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1 土
園内便り発行／新年交
礼会（9：30）／初風呂
（女性）

新年交礼会 新年交礼会 新年交礼会　9:00 新年挨拶回り

2 日 書初め 浴室掃除 喫茶店

3 月 初風呂（男性） 年始休業 休園

4 火 新年顔合わせ 休園
陽だまり通常営業開
始

5 水 主任会議／福引大会（9時） 新年顔合わせ 運営会議/診療所往診 休園 給食会議 特）診察/養）レク体操

6 木 倶知安町新年交礼会（ホテル第一
会館）/道庁挨拶廻り（調整中） 男子中高生・すぎな外出 一斉体重測定／誕生会 新年顔合わせ 在園者日帰り旅行 保育開始

京極町新年交礼会/消
防出初式

倶知安町新年交礼会
/新年お祓い

連絡調整会議/養）宝
引き

7 金
人事考課委員会/OTITO
（外国人技能実習機構）監
査（協JQ）

人事考課委員会/女
子小学生外出

人事考課委員会
人事考課委員会/新年
顔合わせ

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/連絡
会議/給食会議

人事考課委員会
人事考課委員会/慶和
園　新年のお祓い

人事考課委員会/ＧＨ
つくしんぼ新年交礼会

人事考課委員会
人事考課委員会/養）
宝引き

8 土 女子中高生外出 売店 支援会議

9 日
浴室掃除／大相撲初場所
点星取組初日 理容対応

京極町成人式：フェン職
員参列

10 月 男子小学生外出（新館） 新年顔合わせ/宝引き 夕食会 おたのしみ会 休園（祝日）
書道サークル/料理サー
クル

特）ケース会議

11 火 施設長・副施設長会議
施設長・副施設長会議/男
子小学生外出（旧館）

施設長・副施設長会議
施設長・副施設長会議/
宝引き/勉強会

施設長・副施設長会議/
北大通院/給食会議

施設長・副施設長会
議/給食会議

施設長・副施設長会議 施設長・副施設長会議 施設長・副施設長会議
施設長・副施設長会議/出張販
売・のどつまり勉強会

施設長・副施設長会
議/運営会議

施設長・副施設長会議/
褥瘡予防委員会

施設長・副施設長会議/
運営会議

12 水
利用者買い物日/清潔
整頓デー

宝引き 運営会議 新年会 ちょこっと体操/鏡開き 検討会議
特）訪問歯科/診察/リー
ダー会議/養）レク体操

13 木
伊達高養始業式/給
食会議

生活・事故防止委員会/
代表者選出選挙

宝引き 伊達高始業式 美容対応 出張販売 コンプライアンス研修 研修委員会

14 金 老施協全道大会PR提出 寿高全校集会 宝引き 新年会兼誕生会 研修/町離乳食 感染症委員会

15 土
売店/技能実習生買い
物日

支援会議

16 日 浴室掃除／光調髪日 売店 外国人お買い物日

17 月
黒小・黒中・白中・今金高養
始業式/長高・蘭高全校集
会

誕生会
黒小・黒中始業式/三
恵、コドモックル通院

はぐはぐ
特）ケース会議/養）診
察、ケース会議

18 火
令和４年倶知安町交通安全関
係４団体新年研修会（倶知安
町役場２階会議室）

白小・分校始業式
倶知安定期通院日/勉
強会

誕生会
分校・白小始業式/倶知
安厚生病院通院

教育開始/新年を祝う会
倶知安町交通安全関
係団体新年会

全体会議/内部研修/
特）訪問歯科

19 水 支援会議
八雲定期通院日/避難
訓練

誕生会 ブナ森往診 診療所往診日 主任・副主任会議
避難訓練/主任会議/園
開放/ぶなっこ

出張販売/身体拘束虐
待防止勉強

入所誕生会/主任及び幹部
会議/フロア会議

特）診察/養）レク体操

20 木 誕生会 コドモックル通院
森のようちえん/職員会
議/園開放

ちょこっと大差応 理容日
養）ケース会議/ユニットケア管
理者研修（20～21日）

21 金
令和４年倶知安商工会議所新年会員交
礼会並びに第６４回商工模範従業員表彰
式（ホテル第一会館）/厚労省カンボジア
セミナー（湯の里）

フリータイム
伊達赤十字・菊地眼科
通院

2F・3F介護員会議 担任会議/町離乳食
出張販売・活花サークル・
褥瘡勉強会

倶知安町商工会議所
新年会

ユニットケア管理者研修（20
日～21日）/人権擁護委員
会

22 土 白小ふれあいカルタ大会 売店
白小かるた祭り/調理実
習

23 日
浴室掃除／大相撲初場所
点星取組千秋楽 喫茶店

24 月 白小振休
大相撲初場所点星取組表
彰式

思い出を語ろう
白小振休/八雲総合病
院通院

英語教室/はぐはぐ/り
す・ひよこ会議

養護：新年会/特養：新年会
/出張理容

特）ケース会議/養）診察

25 火
南富良野大乗会職員研修
講義（ZOOM) 職員会議

思い出を語ろう/職員会
議

倶知安厚生病院状態報
告/園内研修

園内研修
ひよこクラス開放/映画
会

養護ご利用者懇談会 運営会議
月忌法要/感染症ゾーニン
グ研修①/特）訪問歯科

26 水 監事監査/雇用均等関係法令制度説明会
（改正育児・介護休業法編）web

鍋料理/代表者会議・月例
連絡会/給食・衛生委員会

思い出を語ろう 支援職員会議 職員会議/園内研修 誕生会 ぶなっこ 出張販売 検討会議/理容日/職員会議
休職会議/看護師会議/養）
レク体操

27 木 監査法人期中往査 全体会議
清潔整頓デー／髪切虫調
髪日

思い出を語ろう
支援職員会議/オンライ
ン研修(全国知的)

避難訓練（災害）
森のようちえん予備日/
乳相

ちょこっと体操 広報委員会

28 金 監査法人期中往査
分校・今金高養・伊達高養休校
長高３年家庭学習期間 思い出を語ろう 分校高等部受験日 信和会/給食会議 学習会/職員会議 お誕生会

出張販売/認知症サポーター
養成講座

29 土 売店 栄養士オンライン研修 支援会議

30 日 浴室掃除

31 月 フリータイム 三恵通院 英語教室/はぐはぐ リスク委員会
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