
職員が作成したファミレスのメニュー表を用い
て注文を取り、配達日に西町・東町間のスペー
スで楽しいランチ会をしました。
　　　　　　　　練馬の丘キングス・ガーデン

作」が最多で、「転倒」などが続いています。当
法人としては今後も介護技術の向上、働きやすい
環境を作るよう努力いたしますが、介護の最前線
で働く職員の為にお祈り頂ければ幸いです。
　これからもキングス・ガーデン東京の「寄り添
い、つながり、共に歩む」というメッセージを職
員と共に実践できますよう、また、ご利用者がコ
ロナ禍にあってもその晩年に「夕暮れ時に光があ
る」（聖書）と言う当法人の理念を体験できる場
所になれますように励んでまいります。

　現在、コロナ禍にあってご利用者との面会を原
則控えていただき、ボランティア活動も中止する
などご不便をおかけしております。オンラインに
よる面会やガラス越しの面会などの取り組みを
行っており、ご希望があればお知らせください。
　先日、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設
で、労働災害による死傷者数が 1 万人を突破した
という新聞記事が目に入りました。その主な原因
は高齢者をベッドから車いすなどへの移乗介助の
際に腰痛になるといった「動作の反動・無理な動

社会福祉法人キングス・ガーデン東京 理事長　片山　信彦  「夕暮れ時に光」理念を体験できる場所に
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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



　今年の秋、3階の男性ご利用者の元に一通の手紙が届きました。
　「もうすぐ私の誕生日、88 歳です。会えないけどお祝いしてね♡♡」と奥様から。
　実は旦那様より女性職員のハートが打ち抜かれました。
　次第に話は拡がりどうすればお祝いできるのか？と具体的な話に・・・
　時あたかも感染症対応中、面会も満足にできていない中「お気持ちだけで」とか、「手紙
を書けば・・」とか無難な意見が聞かれ始めます。
　しかし、真面目な話をすれば、このご利用者はコロナ禍に入所されました、ご自宅はす
ぐ傍、入所の決め手は「自宅に近い、気軽に帰れる」という事。入所以来、一度も実現で
きていない事、また、ご本人の最近の健康状態を考えると、尚の事何とかしたい気運が高
まりました。
　中心として声を上げてくれたのは、居室担当の女性ケアワーカーです。普段から家族と
距離の出来た毎日をどう繋げるか考えているケアワーカーです。その思いは・・・
　「ご利用者が家族から支えられている場面はたくさんあります。でも、逆の形は中々表現
しにくいものです。ご利用者がご家族を支える、大袈裟かもしれませんが、ご自分の生き
ている意味を家族に感じてもらえると嬉しいです」
　結局、奥様の誕生日は、施設内の個室でご主人、奥様、
息子様、職員などが集い賑やかに行われました。「３○つ・
ソー○ャルディ○タン○」は配慮しましたが、歓喜の渦に
飲み込まれそうでした。
　反省点はあります。ですが、久しぶりのご夫婦の時間に
便乗した大騒ぎは、忘れかけていた特養の生活を思い返さ
せてくれました。全員に「ありがとう」と、奥様にお祝い
を申し上げます。
　

　コロナ禍の中でご家族・関係者の皆様には大変ご不便をおかけしています。
　ご利用者の皆様にも外出自粛のご協力をしていただき、施設内で過ごしていただく時
間が長くなっています。
　そのような中ですがグループホーム、小規模多機能型居宅介護では、8 月には夏祭り、
9 月には敬老会、10 月にはハロウィンや秋の味覚を楽しむイベントをさせていただきま
した。
　夏祭り ( 小規模多機能のイベント ) では、装飾や音楽、お食事を夏祭り風に召し上がっ
ていただき、ヨーヨー釣り、ボーリング大会などのレクレーションを楽しんでいただき
ました。敬老会は各階で行い、それぞれの雰囲気が発揮されました。お寿司や唐揚げ、ロー
ルケーキや紅白饅頭などを食べながら、懐かしの歌謡曲
やクイズを通して、ゆっくりと楽しむひと時となったの
ではないでしょうか。10 月にはハロウィンの飾りつけ
や秋の味覚を楽しむイベントを実施させていただきまし
た。
　以前のように実際にお会いして、お部屋や共同スペー
スでの面会が再開できることを願っていますが、それま
では現在の面会スタイル ( オンライン等 ) を継続してい
きますので、ご希望の方はぜひお問い合わせください。

【東中野キングス・ガーデン】       施設長　渡辺　三郎ゆっくり楽しむひと時

奥様の誕生日をご主人がお祝いした、普通だけど特別な話
【練馬キングス・ガーデン】     特別養護老人ホーム　斎藤（相談員主任）・鹿野（担当ケアワーカー）



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 3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歓迎）
 《非常勤運転手／デイサービス》
・勤務時間 　午前 8時半～午後 5時半
　　もしくは午前 8時半～ 11 時と午後 3時～ 5時半
・勤務日数 　週2日程度（水曜日、土曜日勤務出来る方歓迎）
・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）
・その他　　運転業務以外の時間は施設管理業務をして
　いただきます                    

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 10 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

せていただく形で実施しております。 ( ご利用者のいるフロアには立ち入らない形 )

　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。

　(2022 年度採用 (2021 年 3 月からの求人開始 ) はリクナビで実施します )

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
・勤務日数　 週 4日程度～（応相談）
・賃　　金　 時給 1,730 円
・資　　格　 正看護師
《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・午後 11 時～午後 8時
　　　　　　正午～午後 9時
　　　　　　以上でローテーション勤務
・勤務日数　 週 4～ 5日程度（応相談）
・賃　　金　 時給 1,120 円～
・資　　格　不問（経験あり又は初任者研修修了以上歓迎） 
《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　
《非常勤介護職員／デイサービス》
・勤務時間　 午前 8時～午後 5時・午前 9時～午後 6時
　　　　　　午前 9時 15 分～午後 4時　他
　　　　　　以上でローテーション勤務
・勤務日数　 週 3～ 4日程度（応相談）
・賃　　金　 時給 1,100 円～
・資　　格　 不問（経験あり又は初任者研修修了以上歓迎）
・その他　　土・祝　働ける方歓迎（日曜休み）
《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（土祝日時給 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～ 10 時半・午後 6時～ 8時
　　  　　     午後 1時～午後 8時　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）／小規模多機能型居宅
介護・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）

2020 年 12 月 1日発行



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：コロナ禍にあっても運営が守られており

感謝いたします。引き続き感染拡大防止に力を入れ

ていきます。

　各施設では職員の募集をしています (3 ページ参

照）。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）


