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1 火
PMインドネシア面接/中途
採用面接つくし園（Ｗｅｂ）/ 長高２年見学旅行

園内便り発行/供養の日/黒松
内町総合文化祭作品展示 フリータイム

札幌児相来園/給食会議/
相談支援者研修 開園記念祝賀会 安全衛生委員会 黒松内町文化祭展示

連絡調整会議/訪問
歯科

2 水
全国年金委員研修（Ｗｅ
ｂ）

清潔整頓デー 文化祭見学
運営会議/相談支援
者研修

運営会議/ボーリング大
会

ブナ診回診 文化祭作品出店
出張販売（セブン）/リー
ダー会議

3 木
出張：道社協福祉職場
説明会（札幌）

すぎな外出
防災訓練/黒松内町総
合文化祭作品展示搬出

文化祭見学/ＰＭ入浴 Bグループ調理実習 美容対応
休園（祝日）/年長組文化祭
参加お遊戯発表 ご家族懇談会 夜勤者健康診断(AM)

4 金
黒中保護者進路説明
会　/長高2年振休

技能実習生買い物日 フリータイム
伊達高休業日/職員、
児童利用者健康診断

職員健康診断 はぐはぐ 出張販売（ヤクルト）

5 土
マイナビＷＥＢ説明会（予定）/
日本語検定（11/6）送迎、付添
い

分校学習発表会/ひま
わり外出

売店 分校学習発表会 利用者健康診断 支援会議

6 日
日本語検定（11/6）送
迎、付添い

健康診断（児童・職員) 浴室掃除 喫茶店 外国人買い物

7 月
蘭高授業公開/分校振
休　職業能力開発校試
験

腰椎検診/主任会議
フリータイム/職員腰
痛検査

分校振替休日/相談室オ
リーブ来園/名寄市立実習
生受入～19日まで

介護職員健康診断 出張衣料販売（ヨシヤ）
特）ケース会議/養）診
察

8 火
出張：介護・看護就職デイ2022
（ハローワーク札幌）/倶知安町
双峰会施設見学会（泊発電所）

支援会議 倶知安定期通院日 フリータイム/勉強会 北大通院/見学者来園
令和4年度全道知的障がい
者関係職員研究大会

発表会総練習/町離
乳食

サービス向上委員会
運営会議/双峰会施設
見学会

褥瘡予防委員会 訪問歯科

9 水
全児養研究協議会(施設
長･副施設長参加～11/12)

八雲定期通院日/一斉体重
測定 ミニ運動会 八雲総合病院通院 小樽受診 給食会議/連絡会議

発表会総練習/ぶなっ
こ

出張販売（セブン）/リスク管理
委員会

食品の苦情防止対策
講習会

検討会議
岩内高校インターン
シップ（9・10日）

10 木
こども園歯科検診/栗中･白
中学力テスト/伊達学校祭

誕生会 ミニ運動会
三恵病院通院/コド
モックル通院

歯科健診（年少・年長
組）

ちょこっと体操/入所判
定会議

業務・研修委員会

11 金 こども園歯科検診 ミニ運動会 特別リハビリ
歯科健診（年中組）/黒中職
場体験/はぐはぐ 出張販売（ヤクルト） 感染症予防委員会

12 土
こども園発表会/あさ
がお外出

売店 支援会議 第５６回発表会

13 日
浴室掃除/大相撲九
州場所点星取組初日

理容対応/喫茶店 出張理容（菅原理容院）

14 月 社労士定期訪問 ミニ運動会 主任・副主任会議
出張理容（サロンドシエ
ル）

特）ケース会議/養）診
察

15 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

施設長・副施設長会議/
ミニ運動会/実習生見学

八雲総合病院通院/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/誕生会

施設長・副施設長会
議

施設長・副施設長会議/職員互
助会（パン作り）/養護喫茶企
画

施設長・副施設長会議/セル
プ：めぐみ幼稚園納豆体験

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/運
営会議/訪問歯科

16 水 金子衣類販売 避難訓練 ブナ診回診 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

17 木
室内ゲーム大会/生活・身
体拘束防止委員会 フリータイム

倶知安厚生病院精神
科往診

主任・副主任会議 栄養教室/イベント
ちょこっと体操/職員互助会（パ
ン作り）/給食会議/虐待防止
委員会

理容日/防災訓練 全体会議/内部研修

18 金 フリータイム JQ定期面談予定 イベント/職員会議
事務職会議/出張販売
（ヤクルト）

ＪＱ面談

19 土
マイナビＷＥＢ説明会
（予定）

黒小学芸会 売店 黒小学芸会

20 日 浴室掃除/光調髪日 売店/ゲーム大会

21 月
監査法人期中往査
（～25日）

蘭高後期中間試験 クリスマス作品作り 黒小振替休日 給食会議 旭川福祉専門学校実習（12/17迄）
特）ケース会議/養）診
察

22 火 福祉村サミット
第21回福祉村サミット
/寿高後期中間考査

倶知安定期通院日/
第21回福祉村サミット

第21回福祉村サミット
/クリスマス作品作り

倶知安厚生病院状態報告/認
定区分/羊蹄クリニック通院/園
内研修/第21回福祉村サミット

第21回福祉村サミット
/園内研修

第21回福祉村サミット 第21回福祉村サミット
第21回福祉村サミット
/町離乳食

第21回福祉村サミット
第21回福祉村サミット
/運営会議

第21回福祉村サミット
第21回福祉村サミット
/養）ケース会議

23 水
グランヒラフ 花園 旭丘ス
キー場合同安全祈願祭

鍋料理の日/給食・衛生委
員会 クリスマス作品作り 支援職員会議 職員会議/園内研修 休園（祝日） 副主任会議

理容日/検討会議/職
員会議

24 木 白中期末テスト
髪切虫調髪日/清潔整頓
デー/職員会議

クリスマス作品作り/
職員会議

三恵病院通院/支援会
議

信和会 健康診断 乳相
ちょこっと体操/ケアマネ
会議

特）リーダー会議

25 金
こども園誕生会/黒小･
白小参観日

クリスマス作品作り
小樽高島会とのケース会議
/白小参観日/薬受け取り
そよ風薬局

誕生会/はぐはぐ
職員健康診断/出張販
売（ヤクルト）

月忌法要/給食会議

26 土
マイナビインターン
（仮）

売店 職員会議/学習会

27 日 浴室掃除/大相撲九州場所点
星取組千秋楽/木の葉メール

28 月
大相撲九州場所点星取
組表彰式

フリータイム 出張理容（竹山美容室） 広報委員会/養）診察

29 火
黒小参観日(こばと)/分
校２年見学旅行(～12/2)

誕生会/実習生見学
分校高等部2年見学
旅行

特別リハビリ/寿司バ
イキング

映画会 養護ご利用者懇談会 内部研修/訪問歯科

30 水
黒小参観日(3.4年さくら)　/
今金学校祭総練習

代表者会議/月例連絡会 誕生会 誕生会 連絡会議 ぶなっこ 慶和園実践報告会 養）ケース会議

２　０　２　２　年  １１　月　行　事　予　定
社会福祉法人　黒松内つくし園

日・曜日

備　　考
・配食11/14～11/18

・高齢者虐待防止研修会／全老健リハビ
リテーション研修会～11/8

・北海道老健施設大会WEB～11/14

10,17,24養護回診
1,8,15特養回診

施設名

社会福祉法人　黒松内つくし園


