
月 日

4 3
3・14 訪問診療

5・12・26

11
11

17・18

20～21

24
24 サービス提供者連絡調整会議 ＜役場＞　施設長出席

5 2・12・17

9・18 訪問診療

14 ふくろうの郷「母の日」 女性入所者へカーネーション贈呈

16
18・19

26

議案第3号　平成28年度一般会計決算認定

6 2･14･21

8・23 訪問診療

9 根室管内社会福祉施設連絡協議会 ＜中標津町＞施設長出席

12・13 介護スタッフ内部研修 感染症について

15
定時評議員会

16
21~22 インターンシップ受入 羅臼高校２年女子　１名

26 サービス提供者連絡調整会議 ＜役場・保健福祉課＞　施設長・生活相談員出席

7 5・19・26

6 女性連慰問13：30～ 女性部役員、船見町・麻布町各女性部の踊り他

11 第2回（25回）入所判定委員会
13・20 訪問診療

20 ＜羅臼町体育館＞

19・26 介護スタッフ内部研修 口腔ケアについて

28 平成29年4～6月一般会計執行状況他

8 2.・9.・23

3 訪問診療

17 給食会議
21・22 介護スタッフ内部研修 ヒャリハットの重要性について

24
25 第３回ふくろうの郷「夏まつり」

28 介護保険サービス提供事業者連絡調整会議 ＜役場･保健福祉課＞　施設長出席

30 LED照明器具の設置工事

9 6.・13・20

6 手作り給食の開始

7・15 訪問診療

13 第3回　理事会 報告第４号　ふくろうの郷運営状況について

報告第５号　 第１回監査報告（4～6月）について

議案第6号　就業規則の改定について

15 ふくろうの郷「敬老会」

25・26 介護スタッフ内部研修 誤薬について

25 感染症予防研修会/保健所 ＜羅臼公民館＞　施設長･栄養士他1名出席

28・29 道東三地区老施協研修会 ＜釧路市＞　施設長・生活相談員２名出席

10 2～ 救命講習（外部研修） ＜羅臼消防署＞3.4.6.7.9.10日で実施　延べ２４名

シーリングライト46灯・直管型11ヶ所15本

各階ユニット会議

第1回  理事会 報告第1号　看取り介護（指針）

給食会議

定例監査・定期監査 平成28年1～3月・28年度会計決算

各階ユニット会議

第2回  理事会 理事長の選定

28年度事業・決算の認定、理事・監事の選任

報告第2号　第4回監査・28年度決算監査

議案第1号　平成27年度事業報告

議案第2号　平成28年度事業報告

議案第4号　監事の選定

第2回  運営協議会 4-5月の運営状況・第1回理事会概要・看取り介護

各階ユニット会議

第1期　定例監査

羅臼高校キャリアプランニング
（進学・就職説明会）

第3回  運営協議会　　　　　　　　　　　　訪問診療

各階ユニット会議

6-7月の運営状況他

平成29年度　社会福祉法人 優秋会　ふくろうの郷　事業報告

事    業    名 事    業    内    容
平成29年度 合同入社式 ＜釧路市＞社福法人優秀会・㈲Ⅿ＆Ｙ

各階ユニット会議

各階ユニット会議

  理事の選定

介護スタッフ内部研修 身体拘束・虐待防止について

釧根地区老人福祉施設協議会総会 ＜釧路市＞施設長出席

第１回（24回）入所判定委員会

第1回  運営協議会 委嘱状交付・設置要綱の一部改正・２８年度運営状況

29年度事業計画

介護スタッフ内部研修 認知症について



4.・11・18 各階ユニット会議

6・18 訪問診療

17 第3回（26回）入所判定委員会

第4回  運営協議会 8-9月の運営状況他

20 介護保険関係職員研修会（羅臼町）

24・25 介護スタッフ内部研修 看取りについて

27

釧根老施協「総合研修Ⅱ」 ＜釧路市＞　生活相談員・ユニットリーダーの2名出席

11 2・27 訪問診療

5 管内社福施設連絡協議会職員研修 ＜別海町・清翠園＞　施設長出席

8・15・22 各階ユニット会議

16 給食会議

20・21 介護スタッフ内部研修 感染症予防について

21 道の集団指導

27 インフルエンザ予防接種 入居者・従業員

28 消防署立ち入り検査

30〜1 釧根老施協「施設長研修」･臨時総会

12 1・28 訪問診療

6・13・20 各階ユニット会議

12 そば打ち実演・試食会 10：00～ 知床そば塾 塾長 高橋宏さん

18・19 介護スタッフ内部研修 褥瘡予防・体位交換について

18 介護保険サービス提供事業者連絡調整会議 ＜役場・保健福祉課＞　施設長・生活相談員出席

21 第５回 運営協議会 10-11月の運営状況他

第４回 理事会 報告第6号　について賃金規程の一部改正（専決処分）について

報告第7号 ふくろうの郷の運営状況について

報告第8号　第2期監査報告（7～9月）について

議案第7号 運営資金の借入について

22 クリスマス会　13：30～

26 給食会議

1 5・25 訪問診療

10･17･18 各ユニット会議

15 医療福祉関係団体懇談会 ＜役場＞理事長・施設長出席

15・16 内部研修 食事介助について

18 給食会議

23 第4回（27回）入所判定委員会

24 ＊北海道の指導監査 9：00～15：30

30

2 2 豆まき（1～3階各ユニット）

2・22 訪問診療

7・14・21 各ユニット会議

7 第6回 運営協議会

15 給食会議

20 ＊羅臼町現地指導

26・27 内部研修

26 介護保険サービス提供事業者連絡調整会議 ＜役場・保健福祉課＞　施設長出席

3 2・29

7・14・22

15 給食会議

19・20 内部研修

〃

22

第5回 理事会 報告第9号　第3期監査報告（10～12月）について

23

30 社福法人優秋会・(有)Ⅿ＆Y合同入社式 公民館

12～１月の運営状況、・第４回理事会の概要

認知症の理解・高齢者の事故について

避難（消防）訓練 内部研修終了後～

第5回理事会、評議員選任・解任委員会、第2回定時評議委員会

報告第10号ふくろうの郷の運営状況について　

議案第8号 平成30年度事業計画について

議案第9号 平成30年度収支予算について

議案第10号評議員の解任及び推薦について

議案第11号理事(施設長)の解任及び選任について

第2期　定例監査 7～9月の一般会計執行状況他

＜福寿園＞　介護スタッフほか9名参加

＜別海町公民館＞　施設長・生活相談員2名出席

＜中標津町＞　施設長出席

第3期　定例監査 10～12月の一般会計執行状況

服薬介助について

訪問診療

各ユニット会議

介護報酬改定説明会 ＜別海町＞渡辺施設長他出席



* ①事故･ヒヤリハット委員会　②身体拘束･虐待廃止委員会　③感染･褥瘡委員会　④給食委員会の４委員会は、

* お誕生会　～　毎月開催

　毎月開催。　⑤５防災　⑥行事　⑦研修　⑧相談・苦情の各委員会は必要に応じて随時開催。

　⑨入所判定委員会は、３ヵ月に１回の開催。

* 各階ユニット会議は毎月開催。　リーダー会議は、必要に応じて開催。
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