介します。 

併せて、川崎市内のイベント・市政情報・施設など様々な情報をタイムリーに発信します。 

 

５ 

 


