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1 土
キリン室外出/黒中学校
祭

売店/供養の日/園内
便り発行

黒中学校祭 支援会議

2 日
すずらん室外出/蘭高開
校記念日

浴室掃除 特別リハビリ/喫茶店

3 月
政府統計調査（フレンドハ
ウス） 黒中振休 文化祭作品作り 黒中振替休日 英語教室 安全衛生委員会

泊村社協1階交流室・浴室使用
（22日まで予定）/養）診察

4 火
マネジメントツールの研修
（web）インドネシア模擬面接/
政府統計調査（フレンドハウス）

髪切虫調髪日/人事考
課委員会

文化祭作品作り
帯広児相連絡協議会
/函館児相面談

給食会議
就学前健診/町離乳
食

ハローワーク職場説明
会

ＢＣＰ研修(WEB)
連絡調整会議/訪問
歯科

5 水
技能実習機構実地検
査

主任会議/清潔整頓
デー

文化祭作品作り 運営会議 運営会議 ブナ診回診 デイ会議/ぶなっこ
リーダー会議/出張販売（セ
ブン）/リスク管理委員会 特）診察/養）レク体操

6 木
日本財団夢の貯金箱設置の視
察/求人力向上セミナー（主催：
後志振興局）

文化祭作品作り
特定技能職員買い物
支援

美容対応/インフルエン
ザ予防接種（予定）

研修 ちょこっと体操
給食会議/事故・虐待防
止会議

業務・研修委員会

7 金 出張：新卒施設見学対応 文化祭作品作り 伊達高個別面談
給食施設実地指導/技
能実習生買い物予定

給食会議・連絡会議/倶
知安保健所給食指導

遠足予備日/はぐはぐ
出張販売（ヤクルト）/慶和園上
半期振り返り/ 養護外出企画

8 土
マイナビweb説明会（予
定）

白小中合同学芸会･学校祭
/分校参観日/誕生会 売店

分校参観日/白小学芸
会

9 日 ふじ室外出 浴室掃除 理容対応

10 月
文化祭作品作り/ドライ
ブ

セオス懇親会 祝日（休園） 出張理容（サロンドシエル） 特）ケース会議

11 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/白小中振休　/分校
振休

施設長・副施設長会議/苦情解
決委員会/倶知安厚生病院定
期通院日

施設長・副施設長会議/苦情解
決委員会/文化祭作品作り/ド
ライブ/勉強会

施設長・副施設長会議/苦情解
決委員会/分校・白小振替休日

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

ひよこ組参観日/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/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

12 水 味の園遊会
文化祭作品作り/味の
園遊会/ドライブ

秋の味覚会
りす組参観日/懇談会
(ひ・り）/ぶなっこ

出張販売（セブン）/カメム
シ駆除/感染症委員会

検討会議/褥瘡予防委員会
虐待・人権擁護委員会/特）
診察/養）レク体操

13 木
マネーフォワードプレ
ゼン

こども園参観日(こあら) 一斉体重測定
文化祭作品作り/ドラ
イブ

倶知安厚生病院往診
こあら組参観日/担任会
議/職員会議

ちょこっと体操/入所判定会
議/サービス向上委員会

寿都地域ケア会議（寿
都）

訪問歯科/特）リーダー
会議

14 金 こども園参観懇談会(こあら･ぱ
んだ)/今金マラソン大会

文化祭作品作り/ドラ
イブ

ぱんだ組参観日/懇談会
（こ・ぱ）/はぐはぐ

虐待防止委員会/養護
外出企画

旗の波作戦 感染予防委員会

15 土
マイナビweb説明会
（予定）

売店 Bグループ外出支援 支援会議 職員買い物

16 日 たんぽぽ室外出 浴室掃除/光調髪日 売店/衣類訪問販売

17 月
ミニ運動会/お弁当の
日

ぶなの森診療所往診 英語教室/ひよこ会議
特）ケース会議/養）診
察

18 火 勉強会
ミニ運動会/お弁当の
日

男子棟調理実習 主任・副主任会議 特別リハビリ 避難訓練/町離乳食 全体会議/訪問歯科

19 水
誕生会/生活・事故防止
委員会

ミニ運動会 ブナ診回診
出張販売（セブン） 養護
ユニット会議

入所誕生会/主任及び幹部会
議/フロア会議/給食栄養士研
修

特）診察/養）レク体操

20 木 JQ定期訪問（施設） 開園記念日
給食・衛生・感染症委員
会/鍋料理の日

ミニ運動会 鍋の日 乳相
ちょこっと体操/給食会
議

理容日
特）LIFE委員会外部研
修会

21 金
内部監査（～25日）/北海道民
間共済会永年勤続表彰式/JQ
定期訪問（施設）

ミニ運動会/誕生会 伊達高個別面談 JQ定期監査予定 誕生会 収穫祭/はぐはぐ 給食保健所指導 養）ケース会議

22 土
マイナビweb説明会
（予定）

すみれ室外出 売店 秋の食事会 秋の食事会 支援会議

23 日 浴室掃除

24 月
社会福祉法人・社会福祉施
設ブロック研修会（仮） 蘭高２年見学旅行 フリータイム 給食会議

出張理容（竹山美容室）/養
護ご利用者懇談会

特）ケース会議/養）診
察

25 火 今金３年見学旅行
職員会議/倶知安厚生
病院定期通院日

フリータイム/職員会
議

園内研修 園内研修 運営会議
月忌法要/訪問歯科/
養）ケース会議

26 水 監事監査
代表者会議・月例連絡
会/八雲定期通院日

お弁当の日 支援職員会議 誕生会 出張販売（セブン）
理容日/検討会議/職員
会議

苦情・リスク委員会/
養）レク体操

27 木
清潔整頓デー/髪切虫
調髪日

お弁当の日 支援職員会議 支援研ｗｅｂ会議 信和会 文化祭作品提出
ちょこっと体操/ケアマネ会
議

28 金 こども園誕生会 お弁当の日
連絡会議/職員会議・
学習会

誕生会/子育てイベン
ト

広報委員会

29 土 マイナビインターン
後志新人バドミントン大
会

売店 Cグループ外出支援 支援会議

30 日 浴室掃除 金子呉服店訪問販売 金子呉服店訪問販売 喫茶店

31 月 経専保育ガイダンス フリータイム 職員会議/園内研修 感染症勉強会 原子力防災訓練 養）診察

13/20/27 養護回診
4/11/18　特養回診
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