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1 日 黒中・白中・今金高養開校記念日/
女子棟中高生外出/男子棟焼肉

園内便り発行/供養の日
/浴室掃除

喫茶店 開園記念日（22周年）

2 月 蘭高春季体育大会/分校・伊
達・今金休業日 フリータイム

伊達高・分校開校記念
日

給食会議/連絡会議/主
任・副主任会議

3 火 すぎな外出 フリータイム 休園（憲法記念日）

4 水
清潔整頓デー/主任会
議

フリータイム 焼き肉会 休園（みどりの日）
給食会議/身体拘束防
止会議

養）レク体操

5 木 レク
端午の節句/一斉血圧・
体重測定

フリータイム 休園（こどもの日） 感染症委員会

6 金
黒小・黒中・白中1年心電図検診/
分校・伊達・今金休業日/黒中懇談
会

技能実習生買い物日 フリータイム
伊達高・分校夏季休業/黒
中・つくし園・しりべし学園懇
談会

特別リハビリ 出張販売（ヤクルト）

7 土 男子棟中高生外出 売店 ハイキング ハイキング 支援会議

8 日 誕生会
浴室掃除/大相撲夏場
所点星取組初日

理容対応 母の日/大相撲星取

9 月 白小参観日 フリータイム 白小参観日
出張理容（サロンドシエル）/
サービス向上委員会

連絡調整会議/養）診察

10 火 後志地区安全運転管理者事業
主会・倶知安支部総会

蘭高尿検査（2回目）/支援
会議

倶知安厚生病院定期通
院日

フリータイム/勉強会
倶知安厚生病院状態報
告

町離乳食 出張販売（セブン） 運営会議 褥瘡予防委員会 運営会議/訪問歯科

11 水 決算内部監査/23卒 新入職員
面接（つくし園・学園・成人寮）

黒中３年修学旅行（～13）/
長高尿検査（2回目）

八雲通院日/避難訓練 フリータイム
運営会議/黒中修学旅行～
13日まで/コドモックル通院

男子棟往診日 栄養教室/ぶなっこ
畑サークル/リスク管理委員会
/リーダー会議 検討会議 特）診察/養）レク体操

12 木 決算内部監査
分校胸部X線・心電図検診/
伊達歯科検診

誕生会 フリータイム
伊達高1年宿泊研修～15日ま
で/三恵病院通院/コロナワク
チン予防接種

特定技能黒松内入(予
定)

舞踊対応/誕生会 交通安全教室/園開放
ちょこっと体操/身体拘束・虐待
防止委員会/入所判定会議 研修委員会

13 金 決算内部監査/令和４年度倶知安
町交通安全協会役員会及び総会 黒小参観日 フリータイム 黒小参観日

倶知安厚生病院施設外
来

園開放/研修
出張販売（ヤクルト）/安全衛生
委員会/副主任会議

雪だるま街道旗の波作
戦

感染委員会

14 土 マイナビWEB説明会 散髪/全町クリーン作戦 売店 支援会議

15 日 浴室掃除/光調髪日 金子呉服店来園 売店・喫茶店

16 月 決算内部監査
分校内科検診/今金2年
現場実習（～26）

フリータイム 食事調査① 養）診察/特）ケース会議

17 火
施設長・副施設長会議/決
算内部監査

施設長・副施設長会議/
黒小参観日

勉強会/施設長会議
誕生会/施設長・副施設
長会議

施設長・副施設長会議/
北大通院

施設長・副施設長会議/
男子棟調理実習

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/未
満児参観日/食事調査②

施設長・副施設長会議/ふれあ
いの夕べ打ち合わせ① 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/全体会
議/訪問歯科

18 水 監査法人決算監査
黒小参観日/白小・白中歯科検
診/蘭高1年宿泊研修（～20）

生活・身体拘束委員会/鍋料理の
日/給食・衛生・感染症対策委員会 フリータイム 主任・副主任会議

特別リハビリ/春の味覚
会

年少参観日/食事調査③/
懇談会/ぶなっこ

カメムシ駆除/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

19 木 監査法人決算監査
黒中2年宿泊研修（～
20）/黒小遠足

室内ゲーム大会 誕生会
三恵病院通院/コロナワ
クチン予防接種

年中参観日/職員会議 ちょこっと体操/給食会議 理容日 養）ケース会議

20 金 監査法人決算監査 蘭高2年遠足 誕生会 伊達高2年懇談 髪切虫来園 2F・3F介護員会議 年長参観日/懇談会
出張販売（ヤクルト）/活花
サークル

21 土 カンボジア札幌迎え予定/マイ
ナビWEB説明会（予定） 売店

特定技能黒松内入(予
定)

支援会議

22 日
大相撲夏場所点星取組
千秋楽/浴室掃除

金子商店衣類訪問販売

23 月
大相撲夏場所点星取組
表彰式

頭と身体の体操 出張理容（竹山美容院） 特）ケース会議/き）診察

24 火
倶知安通院日/職員会
議

頭と身体の体操/職員会
議

園内研修 園内研修 運動教室/町離乳食 運営会議 訪問歯科

25 水
黒小・黒中・白中眼科検診/分校眼
科検診/男子体測/蘭高尿検査（3
回目）

八雲通院日/代表者会
議・月例連絡会

頭と身体の体操 ブナの森往診
支援職員会議/女子棟
往診日

職員会議/園内研修 ぶなっこ 出張販売（セブン）
理容日/検討会議/職員
会議

月忌法要/看護師会議/給食会
議/特）診察/養）レク体操

26 木
女子体測/黒小内科検診/
全体会議

清潔整頓デー/髪切虫
調髪日

頭と身体の体操
三恵病通院/コロナワク
チン予防接種

誕生会/信和会 春の味覚会（予備日） 乳相
ちょこっと体操/ケアマネ・
相談員会議

養）ケース会議

27 金 黒中体育祭/白中英検 頭と身体の体操
伊達高懇談2年生/黒中
体育祭/支援職員会議

誕生会
出張販売（ヤクルト）/習字サークル/ふれ
あいの夕べ打ち合わせ②/ 養護ご利用者
懇談会

広報委員会

28 土
jobキャリWEB説明会（予
定）

散髪/日ハム戦観戦 売店 支援会議

29 日
jobキャリWEB説明会（予
定）

浴室掃除 利用者実習

30 月 交通安全教室 実習生受入～6/10 父母の日茶話会
消火避難訓練/職員会
議/学習会

特）ケース会議/養）診察

31 火 交通安全教室 避難訓練
人材育成強化室研修会（全
員参加）

訪問歯科

養護回診12日.19日.26日
特養回診10日17日24日
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