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1 金
協同組合JQ蘭越厚生事
業団第3期生面接同席

就学児検診
供養の日/園内便り発
行

頭と身体の体操 特別リハビリ 年長就学前健診 出張販売（ヤクルト）

2 土 黒中学校祭/散髪 売店 黒中学校祭 支援会議

3 日 浴室掃除/光調髪日 GH外出支援 喫茶店

4 月 経営会議
黒中振休/岩見沢児相連絡
協議会/給食会議 体力測定 黒中振替休日/三恵病院通院 給食会議・連絡会議 はぐはぐ/英語教室 安全衛生委員会

連絡調整会議/養）診
察

5 火 人事考課委員会
人事考課委員会/支援
会議

人事考課委員会/髪切
虫調髪日

人事考課委員会/体
力測定/勉強会

人事考課委員会/札幌医大通院/倶知
安厚生病院状態報告/給食会議

人事考課委員会/給
食会議

人事考課委員会 人事考課委員会 人事考課委員会
人事考課委員会/料理サーク
ル/身体拘束・虐待防止委員会 人事考課委員会 人事考課委員会

人事考課委員会/特）
訪問歯科

6 水 体力測定
愛光園実習/黒松内保育園こども支援
会議/運営会議/全国施設長会議 運営会議

遠足予備日/デイカン
ファ/ぶなっこ

リーダー会議 /出張販売
（セブン） 給食会議 特）診察/養）レク体操

7 木
誕生会/一斉血圧・体
重測定

体力測定 歯科健診/研修 ケース会議（予定） 研修委員会

8 金
保育園実地指導/外国
人雇用セミナー・交流座
談会（倶知安町）

技能実習生買い物日 体力測定 コロナワクチン接種2回目 技能実習生買い物
歯科健診/振興局監
査

出張販売（ヤクルト）/書道
サークル/感染症委員会/
京極中学校職場インタ
ビュー（2年生）

感染症対策委員会

9 土 白小・白中合同学芸会学校祭/蘭
高ロードレース大会/分校参観日

売店
白小/中合同学芸会/分校参観
日

支援会議

10 日 浴室掃除 GH外出支援 理容対応

11 月 苦情解決委員会
苦情解決委員会/白小・白
中・分校・蘭高振休

苦情解決委員会/給
食施設従事者研修会

苦情解決委員会/おやつ
を食べよう

苦情解決委員会/白小振替休日/
分校振替休日

苦情解決委員会/給
食施設従事者研修

苦情解決委員会/身体拘
束・虐待防止委員会 苦情解決委員会

苦情解決委員会/はぐ
はぐ/英語教室

苦情解決委員会/出張理容（サロン
ドシエル）/リスク管理委員会

苦情解決委員会/納豆
検査

苦情解決委員会/給食従事
者研修会（倶知安）

苦情解決委員会/特）
ケース会議/養）診察

12 火 施設長・副施設長会議/経営協
北海道・東北ブロックセミナー

施設長・副施設長会
議

施設長・副施設長会議/倶
知安厚生病院定期通院日

施設長・副施設長会議/
おやつを食べよう

施設長・副施設長会議/黒中2年・伊達
高見学/札幌児相ケース施設見学

施設長・副施設長会
議

施設長・副施設長会
議/3F介護員会議

施設長・副施設長会
議/秋の味覚会

施設長・副施設長会議/未満児
参観日/主任会議/町離乳食

施設長・副施設長会議/
サービス向上委員会

施設長・副施設長会
議/運営会議

施設長・副施設長会
議

施設長・副施設長会議/運
営会議/特）訪問歯科

13 水
生活・事故防止委員会／八
雲定期通院日/主任会議 おやつを食べよう

愛光園実習終了/分校中３見学旅
行

年少参観日/懇談会/
ぶなっこ

出張販売（セブン）/特養
副主任会議

検便検査
検討会議/褥瘡予防
委員会

特）診察/養）レク体操

14 木
振興局実地指導（つくし
ホーム・陽だまり）

黒中２年宿泊研修(～
10/15）/3歳児検診

清潔整頓デー おやつを食べよう
新任職員フォローアッ
プ研修

美容対応
年中参観日/職員会
議/1.6・3歳児健診

ケース会議（予定）/入所判定会議/
ようてい・ふきだしペアユニット会議

振興局実地指導（AMつ
くしホーム・PM陽だまり）

給食施設指導（厨房）/寿都
地域ケア会議（寿都） 特）リーダー会議

15 金 今金マラソン大会 おやつを食べよう
倶知安厚生病院通院/新人職
員フォローアップ研修

髪切虫来園
新任職員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研
修

年長参観日/懇談会/
担任会議/園開放

活花サークル/出張販売
（ヤクルト）

峠下旗の波作戦 法人フォローアップ研修 褥瘡対策委員会

16 土 第3者評価(～10/17) 売店 支援会議

17 日 浴室掃除/光調髪日 GH外出支援 売店・外注食

18 月
長高振休/経専保育
専門学校就職ガイダ
ンス

フリータイム
八雲総合病院通院/経専北海
道専門学校ガイダンス

はぐはぐ/英語教室/未
満児・年少担任会議/残
食調査

特）ケース会議/養）診
察

19 火 施設見学/勉強会 誕生会 北大病院通院 町離乳食/残食調査 特）訪問歯科

20 水
広域連合実地指導監査
（デイ）

開園記念日/室蘭児
相連絡協議会

行事/八雲総合病院眼
科視野検査

フリータイム
実地指導　13：30～

ブナの森診療所往診/苫小牧分室
との連絡協議会/デイ専門支援

主任・副主任会議 特別リハビリ
ぶなっこ/避難訓練/
残食調査

出張販売（セブン）/養護
ご利用者懇談会

入所誕生会/主任及び幹部
会議/フロア会議

全体会議、内部研修/
特）診察

21 木 全体会議 誕生会 乳相
給食会議/ケース会議（予
定） 理容日

22 金 誕生会 伊達赤十字病院通院 2F介護員会議 収穫祭/園開放
2021年度上半期振り返
り/出張販売（ヤクルト）

虐待防止・人権擁護委員会
/養）ケース会議

23 土 散髪 売店
意思決定支援と虐待防
止に関する研修会(オン
ライン)

24 日 浴室掃除 GH外出支援
金子商店衣類訪問販
売

25 月 理事会 理事会 理事会
理事会
頭と身体の体操

理事会/三恵病院通院/コドモッ
クル通院

理事会 理事会 理事会/誕生会
理事会/はぐはぐ/英
語教室

理事会/出張理容（竹山美
容室）/養護ユニット会議 理事会 理事会 理事会/月忌法要/特）ケース

会議/養）診察/ケース会議

26 火 広報委員会
広報委員会/長高2年見学旅行
(～10/29)/今金3年見学旅行
(～10/29)

広報委員会/職員会議/倶
知安厚生病院定期通院日

広報委員会
職員会議

広報委員会
広報委員会/園内研
修

広報委員会/誕生会 広報委員会
広報委員会/未満児ク
ラス開放日

広報委員会/しりべつ・きょうご
くペアユニット会議

広報委員会/運営会
議

広報委員会/白井川中学校2年
生体験実習

広報委員会/お寿司イベント/感染
症研修（岩内保健所）/特）訪問歯
科

27 水 監事監査
代表者会議・月例連絡
会／八雲定期通院日

全道知的障がい関係職員研究
大会

支援職員会議 職員会議/園内研修 ぶなっこ 出張販売（セブン）/せせらぎ・めいすいペ
アユニット会議

検討会議/理容日/職
員会議

給食会議、看護師会議/
特）診察/養）レク体操

28 木
安全運転管理者法定
講習

清潔整頓デー/髪切虫
調髪日

倶知安厚生病院往診/寿都5歳
児検診/支援職員会議

信和会/給食会議
連絡会議/職員会議/
学習会

ケース会議（予定）/ケアマネ会
議 安全運転管理者講習 原子力防災訓練

原子力防災訓練（泊村）/広
報委員会

29 金 施設見学 誕生会
出張販売（ヤクルト）/感
染症勉強会

30 土 売店 Aグループ外出支援 支援会議

31 日
福祉職場説明会（函館市社協）
職場個別面談コーナー参加
web

浴室掃除 GH外出支援 喫茶店
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