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1 水
外国人用家電搬入等作
業

寿高開校記念日/長高
前期中間考査/黒小6修
学旅行保護者説明会

園内便り発行/供養の
日/清潔整頓デー

交通安全教室
運営会議/診療所往
診

開園55年記念日 リーダー会議 野口観光総会
給食会議/事故防止委員会
/留寿都高校4年生実習
(6/24)

2 木 監査法人監査報告 避難訓練 交通安全教室
三恵病院通院/コロナ予
防接種

羊蹄グリーン病院転院
引き継ぎ

安全衛生委員 特）診察

3 金
第１回監事監査 決算監
査

技能実習生買い物日 交通安全教室 太陽の園診断 デイ会議/はぐはぐ

4 土 マイナビWEB説明会（予定）
黒小運動会/すぎな外
出

売店 黒小運動会
木下病院受診/特定
技能歓迎会

5 日
白小合同運動会/黒中
バド部大会

浴室掃除 白小運動会 喫茶店

6 月 理事会
理事会/黒小・白小振替休
日/蘭高前期中間試験 理事会 フリータイム/理事会 理事会/黒小、白小振休 理事会 理事会 理事会 理事会

理事会/リスクマネジメン
ト委員会

理事会 理事会
理事会/特）ケース会
議

7 火
白小開校記念日/伊達２
年宿泊研修

倶知安定期通院日 フリータイム/勉強会
白小開校記念日/伊達宿泊
研修/倶知安状態報告/給
食会議

給食会議/実習生施設
見学

特別リハビリ/給食会
議/連絡会議

町離乳食
感染症委員会/料理
サークル

小樽高等支援学校実習
（１７日迄）/訪問歯科

8 水 技能実習生３期生札幌迎え 黒中歯科検診
八雲定期通院日/生活・虐待防止
委員会/技能実習生３期生迎え 出前の日

分校運動会総練習/帯
広児相訪問

技能実習3期生札幌迎え 春の遠足/ぶなっこ 回診（特養）
検討会議/技能実習生3期
生来町

技能実習生迎え（札幌）/
特）診察/養）レク体操

9 木
安全運転管理者協会法定等講習会/初回
研修（ベトナム）ふらっと、Zoom /行政手
続同行

黒中１学期期末テスト
一斉体重測定/誕生会/主
任会議 出前の日 分校運動会総練習 技能実習生初回研修 美容対応

歯科健診（年長・年
少）

入所判定会議/サービス
向上委員会

安全運転管理者講習 技能実習生3期生行政手続き/
留寿都高校3年生実習(7/11) 研修委員会

10 金 辞令交付式（技能実習生）/（各
施設）JQ定期監査/研修会

技能実習生３期生辞令
交付式

出前の日 伊達3年懇談
JQ定期面談/倶知安
厚生病院施設外来

技能実習生辞令交付式
辞令交付式/集合研修（ベト
ナム技能実習生３期生）

歯科健診（年中）/研
修

辞令交付式（技能実習
生3期生）

ＪＱ面談（技能実習生・特定技
能）、技能実習3期生辞令交付
式

技能実習生辞令交付式
/感染症委員会

11 土
マイナビWEB説明会（予
定）

分校運動会/黒中軟式野球
大会/黒中バレー春季大会
/ひまわり室外出

売店 分校運動会 外国人買い物

12 日
後志春季バドミントン大
会

浴室掃除 デザートバイキング 理容対応

13 月 （各施設）JQ定期監査 分校振休 フリータイム/勉強会
分校振休/苫小牧分室
来園

事務会議/出張理容 特）ケース会議/養）診察

14 火 施設長・副施設長会議
施設長・副施設長会
議

勉強会/施設長・副施設
長会議

フリータイム/施設長・
副施設長会議

施設長・副施設長会議/
療育手帳更新

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/避難訓練

施設長・副施設長会議/身体拘
束・虐待防止委員会/回診（特
養）

施設長・副施設長会
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/訪問歯科

15 水 苦情解決委員会 苦情解決委員会
金子呉服店衣類支給/
苦情解決委員会

誕生会/苦情解決委
員会

苦情解決委員会/ブナの森
往診/岩見沢児相連絡協議
会/療育手帳更新

苦情解決委員会/三浦
外科肛門科医院受診

苦情解決委員会/主任・副
主任会議/感染対策委員会 苦情解決委員会

苦情解決委員会/ぶ
なっこ

苦情解決委員会 苦情解決委員会
苦情解決委員会/入所誕生
会/主任及び幹部会議

苦情解決委員会/特）診
察/養）レク体操

16 木 室内ゲーム大会 フリータイム 三恵病院通院 給食会議/回診（特養） 理容日 全体会議

17 金
長高ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ３時間
授業/伊達2年個別懇談
会/今金体育祭

誕生会
髪切虫来園/菊地眼
科通院/伊達2年懇談

髪切虫来園 2F・3F介護員会議
遠足予備日/担任会議/
職員会議/はぐはぐ

活生サークル

18 土 売店 支援会議

19 日 黒中通信陸上(小樽） 光調髪日/浴室掃除 売店 父の日 茅沼恵比寿神社祭夜宮

20 月 出前の日 野外食/連絡会議 未満児会議 感染症勉強会
茅沼恵比寿神社祭/特）
ケース会議/養）診察

21 火
道社協職場説明会事
前チェック

倶知安定期通院日 出前の日 倶知安厚生病院通院 支援研web会議
森のようちえん/クラス
開放/町離乳食

養護ユニット会議/回診
（特養）/出張販売

22 水
黒小６修学旅行/中体連
(バド余市,ﾊﾞﾚｰ真狩)

八雲定期通院日/清潔
整頓デー/鍋の日

フリータイム 伊達赤十字病院通院 給食会議 特別リハビリ ぶなっこ
理容日/検討会議/職員
会議

看護師会議/特）診察/養）
レク体操

23 木 給食・衛生委員会 フリータイム コドモックル通院
誕生会/褥瘡対策委員
会

避難訓練 給食会議/訪問歯科

24 金
黒小６年回復休業日/長
高３年遠足

フリータイム 伊達2年懇談
森のようちえん予備日
/はぐはぐ

技能実習生指導員研修
(札幌市）

月忌法要/特）ケース会議

25 土
黒中通信陸上/すみれ
室･キリン室外出

売店 支援会議

26 日 浴室掃除 ふれあい祭り ふれあいまつり 喫茶店

27 月 信和会 出張理容（竹山美容院）
万世閣お取引先様交
流会

特）ケース会議/養）診察

28 火 定時評議員会
定時評議員会/黒中見
学旅行

職員会議/定時評議員
会

体力測定/職員会議/定時
評議員会

定時評議員会/園内研
修

定時評議員会/園内研
修

定時評議員会
定時評議員会/職員
会議/学習会

定時評議員会/劇団ばく公
演/園開放/はぐはぐ 定時評議員会 定時評議員会 定時評議員会 定時評議員会/広報委員会

訪問歯科/養）ケース会議

29 水 白中期末テスト
代表者会議・月例連絡
会

体力測定 支援職員会議 職員会議・園内研修 運動教室/ぶなっこ 特）診察/養）レク体操

30 木 白中期末テスト 髪切虫調髪日 体力測定
黒小参観日/三恵病院
通院/支援会議

全道施設長セミナー 誕生会 誕生会
ケアマネ会議/養護ご利
用者懇談会

・ちょこっと体操/養護回
診（毎週木曜日）/畑クラ
ブ/出張販売（毎週水曜

日）
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