
セソール川崎京町ハイライズ　行事・活動予定

※ 太字は一般居住者の方が参加できます。なかには参加制限付きの行事もありますのでご確認ください。

月 管理組合 自治会・その他

４月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土) または(日)〉

　　　　　　　○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉
※４月はお休みします。

○定例役員会〈４日(土)19:00〉
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為中
止

■ペットの会　猫ワクチン接種、狂犬病
予防接種促進資料配布

■ 京町小学校 入学式〈６日(月)10：00〉

■ 田島中学校 入学式〈６日(月)13：00〉

○CATV定例会議〈11日(土)19:00〉 ○令和２年春の全国交通安全運動〈中止）

○川管ネット理事会〈16日(木)〉

○定例理事会〈18日(土)19:00〉

■ペットの会清掃日〈5日(日) 9:00 〉 ○西部連合町内会定例会〈中止〉

■あるこう会〈日未定・申込制・詳細は掲示
板をご覧ください〉

○社協　常任理事会〈中止〉

■排水管清掃　<日未定詳細は配布資料
をご覧ください>

○セソールだより編集会議〈日時未定〉 ○西部まちづくりクラブ定例会〈中止〉

○グリーンクラブ全体会議〈26(日)8:30予定〉
○川崎防火協会第１支部「総会」〈日未定
(日) 11:00〉

５月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土) または(日)〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

■日赤社費募金（日本赤十字社社員増

強運動）〈日未定・案内を配布します〉

○CATV定例会議〈9日(土)19:00〉 春の全国交通安全運動〈日未定〉

○川管ネット理事会〈14日(木)〉 ○定例役員会〈9日（土）19：00〉

○定例理事会〈16日(土) 19:00〉
○川崎防火協会「総会」
〈日未定15:00川崎消防署〉

■ペットの会清掃日〈3日(日)9:00  〉
■自治会費集金〈16日（土）・17日（日）
10:00～16:00、18日（月）18:30～21:00管理
センターロビー・案内を配布します〉

○ ペットの会定例役員会 〈30日（土）〉 ■田島中学校 体育祭〈日未定）

○川管ネット総会〈未定(土)〉 ○西部まちづくりクラブ定例〈日時場所未定〉

■筍ご飯を食べる会〈日未定・60歳以上
申込制・詳細は掲示板をご覧ください〉

○京町小学校教育後援会・ＰＴＡ定期総会
〈日時未定〉

■セソール住民清掃の日 共催 〈3日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉

■ セソール自主防災訓練共催〈9/27(日)に延期します。9:45〜12:25雨天決行・人工芝広場集合・
案内を配布します〉

【２０２０年】

■セソール住民清掃の日 共催 〈５日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉
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セソール川崎京町ハイライズ　行事・活動予定

月 管理組合 自治会・その他

○セソールだより編集会議〈日時未定〉
■日枝大神社例大祭〈京町1・2丁目町内

会神輿セソール巡行〉中止

■京町小学校 運動会〈23日(土) 8:45〉

○中央第２地区社協総会（27日（水）10：00
麦の郷）

○区・連合町内会「総会」〈日時未定区役所
７Ｆ〉

○グリーンクラブ全体会議〈31日(日)8:30〉
○川崎区自主防災組織連絡協議会総会〈日
時未定〉

６月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土) または(日)〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

○川崎消防団ポンプ操法大会〈日未定１０：０
０・川崎競輪場〉

■ペットの会予防接種実態調査 ○定例役員会〈6日(土)19:00〉

○CATV定例会議〈13日(土)19:00〉 ○サマーカーニバル準備委員会〈日時未定〉

○川管ネット理事会〈18日(木)〉 ■健康長寿カフェ「花海棠」〈未定〉

○定例理事会〈20日(土) 19:00〉 ○川崎防犯協会「研修会」〈日時未定〉

■ペットの会清掃日
〈７日(日) 9:00 〉

■中央第2地区社協「社会を明るくする運
動」（日場所未定13:00）

■「花海棠」料理教室<未定>

■あるこう会〈日未定/申込制、詳細は掲示
板を ご覧ください〉

○川崎中央地区交通安全対策協議会〈日時
未定・区役所〉

○グリーンクラブ全体会議〈28日(日)8:30〉
○川崎警察署地域防犯連絡委員委嘱式〈日
時未定〉

7月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土)または(日)〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

○定例役員会〈4日(土)19:00〉

■新ジャガを食べる会 〈日未定
(土)12:00～   談話室・60歳以上〉

■健康長寿カフェ「花海棠」  〈未定〉

■消防用設備定期点検専有部分
〈日未定9:00～17:00 案内を配布します〉

■中央第２地区社会福祉協議会賛助
会員募集・賛助会費募金〈日未定、案
内を配布します〉

○CATV定例会議〈11日(土)19:00〉 　■「花海棠」男の料理教室<未定〉

○川管ネット理事会〈16日(木)〉 　　　　○区・連合町内会議〈日時未定・区役所〉

○定例理事会〈18日(土)19:00〉 ○西部連合町内会「定例会」
〈日時、場所未定〉

■セソール住民清掃の日 共催 〈5日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉

■セソール住民清掃の日 共催 〈７日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉
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セソール川崎京町ハイライズ　行事・活動予定

月 管理組合 自治会・その他

■ペットの会清掃日
〈5日(日) 9:00 〉

○西部まちづくりクラブ定例会〈日時、場
所未定〉

○グリーンクラブ全体会議〈26日(日)8:30〉 ■サマーカーニバル協力員募集
〈案内を配布します〉

○セソールだより編集会議〈日時未定〉 ■子供会花火大会〈日時未定・セソール
パーク・詳細は掲示板をご覧ください〉

８月

■談話室シニア優先時間帯
８月はお休みします〈毎週(月)(金)14:00
〜16:30談話室・60歳以上〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

○ 長期修繕計画打ち合わせ
 〈未定日（金）19：00〉

○定例役員会〈1日(土) 19:00〉

○CATV定例会議〈8日(土) 19:00〉 ■サマーカーニバル実行委員会
〈日未定19：00〜20：00・管理センター〉

○川管ネット理事会〈13日（木）〉
○秋の全国交通安全運動推進合同会議〈日
時・場所未定〉

■ペットの会清掃日
〈2日(日) 9:00 〉

■盆踊り練習会〈日未定〉

■サマーカーニバル〈22日(土)・セソール
パーク・案内を配布します〉

○グリーンクラブ全体会議〈30日(日)8:30〉
■サマーカーニバル後片付け・反省
会〈23日(日) 9:00〜〉

９月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土) または(日)〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

○定例役員会〈5日(土)19:00〉

○CATV定例会議（12日（土）19:00）
○田島中学校避難所運営会議
〈日時未定、田島中学校図書室〉

○ 長期修繕計画打ち合わせ〈日未定19：00〉
○西部まちづくりクラブ定例会
〈日時場所未定）

○会計監査（中間）会議〈未定（金）〉 ■セソール敬老の日〈13日(日)、 70歳以
上の方にお祝い品を贈呈します〉

○川管ネット理事会〈17日(木)〉 ■健康長寿カフェ「花海棠」〈未定〉

○定例理事会〈19日(土)19:00〉 　■「花海棠」男の料理教室<未定〉

■ペットの会清掃　〈6日(日) 9:00 〉
○「秋の全国交通安全運動」登校時安全
指導〈日未定〉

○グリーンクラブ全体会議〈27日(日) 8:30〉

■ 栗ごはんを食べる会
〈日未定 12:00〜　談話室・60歳以上・詳細
は掲示板をご覧ください〉

■セソール住民清掃の日 共催 〈6日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉

■セソール住民清掃の日 共催 〈2日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉
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セソール川崎京町ハイライズ　行事・活動予定

月 管理組合 自治会・その他

10月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土) または(日)〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

○定例役員会〈3日(土)19:00〉

○ 長期修繕計画打ち合わせ
〈未定（金）19:00〉

■赤い羽根共同募金
〈日未定 案内を配布します〉

■栗ごはんを食べる会〈日未定・ 談話
室・60歳以上・詳細は掲示板をご覧ください〉

○西部連合町内会定例会
〈日時場所未定〉

○CATV定例会議〈10日(土) 19:00〉 ■健康長寿カフェ「花海棠」〈未定〉

　■「花海棠」男の料理教室<未定〉

○川管ネット理事会〈15日(木)〉
○西部まちづくりクラブ定例会
〈日時・場所未定〉

○定例理事会〈17日(土) 19:00〉 ■田島中学校文化祭（田島フェスタ）
〈日未定〉

■ペットの会清掃日〈4日(日）9:00〉

○西部まちづくりクラブ主催　国道１５号南
武浜川崎線ガード下壁画維持・清掃活
動    〈日未定〉

○セソールだより編集会議〈日時未定〉 ○市・社会福祉大会
〈日未定 13:30 ・市総合福祉センター〉

○第70回「川崎地域安全のつどい」
（日未定 13:30・サンピアン川崎）

○グリーンクラブ全体会議〈25日(日)8:30〉
■京町小学校「第２２回ふれあいまつ
り」   〈日未定（日）11:30～13:40〉

11月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土) または(日)〉

　　　　　○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

　　　　　○定例役員会 〈7日(土)19:00〉

■ いも煮会 〈日未定・ 談話室・60歳以
上、詳細は掲示板をご覧ください〉

■健康長寿カフェ「花海棠」〈未定〉

○長期修繕計画打ち合わせ（未定（金）
19:00～）

■「花海棠」男の料理教室〈未定〉

■あるこう会〈日未定/申込制・詳細は掲示
板をご覧ください〉

　　    　○防災委員会（8日（日）・19：00管理センター〉

○CATV定例会議〈14日(土)19:00〉

■ペットの会清掃日
〈1日(日)9:00〉

○西部まちづくりクラブ定例会
(日時場所未定〉

　　　　　　　○川管ネット理事会（19日（木））
〇川崎社協福祉まつり　〈日未定、10：00
～15：00・川崎教育文化会館〉

　　          ○定例理事会　〈21日(土)19:00〉 　

           ○グリーンクラブ全体会議〈29日(日)8:30〉 　○中央第２地区社協「視察研修会」〈日未定〉

■セソール住民清掃の日 共催 〈1日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉

■セソール住民清掃の日共催 〈4日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉
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セソール川崎京町ハイライズ　行事・活動予定

月 管理組合 自治会・その他

12月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土) または(日)8:30〜12:00〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

■ 年末助け合い募金〈案内を配布しま
す〉

○長期修繕計画打ち合わせ〈日時未定〉 ○定例役員会〈5日(土)19:00〉

○CATV定例会議〈12日(土)19:00〉

○川管ネット理事会〈17日（木）〉 ■子ども会クリスマス会〈日時未定〉

○定例理事会〈19日(土)19:00〉
■セソール餅つき大会前日準備
〈日未定(土)13:30～〉

■ 福祉クリスマス会〈日未定(土)12:00～
談話室・60歳以上申込制・詳細は掲示板を
ご覧 ください〉

■セソール餅つき大会
〈13日(日)10:30〜12:30 セソールパーク
餅のつき手やボランティアを募集・詳細は案
内をご覧 ください〉

■ペットの会清掃日〈6日(日)9:00〉 ■健康長寿カフェ「花海棠」〈未定〉

○清掃員懇談会〈日時未定〉
○西部まちづくりクラブ定例会　〈日未定・
18:00南町町内会館〉

○グリーンクラブ全体会議
〈27日(日)8:30〉

○今年は、ごみ年末収集終了後、ごみコンテ
ナにシート掛けはしない予定です。

１月

■ 談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■ 消防用設備定期点検専有部分
〈日未定  9:00〜17:00  案内を配布します〉

○定例役員会・新年会〈9日(土)17:30〉

■ 鏡開き食事会〈日未定12:00談話室・
60歳以上・詳細は掲示板をご覧ください〉

○川崎区賀詞交換会
〈日未定17:30・日航ホテル〉

○川崎地区消防出初式
〈日未定10:00・川崎競輪場〉

○CATV定例会議〈9日(土)19:00〉
　　　　　〇川崎地区消防関係団体連絡会新年祝賀会

〈日未定12:00・川崎競輪場〉

■健康長寿カフェ「花海棠」<未定>

○福祉専門委員会〈未定(土)17:00〉 　■「花海棠」男の料理教室<未定〉

○西部連合町内会定例会〈日時場所未定〉

○川管ネット理事会〈21日(木)19:30〉
○西部まちづくりクラブ定例会（日場所未定・
18:00）

○定例理事会〈23日(土)19:00〉
○30年度防災シンポジウム〈日未定14:00・川
崎市総合福祉センター〉

■ペットの会清掃日
〈3日(日) 9:00〉

○川崎警察署武道始式<日未定14:00・川崎
警察署道場>

【２０２１年】

■セソール住民清掃の日共催 (6日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延)

■セソール住民清掃の日 共催 〈3日(日) 9:00管理センター前集合・雨天次週順延〉
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セソール川崎京町ハイライズ　行事・活動予定

月 管理組合 自治会・その他

○中央第２地区社協「新年会」
〈日時場所未定〉

２月

■談話室シニア優先時間帯〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

○自転車協力員解散式及び次年度協力員
募集〈日未定(土)14:00〉

○「川崎区こども安全の日」各小学校児童の
下校時に見守り活動〈日未定14:25〉

○福祉専門委員会
〈日時未定〉

○定例役員会〈6日(土)19:00〉

○CATV定例会議〈13日(土)19:00〉
○西部まちづくりクラブ定例会 〈日時未定・
麦の郷〉

○棟委員長会議〈日時未定〉

○会計監査〈日時未定〉

○川管ネット賛助会員交流会〈日時未定〉 ○会計監査〈日未定10:00・自治会室〉

○川管ネット理事会〈18日(木)〉 ■健康長寿カフェ「花海棠」　<一時休止>

○定例理事会〈20日(土)19:00〉

■ペットの会清掃日
〈７日(日)9:00〉

○京町小学校
     教育ネットワーク会議〈日未定14:30〉
     学校教育推進会議〈日未定15:30〉
     教育後援会例会〈日未定18:30〉

○ペットの会定例役員会〈27日(土)〉 ■「花海棠」　男の料理教室<一時休止 >

■自転車駐輪場登録手続き
〈日未定 9:00〜12:00／ 13:00〜16:00
管理センター２階〉

○川崎防犯協会　研修会
〈日未定17:00・日航ホテル〉

○まちづくり公社セミナー
〈日時未定(土）〉

○京町小学校区4町会合同防災訓練
〈日・場所未定9:00～12：00>

○グリーンクラブ全体会議
〈28(日)8:30予定〉

３月

○グリーンクラブ活動日
〈毎週(火)(木)、(土) または(日)〉

○夜間防犯パトロール〈毎週(月)〜(土)〉

■談話室シニア優先時間帯　〈毎週
(月)(金)14:00〜16:30談話室・60歳以上〉

■県立川崎高校 卒業式〈日未定10:00全
日制／18:00定時制〉

■ひな祭り昼食会〈日未定談話室・60歳
以上申込制・詳細は掲示板をご覧ください〉

〇定例役員会〈6日(土)19:00〉

○自主防災組織連絡協議会 防災講演会
〈日時場所未定〉

○CATV定例会議〈18日(土)19:00〉
○春の交通安全運動等推進合同会議
〈日未定１４：００ 区役所〉

■ペットの会清掃日
〈7日(日)9:00〉

　　　　　■田島中学校卒業式（日未定10:00）

■健康長寿カフェ「花海棠」<一時休止>

■セソール住民清掃の日 共催 〈7日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉

■ セソール住民清掃の日 共催 〈７日(日) 9:00管理センター前集合・雨天は次週順延〉
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セソール川崎京町ハイライズ　行事・活動予定

月 管理組合 自治会・その他

■「花海棠」男の料理教室〈一時休止〉

○川管ネット理事会〈14日(木)〉 ■定期総会資料各戸配布

■京町小学校 卒業式〈日未定10:00〉

■排水管清掃専有部分
○中央地区連合町内会理事会〈日時未定・
区役所〉

○ペットの会新旧役員引き継ぎ会〈27日(土)〉
○西部まちづくりクラブ定例会〈日時場所未
定〉

○グリーンクラブ全体会議
〈月末(日)8:30予定〉

■京町小学校「退離任式」〈日未定〉

■管理組合 第32期定期総会及び
第33期第１回理事会
〈日未定(日)13:30アリーナ・案内を配布しま
す〉

■自治会 第31期定期総会
〈日未定(日)10:00アリーナ・案内を配布しま
す〉
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