
ご家族と zoom を使ったオンラインによる
面会。　東中野キングス・ガーデンにて

染から守られなければふさわしい介護ができませ
ん。マスク着用や体温測定、アルコール消毒の徹
底や三密状態の回避等を今後も続けて参ります。
　このような危機的な状況下、防御するだけでな
く、ご利用者とそのご家族との間でのオンライン
による面会など新しい取り組みにもチャレンジし
ています。困難な状況になってもあきらめず、希
望をもって前に進むキングス・ガーデン東京のキ
リスト教精神を大切に、今後も明るく、前向きに
進んで参りたいと思います。

新型コロナウィルスによる緊急事態宣言は解除
されましたが、第二波、第三波が到来する危険性
が叫ばれています。キングス・ガーデン東京では、
細心の注意と予防体制をとり、現時点まで感染者
は出ていませんが、ご利用者との面会は控えてい
ただき、ボランティア活動も中止するなどご不便
をおかけしています。しかし、これらは何よりご
利用者の安全と生活を守りたいという願いから出
ている事とご理解ください。一方で、職員の安全
と健康管理も重要です。職員自身やその家族が感

社会福祉法人キングス・ガーデン東京 理事長　片山　信彦  安全と生活を守りたい
～ご利用者と職員、その家族の～
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その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。

キングス・ガーデン東京ニュース
寄り添い  つながり  共に歩む



「人は誰でも宝！」　この春、新卒入職したフレッシュな４名を紹介

　新型コロナウイルス感染症予防の為、ステイホーム中のご入居者にも気分転換ができるような
ことはできないだろうかとずっと考えていました。ある時、お風呂の湯気を見て「春の旅行気分
が味わえるような足湯をやってみよう」と構想が浮かびました。
　２月頃からユニット内の屋外スペースにて準備と制作を続け、よう
やく 4 月 30 日に「足湯茶屋」が実施できました。天候にも恵まれ気
候もとっても良い日でした。旅行気分が味わえるように全国各地の民
謡を流し、職員もご入居者も張り切って法被を着用しました。また茶
処を作り、昆布茶やジュース、スープ、甘味等おしながきの中からご
入居者が好きなものを選び、足湯に浸かりながら召し上がって頂ける
ようにしました。民謡を口ずさみながら楽しそうに足湯に浸かられて
いた方、足湯を見た瞬間に涙を流して感動して下さった方、沢山の笑
顔が見られたこと、本当に嬉しくて素敵な１日となりました。

【練馬の丘キングス・ガーデン】       ユニット型特養ケアワーカー　　石部　卓也
「ステイホーム」中にも光がある。

吉村　悦才（えっさい）　
　
　中野特別支援高校を卒業しまし
た。練馬の丘 KGで生活支援員（介
助員）として働いています。
　私はフィンランドで生まれまし
た。2010 年に日本に引っ越しま
した。お父さんとお母さんは教会
の宣教師です。お姉さんは、フィ

ンランドの大学生です。高校の運動部でソフトボール
とバスケットボールとサッカーをしました。音楽療法
でギターを弾いています。家族でジョギングとサイク
リングをします。仕事は、居室の掃除とリネン交換と
他の所も掃除します。頑張ってキングス・ガーデンを
きれいにしたいです。職員さんと入居者さんと仲良く
なりたいです。よろしくお願い申し上げます。

宮島　空都（そらと）
　東京都立稔ヶ丘高等学校という
高校に通っていました。配属先は
練馬の丘 KG、ユニット型特養の
東町 3-1 になりました。
　趣味はゲーム！料理を作ったり
するのも好きです。高卒で介護業
界未経験の為、多々ご迷惑をおか
けするかと思いますが、いち早く

成長し一人前になれるように頑張っていきたいと思い
ます！また馴染めるように利用者様だけではなく職員
の皆様ともコミュニケーションを取れればうれしいで
す！今後の目標としては、この施設で馴染むことと、
3 年以上介護業界に勤め、介護福祉士の資格を取得で
きるようになりたいと思っています。これからよろし
くお願いします！

安井　莉子（りこ）
　出身は彰栄保育福祉専門学校で
す。配属先は練馬 KG、特養 3 階
になりました。
　趣味は音楽を聴く事とテレビを
観ること、ジャニーズが好きなの
で、Kis-My-Ft2 やなにわ男子とい
うグループの音楽をよく聴いてい

ます。後は、小学生から高校まではスポーツをしてい
たので体を動かす事も好きです。
　積極的に自分から行動を起こせるように頑張ってい
きたいと思います。また、御利用者の方々に寄り添え
るようなケアが出来るよう心掛け、常に学びの姿勢を
忘れずに勤務していきたいと思います。よろしくお願
い申し上げます。

三輪　遥（はるか）
　出身は東京都立練馬工業高等学
校です。配属先は練馬の丘 KG、ユ
ニット型特養東町 2-2 になりまし
た。NETFLIX を見ることやあつま
れどうぶつの森をやることが趣味
です。研修中、段ボールで段差を
無くしたところ、とても良くなっ

たと言われとても嬉しかったという事がありました。
DIY やちょっとした工作が好きなので、皆様のお役に
立てると嬉しいです。介護未経験で分からない事が多
く学ばなければならない事が沢山ありますが、なんで
も挑戦していきたいですし、ご利用者の為になる事を
していきたいです。ご利用者が一人ではできない事や
やりたい事をサポート出来るような立派なケアワー
カーになれるよう、精一杯頑張ります。



募集内容は随時変わります。
詳細はホームページをご覧ください。
http://www.kg-tokyo.or.jp/

【練馬の丘キングス・ガーデン】
℡03-6629-4599（担当：梅田）
《常勤介護職員》
・勤務時間     午前 7時～午後 4時
　　　　　    午前 11 時～午後 8時
　　　　　    午後 3時 30 分～翌午前 9時 30 分　他
　　　　　    以上でローテーション勤務
・休　　日　 月 9日（年間 107 日）
・賃　　金　 当法人規定による
・資　　格     不問（経験あり・初任者研修修了以上の
                    　 方歓迎）

《非常勤介護職員／特別養護老人ホーム》
・勤務時間     午前 7時～午後 4時
　　　　　    午前 9時～午後 6時
　　　　　    午前 11 時～午後 8時　他
　　　　　     以上でローテーション勤務
・休　　日　 週 4～ 5日程度（日数勤務時間は応相談）
・賃　　金　 時給 1,120 円～
・資　　格      不問（経験あり・初任者研修修了以上の
                          方歓迎）

《非常勤介護職員／デイサービス》
・勤務時間 　午前 8時半～午後 5時半
・勤務日数 　週 4～ 5日程度
　　　　　（日曜日休み、土曜日・祝日勤務出来る方歓迎）
・賃　　金　 時給 1,100 円～
・資　　格      不問（経験あり・初任者研修修了以上の
                          方歓迎）

キングス・ガーデン東京　求人情報

就職説明会・施設見学会
　現在 （2020 年 6 月末）、 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、 施設見学 ・ 説明会は各回 1 名に

限定させていただく形 ( ご利用者のいるフロアには立ち入らない ) で実施しております。 また、 直接来られる

のが難しい方には WEB での説明会も実施させていただいておりますので、 ぜひお申し込みください。 面接も

同様に、 換気の良い場所での実施または WEB で行わせていただきます。

　ご興味のある方はご遠慮なくお問合せ下さい。 皆さまのご参加をお待ちしてお

ります。 ご予約はマイナビ、 メール又は電話にて受け付けております。

説明会開催場所
□練馬キングス・ガーデン　　　東京都練馬区早宮 2-10-22　
□練馬の丘キングス・ガーデン　東京都練馬区練馬 2-27-7
TEL:03-6629-4599  E-ｍail:recruit@kg-tokyo.or.jp（担当：梅田・渡辺）

【練馬キングス・ガーデン】
℡03-5399-2201（担当：森下）
《非常勤看護師／特別養護老人ホーム》
・勤務時間　 午後 9時～午後 5時
                          実働 7時間
・勤務日数　 週 4日程度～（応相談）
・賃　　金　 時給 1,730 円

《非常勤介護職員（夜勤専門）
／特別養護老人ホーム》
・勤務時間　 午後 10 時～翌朝 8時半
                          実働 8.5 時間（休憩 2時間）
・勤務日数　 週 2日程度～（応相談）
・賃　　金　 日給 11,510 円
・資　　格　 介護業務経験が 6か月以上ある方　

《登録ヘルパー／ホームヘルプサービス》
・勤務時間　 1 日 1時間～（応相談）
・勤務日数　 週 1日～（応相談）
・賃　　金　 時給 1,400 ～ 1,700 円
　　　　　　（土日祝日は時給 100 円増）
　　　　　　（移動手当１訪問につき 50 円）
・資　　格　初任者研修修了以上

【東中野キングス・ガーデン】
℡03-3368-5202（担当：渡辺）
《送迎ドライバー／小規模多機能型居宅介護》
・勤務時間    午前 7時半～午前 10 時半
　　　　　   午後 6時～午後 8時
　　  　　     午後 1時～午後 8時
　　　　　　上記いずれかでも歓迎
・勤務日数　週 3日 -5 日程度
・賃　　金　時給 1,080 円
・資　　格　運転免許証
・経　　験　不問（60 歳以上の方も歓迎）

《非常勤介護職員（夜勤専門）／グループホーム》
・勤務時間　午後 4時半～翌朝 10 時（休憩 2時間）
・勤務日数　週 2日～（応相談）
・賃　　金　日給 20,360 円
・資　　格　不問（経験あり又は初任者研修
　　　　　   修了以上の方歓迎）
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情に棹させ
ば流される。
智に働けば
角が立つ。

山路を登りながら
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編集後記：引き続き感染拡大防止に力を入
れていきます。決算報告については 6月末
頃ホームページで公表いたします。各施設
では職員の募集をしています。詳しくはホー
ムページをご覧ください。

インフォメーション

寄付のお願い
郵便振替口座　00160-8-418646

社会福祉法人キングス･ガーデン東京

法人、各施設の事業の維持運営のために、
ご寄付をお願いします。

ボランティア募集
新型コロナウイルス対策のため、ボランティアの受け
入れを中止していますが、収束後、ご協力お願いします。
シーツ交換・お話し相手（傾聴）・ゲームの相手
　ドライヤーかけ・お庭の草取りなど

・練馬 KG：03-5399-2201（新井）
・練馬の丘 KG:03-6629-4599（富田）


