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1 火
経営協外国人材特命
チームZoom 会議

長高・寿高卒業式（１・２
年生臨時休校）

園内便り発行/供養の日
/倶知安定期通院日

次年度に向けた話し合
い

事業計画策定会議
給食会議/配食サービス
(2/28-3/4)

2 水
資金収支ヒアリング/ほ
のぼのtalk（ネックスピー
カー）操作説明会

高校入試下見
清潔整頓デー/主任会
議/八雲定期通院日

次年度に向けた話し合
い

分校との連携会議/資金
収支ヒアリング

男子棟ブナの森診療所
往診

資金収支予算ﾋｱﾘﾝｸﾞ 資金収支ヒアリング ぶなっこ  安全衛生委員会
新型コロナワクチン接種(別
動①)/特）診察
/養）レク体操

3 木
資金収支ヒアリング/厚
労省福祉人材対策室
Zoom会議

ひな祭り/高校入試（筆記）
/高校臨時休校/資金収支
ヒアリング

誕生会／ひな祭り／耳
の日／一斉体重測定

次年度に向けた話し合
い

黒中2年スキー遠足/札幌
勤医協通院/コドモックル通
院/三恵病院電話診療

誕生会兼ひな祭り/ｺﾛﾅ
ﾜｸﾁﾝ2回目利用者3名

寿司バイキング
ひな祭り/園開放/資金
収支ヒアリング

資金収支ヒアリング 資金収支ヒアリング
ひな祭り/資金収支ヒアリン
グ

運営会議/ユニットリーダー
研修（3～4日）/養）ひな祭
り行事

4 金 資金収支ヒアリング
高校入試(下見）/高校臨時
休校/今金卒業式

次年度に向けた話し合
い

伊達高卒業式
倶知安厚生病院施設外
来/特定技能引っ越し

研修/園開放
全体会議/2022年度事
業計画発表

特定技能外国人引越/外国
人買い物

資金収支ヒアリング

5 土 売店 特別リハビリ支援会議

6 日
浴室掃除／芸能大会ビ
デオ放映

7 月
黒中スキー遠足/長高臨
時休校

誕生会 黒中3年スキー遠足 特定技能引っ越し はぐはぐ/英語教室 リスク管理委員会 特定技能外国人引越 養）診察

8 火
出張：マイナビ　札幌ドー
ムイベント

誕生会/勉強会 給食会議 給食会議 排泄・褥瘡委員会 給食会議/連絡会議
町離乳食/未満児クラス
開放

運営会議 褥瘡予防委員会 全体会議/特）訪問歯科

9 水
特定技能移行者生活オ
リエンテーション（web）

支援会議/給食会議 生活・虐待防止委員会 誕生会 東テクボイラー点検 東テクボイラー点検 ぶなっこ/主任会議
出張販売（セブン）/リー
ダー会議

給食会議
特定技能実習生（オリエン
テーション）/特）診察/養）
レク体操

10 木
学生就業支援センター
web

男子棟会議 室内ゲーム大会（9：15） 誕生会
運営会議/三恵病院通
院

運営会議 美容対応 職員会議 入所判定会議 研修委員会

11 金 相談員会議
相談員会議/女子棟会
議

相談員会議 誕生会/相談員会議
相談員会議/伊達高懇
談/菊地眼科通院

相談員会議 相談員会議 相談員会議
お誕生会・お別れ会/担
任会議/相談員会議

相談員会議/出張販売（ヤクル
ト）/サービス向上委員会 相談員会議 相談員会議

相談員会議/感染症委
員会

12 土 売店 分校卒業式 支援会議
厚労省 日本在住外国人
座談会

13 日
浴室掃除／大相撲春場
所点星取組初日

理容対応/喫茶店 大相撲星取

14 月 中卒を祝う会 体力測定 分校振替休日
はぐはぐ/英語教室/年
少・未満児会議

出張理容（サロンドシエ
ル）

配食サービス(3/14-3/18) 特）ケース会議/養）診察

15 火 施設長・副施設長会議
施設長・副施設長会議/
黒中・白中卒業式

施設長・副施設長会議/
倶知安通院日/勉強会

施設長・副施設長会議/
体力測定

施設長・副施設長会議/
黒中卒業式/倶知安厚
生病院通院

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/
町離乳食/避難訓練

施設長・副施設長会議/
身体拘束・虐待防止委
員会

施設長・副施設長会議
施設長・副施設長会議
（オンライン）

施設長・副施設長会議/新型コ
ロナワクチン接種（別動②）/褥
瘡対策委員会/特）訪問歯科

16 水 公立高校合格発表 八雲通院日 体力測定 ブナの森診療所往診
女子棟ブナの森診療所
往診

主任・副主任会議 ぶなっこ
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

17 木
障害者雇用納付金制度
事務説明会

避難訓練/火防教室 体力測定
三恵病院通院/支援職
員会議

誕生会 映画会 給食会議 理容日 連絡調整会議

18 金 全体会議 春彼岸入り 体力測定 伊達高懇談 出張販売/活花サークル
感染症ゾーニング研修
③

19 土 売店 水質検査 あいご会役員会 あいご会役員会 支援会議 第55回卒園式

20 日 浴室掃除／光調髪日 売店

21 月 フリータイム 休園（祝日）
特）ケース会議/養）ケー
ス会議

22 火
あすの監査法人期中往
査

黒小卒業式 職員会議 フリータイム/職員会議
倶知安厚生病院状態報
告/北大通院/園内研修

園内研修 教育終了式 運営会議 技能実習生特定技能面談 リスク委員会

23 水
あすの監査法人期中往
査

長高午前授業/分校修了式・離
任式

春彼岸法要予定 フリータイム
分校修了式/伊達赤十
字病院通院

支援職員会議 出張販売（セブン） 検討会議/職員会議
看護師会議/養）レク体
操

24 木
黒小・黒中・白中・長高・寿高・
蘭高・伊達修了式・離任式/白
小卒業式・修了式・離任式/今
金修了式

春彼岸明け/鍋料理の日/給
食・衛生委員会/代表者会議・
月例連絡会

フリータイム
伊達高修了式/黒中修了式
/三恵病院通院

鍋の日 特別リハビリ 乳相 ケアマネ会議

25 金 フリータイム 出張販売（ヤクルト） 月忌法要、給食会議

26 土 新体制 売店

27 日
浴室掃除/大相撲春場
所点星取組千秋楽

喫茶店

28 月 理事会 理事会
理事会/大相撲春場所
点星取組表彰式

理事会/フリータイム 理事会 理事会 理事会 理事会 理事会
理事会/出張理容（竹山美
容室）/養護利用者懇談会 理事会

理事会/配食サービス
(3/28-4/1)

理事会/特）ケース会議/
養）ケース会議

29 火 JICWELS介護分野における特
定技能協議会運営委員会 倶知安通院日 フリータイム 養護ユニット会議

広報委員会/特）訪問歯
科

30 水 八雲通院日/清潔整頓デー フリータイム 職員会議/園内研修 職員会議/学習会 新年度準備（土曜対応） 出張販売（セブン） 理容日 特）診察/養）レク体操

31 木 髪切虫調髪日 フリータイム 新年度準備（土曜対応）

２　０　２　２　年  ３　月　行　事　予　定
社会福祉法人　黒松内つくし園

日・曜日

備　　考 かすみ草359号発行

大相撲星取3/13～3/27
配食2/28～3/4
配食3/14～3/18
配食3/28～4/1

養護回診3日・10日・17
日特養回診8日・16日・

22日

施設名

社会福祉法人　黒松内つくし園


