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1 金 札幌学院大学説明会
白小参観日/伊達陸上
記録会

園内便り発行/供養の日 体力測定
伊達高陸上大会/伊達
赤十字病院通院

はぐはぐ 出張販売（ヤクルト） 旭川福祉専門学校実習

2 土 マイナビWEB説明会 売店 支援会議

3 日
すみれ外出/野球観戦(す
ぎな３名）

浴室掃除/大相撲名古
屋場所点星取組初日

職員オンライン研修

4 月 おやつの日 利用者施設見学 参議院選挙不在者投票
衣類出張販売/ふれあいの
夕べ打ち合わせ⑥ 連絡調整会議/養）診察

5 火 技能実習生来道対応 倶知安定期通院日 おやつの日/勉強会
伊達高教育相談/倶知安厚
生病院状態報告/給食会議 給食会議 特別リハビリ 町離乳食

リスク管理委員会/感染症
委員会/料理サークル 訪問歯科

6 水
黒小５宿泊研修/白小見
学旅行/運営会議

八雲定期通院日/参議院選挙不在
者投票/ニコニコ運動会総練習 おやつの日

分校中学部見学旅行/黒小
宿泊研修/運営会議 運営会議 ブナ診診察日 給食会議/連絡会議 映画会/ぶなっこ

リーダー会議/畑サークル/
出張販売（セブン） ＧＨつくしんぼ行事

給食会議/虐待防止
委員会

特）診察/養）レク体操

7 木 支援会議
清潔整頓デー/主任会
議

おやつの日
伊達高教育相談/三恵病院
通院 居酒屋喫茶 美容対応 七夕まつり

ちょこっと体操/安全衛生委員
会 参議院選挙不在者投票

8 金
黒中･白小授業参観日/
寿高学校祭

実習生買い物日 おやつの日
黒中授業参観日/伊達高懇
談

倶知安厚生病院施設外
来

技能実習生買い物支援 はぐはぐ/研修 出張販売（ヤクルト） 感染症委員会

9 土 マイナビWEB説明会 長高祭 売店 木下病院受診 支援会議
外国人買い物/医療従事者感
染予防講座(web)

10 日
道社協職場説明会
WEB

浴室掃除/大相撲名古屋場
所点星取組初日 理容対応/喫茶店 出張理容（菅原理髪店） 大相撲星取

11 月 長高振休/寿高振休 フリータイム
コドモックル通院/レイン
ボー歯科通院

出張理容（サロンドシエル） 特）ケース会議/養）診察

12 火 施設長・副施設長会議
施設長・副施設長会議/今
金２年宿泊研修 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 施設長・副施設長会議
施設長・副施設長会議/
年金機構資格報酬調査

施設長・副施設長会議/
野外食

施設長・副施設長会議/森
のようちえん/クラス開放

施設長・副施設長会議/
サービス向上委員会

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／訪問歯科／施設内修繕
工事

13 水
飲酒運転根絶の日決起大
会

白中３年修学旅行
第61回ニコニコ運動会
（PM）/一斉血圧・体重測定 フリータイム 職員オンライン研修 オンライン研修 感染症委員会 防犯教室/ぶなっこ

畑サークル/出張販売（セブン）
/CYS研修/ふれあいの夕べ打ち合
わせ⑦

検討会議/入所焼肉メ
ニュー

虐待防止・人権擁護委員会
/特）診察/養）レク体操

14 木 相談員会議
相談員会議/白中1.2年
宿泊研修

誕生会/生活・事故防止
委員会

フリータイム/相談員
会議

相談員会議/コドモックル通
院 相談員会議 相談員会議 相談員会議

相談員会議/森のよう
ちえん予備日

ちょこっと体操/入所判定会
議 相談員会議 相談員会議 相談員会議／全体会議

15 金 フリータイム 伊達高懇談/髪切虫来園 主任・副主任会議
誕生会/職員会議/イ
ベント（お琴）

出張販売（ヤクルト）/活花
サークル

16 土 蘭高学校祭 売店 支援会議

17 日 浴室掃除/利用者健康診断 売店

18 月 ミニ運動会 利用者健康診断 休園（海の日） 特）ケース会議

19 火
業務改善推進委員会/後志
振興局合同企業説明会

業務改善推進委員会/
蘭高振休/健康診断(職
員･幼児）

倶知安定期通院日/
勉強会

誕生会/ミニ運動会/
業務改善推進委員会

業務改善推進委員会/北大
通院/実習生2名～8/3まで 業務改善推進委員会 業務改善推進委員会

業務改善推進委員会
/コロナワクチン4回目

業務改善推進委員会
/栄養教室（年中）

業務改善推進委員会
/運営会議

AM利用者健康診断/業
務改善推進委員会

業務改善推進委員会

20 水
経営協外国介護人材特命チーム集
合会議/ダイヤモンド就活ナビイベ
ント

全体会議
八雲定期通院日/大
掃除

誕生会/ミニ運動会 ワクチン4回目接種 ブナ診診察日 特別リハビリ 避難訓練/ぶなっこ
畑サークル/出張販売（セブン）/虐
待防止委員会/ふれあいの夕べ打
ち合わせ⑧

日本年金機構　調査
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
コロナウィルス予防接
種/鍋料理の日

誕生会/ミニ運動会
三恵病院通院/支援職員会
議

ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ4回目①ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ

ちょこっと体操/給食会議/認知
症サポーター養成講座 理容日

訪問歯科／リーダー会
議

22 金 （各施設）JQ定期監査
黒小終業式/こども園・黒中･白小･
白中･伊達終業式/長高･寿高全校
集会

誕生会/ミニ運動会
黒小・黒中・白小・伊達高終
業式

給食会議/JQ3期生定
期訪問

1学期終業式/年長お
楽しみ会

出張販売（ヤクルト）

23 土 売店/土用の丑の日 支援会議

24 日
浴室掃除/大相撲名古屋場
所点星取組千秋楽 喫茶店

25 月
蘭高集会/分校終業
式

大相撲名古屋場所点星
取組表彰式

避難訓練
分校終業式/ブナの森診療
所日本脳炎他接種予定 ブナの森診療所往診 合同保育開始

出張理容（竹山美容室）/ふれ
あいの夕べ打ち合わせ⑨/養
護ご利用者懇談会

特）ケース会議/養）診察

26 火 職員会議 避難訓練/職員会議 園内研修 園内研修 誕生会
コロナワクチン4回目/
誕生会

町離乳食
介護保険制度に関する勉
強会

利用者コロナワクチン接
種（1F・3F)

給食会議/訪問歯科

27 水 監事監査 今金終業式･参観日
代表者会議/月例連絡会/給
食・衛生委員会/感染症対策打
合せ

フリータイム Aグループ外出支援
支援職員会議/ワクチ
ン4回目接種

職員会議/園内研修
連絡会議/職員会議/
学習会

畑サークル/出張販売（セブ
ン）/CYS研修

検討会議/理容日/職員
会議

苦情・リスク委員会／看護師会
議／特）診察／養）レク体操

28 木
髪切虫調髪日/追善法
要祭壇準備

おやつの日
Aグループ外出支援/三恵病院
通院/コロナワクチン接種 オンライン研修 信和会（2F) 乳相 ちょこっと体操 運営会議

R4給食施設栄養業務管理
研修会（倶知安） 広報委員会

29 金 おやつの日
出張販売（ヤクルト）/ふれ
あいの夕べ打ち合わせ⑩

30 土 売店 支援会議

31 日 浴室掃除

7/14・21・28養護回診
7/5・12・20特養回診
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