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1 金
辞令交付式/新任職員
研修

辞令交付式/新任職員
研修

辞令交付式/新任職員研修
/供養の日/園内便り発行/
ＡＤＬ調査/施設統計調査

辞令交付式/新任職員
研修/フリータイム

辞令交付式/新任職員
研修

辞令交付式/新任職員研修
/開園記念日/倶知安厚生
病院　施設外来

辞令交付式/新任職員
研修

辞令交付式/新任職員
研修/開園記念

辞令交付式/新任職員
研修/慣らし保育（保育）

新任職員研修/辞令交
付式/安全衛生委員会

辞令交付式/新任職員
研修

辞令交付式/新任職員
研修

辞令交付式/新任職員
研修

2 土 売店

3 日 浴室掃除

4 月 フリータイム
全体懇談会（未満児・年
少）

慶和園新任研修 連絡調整会議/養）診察

5 火
インターツアー（新卒求人
サイト）ウェブ打ち合わせ

入学を祝う会/黒小入学式
直前準備/黒中始業式 フリータイム

黒中始業式/倶知安厚生病院
状態報告/札幌医大通院/給食
会議

給食会議
全体懇談会（年中・年
長）

リスク管理委員会 褥瘡予防委員会 特）訪問歯科

6 水
セーフティーコールの
日

黒小・白小・白中始業
式・入学式/黒中入学式

清潔整頓デー／主任
会議

フリータイム 黒小・白小始業式
出張販売（セブン）/リー
ダー会議

給食会議 特）診察/養）レク体操

7 木 分校始業式・入学式 誕生会 フリータイム 分校入学式・始業式 給食会議/連絡会議 研修委員会

8 金
公立高校入学/今金高
養・伊達高養始業式

技能実習生買い物日 フリータイム 伊達始業式 入園式総練習
出張販売（ヤクルト）/身
体拘束・虐待防止委員
会

感染症委員会

9 土 売店
支援会議/主任・副主任
会議

第56回入園・進級式

10 日 浴室掃除 学生の施設見学 理容対応/喫茶店

11 月 道の駅ドライブ 伊達入学式 慣らし保育（教育）
出張理容（サロンドシエル）
/感染症委員会

特）ケース会議/養）診察

12 火
施設長・副施設長会議/
苦情解決委員会

施設長・副施設長会議/
苦情解決委員会

倶知安通院日／施設長・副
施設長会議／苦情解決委
員会

道の駅ドライブ/施設長・副施
設長会議/苦情解決委員会

苦情解決委員会/施設長・
副施設長会議

施設長・副施設長会議/
苦情解決委員会

施設長・副施設長会議/
苦情解決委員会

施設長・副施設長会議/
苦情解決委員会

施設長・副施設長会議/苦
情解決委員会/町離乳食

施設長・副施設長会議/苦情解
決委員会/サービス向上委員
会/副主任会議/料理サークル

施設長・副施設長会議/苦
情解決委員会/運営会議

施設長・副施設長会議/
苦情解決委員会

施設長・副施設長会議/苦情解
決委員会/運営会議/特）訪問
歯科

13 水 八雲通院日 道の駅ドライブ
ブナの森診療所/運営会
議

運営会議 ぶなっこ 人材育成強化室 検討会議
虐待防止委員会/特）診
察/養）レク体操

14 木 一斉体重測定 道の駅ドライブ
コドモックル通院/三恵病院
通院/分校との連携会議 美容対応 園開放 全体会議

15 金 道の駅ドライブ 髪切虫来園 5月人形飾り 園開放/園庭整備/研修 出張販売（ヤクルト）

16 土 売店 支援会議

17 日 浴室掃除／光調髪日 売店

18 月
皆勤賞精勤賞表彰式
/誕生会

コドモックル通院 特）ケース会議

19 火
リスクマネジメント委員
会

リスクマネジメント委員
会

勉強会／リスクマネジメ
ント委員会

皆勤賞精勤賞表彰式/誕生会/
リスクマネジメント委員会

北大通院/リスクマネジメ
ント委員会

リスクマネジメント委員
会

リスクマネジメント委員
会

リスクマネジメント委員
会

避難訓練/リスクマネジメ
ント委員会/町離乳食

リスクマネジメント委員
会

リスクマネジメント委員
会

リスクマネジメント委員
会

特）訪問歯科/養）ケース会議/
リスクマネジメント委員会

20 水
鍋料理の日／給食・衛
生委員会

皆勤賞精勤賞表彰式
/誕生会

主任・副主任会議 主任会議/ぶなっこ 出張販売（セブン）
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

21 木 男子棟会議 室内ゲーム大会 皆勤賞精勤賞表彰式 三恵病院通院 乳相

22 金 女子棟会議 皆勤賞精勤賞表彰式 伊達赤十字病院通院 2F・3F介護員会議 職員会議/はぐはぐ
2022年度年間計画発表/出
張販売（ヤクルト）

理容日

23 土 売店 分校参観日 支援会議

24 日 浴室掃除 喫茶店

25 月 フリータイム 分校振替休日
連絡会議/職員会議/
学習会

担任会議/主食調査① 出張理容（竹山）
月忌法要/特）ケース会
議

26 火
職員会議／倶知安通院
日

フリータイム/職員会
議

誕生会
りす・こあら会議/主食調
査②

運営会議
給食会議/広報委員会/特）
訪問歯科/養）ケース会議

27 水
八雲定期通院日／代表
者会議・月例連絡会

フリータイム 園内研修
支援職員会議/園内研
修

職員会議/園内研修 ぶなっこ
出張販売（セブン）/養護ユ
ニット会議

検討会議・理容日
リスク委員会/看護師会議/
養）レク体操

28 木
髪切虫調髪日／清潔整
頓デー

フリータイム 札幌勤医協通院/三恵病院通
院/支援職員会議 信和会 誕生会

誕生会・こどもの日を祝
う会1.6・3健

ケアマネ・相談員会議　16:00
養護ご利用者懇談会

29 金 フリータイム 休園（祝日） 出張販売（ヤクルト）

30 土 売店 支援会議

２　０　２　２　年  ４　月　行　事　予　定
社会福祉法人　黒松内つくし園
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備　　考
かすみ草No.360号発
行

配食ｻｰﾋﾞｽ
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特養回診健康診断5日・
12日・19日
養護回診　7日・14日・21
日
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