
惑をおかけしましたが、引き続き感染対策に細心の注
意を払いながら働きを継続いたしております。
　この試練の中で、多くのご利用者や職員が苦しみま
したが、この試練を通して、揺らぐことなく神様に信
頼することの大切さや緊急対応の仕方を学ぶ良い機会
でもあったと思います。また、改めて「寄り添い、つ
ながり、共に歩む」というブランド・メッセージの大
切さを実感致しました。ご利用者を第一にして、ご利
用者に寄り添い、職員の安全も確保しながら、今後も
共に力を合わせて歩んで参りたいと思います。

　新型コロナウイルスの「オミクロン株」感染拡大を
受けて、残念ながら当法人の 3 つの施設のご利用者と
職員に陽性者が出ました。入院できない方を含めて、
施設内で隔離しながら療養生活の支援をさせていただ
きましたが、自宅療養を余儀なくされた職員も何人か
出て人手不足の状態にもなり、職員は加重労働で疲労
が蓄積しました。何とか踏みとどまり、2 月後半から
状況が改善し、ようやく現在は殆どのご利用者が快復
しております。
　ショートステイ等のご利用を控えていただく等ご迷

社会福祉法人キングス・ガーデン東京　理事長　片山　信彦  試練を通して
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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

プリン・あ・ラモード♪　
　 ～練馬キングス・ガーデン 　特養３階　（2/23）～
　

コロナ禍でも「皆で楽しみましょう︕」と
一緒に作ってみました。



　丁度コロナ対応が始まった 2020 年 3 月に入居された星野
さん。入居後ずっと外に出られない・娘様にも直接会えない
といった 1 年半の期間の中でいつも気にかけておられた「息
子様に会いたい」という気持ちに応えるべく、福島の施設に
在住されている息子様に会いに行くお手伝いをさせて頂きま
した。コロナ対策にも留意したシンプルな計画ではありまし
たが、道中での娘様との会話のやりとりや息子様との対面さ
れた時の表情は施設で見せて下さっている表情とはどこか
違って、いつも以上に温かくお母さんの顔をしていました。

そんなお顔を見られた事・星野さんが念願の息子様との対面を果たすお手伝いが出来た事。とても実りの
ある日帰り旅行になりました。（関）
　
　星野さんとの外出が決まった時、嬉しくてすぐにご本人に報告
に行きました。外出の件を伝えるとご本人もとても喜んで下さり
更に嬉しく感じた事を覚えています。
　昼食に寄った SA では久しぶりの外での食事でもあり、娘様が用
意してくれたパンを楽しそうに食べておられたのが印象的でした。
現地に到着し息子様に会われると、ただただ優しいお母さんの顔
になっていました。あんなに嬉しそうで幸せなお顔を見られた事・
娘様も喜んでいらっしゃった事を本当に嬉しく思いました。
　今回このような貴重な時間に恵まれた事で介護職としてのやり
がいを私も考える事が出来ました。星野さんはじめ他の入居者様
達との今後の関わりに活かせていければと思います。（古屋）

【練馬の丘キングス・ガーデン】　従来型特養　生活相談員　　関　翼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケアワーカー　古屋　麻衣子

　星野様外出

世界の料理を味わおう 「韓国編」
【東中野キングス・ガーデン】 　グループホーム　主任　渡邉　恵  

　「コロナに負けるな！！」と言いつつも外出も外食もお散歩もできない。気
分が上がらない毎日。でも食欲だけは変わらずにある。じゃあ、みんなで普段
食べないもの、珍しいものを食べてみよう。あらっ、ちょうどフィリピン出身
の職員がいるじゃない。から始まった世界の料理を味わおう「〇〇編」。第一
弾は職員の母国「フィリピン編」。初めて食べたフィリピンの家庭料理、日本
人の舌に合い大盛況。
　そして今回第二弾は韓国好きの職員の要望により「韓国編」。メニューはキ
ンパ、チヂミ、チャプチェ、キムチ、ワカメスープ、トゥンカロン。キムチは
職員の手作り。配膳すると「わぁ～見ただけでお腹いっぱい」・・・一番人気
はキンパでした。中には「私の口には合わない」と急遽、サバの味噌煮と白米
を提供した方も。

　おやつのトゥンカロンは施設長の手作り。どんなものかわか
らない方も多いかと、ん～、マカロンの具沢山と言った感じで
しょうか。見た目もチョー可愛くてカラフル。それぞれ好きな
ものを選んでいただいているうちにあっと言う間になくなっ
ちゃった。「写真撮れなかったのでお願いします」ともう 1 個
食べて頂き写真撮影。「あらトゥンカロンが見えてないよ～」
という事で食べる前のトゥンカロンがこれです。音楽は韓国と
言ったら？とりあえず古いけど「釡山港へ帰れ」なんだか居酒
屋みたい、ちょっと古いけど「冬ソナ」の音楽で。

　世界の旅はまだまだ続く～、次はどこに行こうかなぁ。



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／特別養護老人ホーム》　
・勤務時間　　 午前 7時～午後 4時
　　　　　　　午前 11 時～午後 8時　
　　　　　　　午後 3時半～翌午前 9時半　他
　　　　　　　以上でローテーション勤務
　　　　　　   （夜勤時、休憩 2時間あり）
・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・初任者研修終了以上の方
　　　　　　   歓迎）
《常勤看護職員／特別養護老人ホーム》
・勤務時間　　午前 9時～午後 6時
　　　　　　　午前 10 時～午後 7時
　　　　　　　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　　正看護師（ブランクのある方も大歓迎）
・そ の 他　       夜勤なし（オンコール当番あり）

求人情報

練馬キングス ・ ガーデン
℡ 03-5399-2201（担当：森下）

《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 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 1,130 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（夜間専門）／特別養護老人ホーム》
・勤務時間　 午後 10 時～翌午前 8時半
・勤務日数　 週 1日～（応相談）
・賃　　金　 日給 11,610 円～
・資　　格　 不問（経験ありの方歓迎）

　
《非常勤介護職員（小規模多機能型居宅介護・グルー
プホーム）》
・勤務時間　午前 7時半～午後 4時半
          午前 9時～午後 6時
          午前 11 時～午後 8時
・勤務日数　週 2日～（応相談）
・賃　　金　時給 1,130 円
・資格・経験　不問
《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
　　  　　     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 1,090 円　
・資　　格　普通自動車運転免許
・経　　験　不問（60 歳以上の方も歓迎）

東中野キングス ・ ガーデン
℡ 03-3368-5200（担当：渡辺）

《契約介護職員
 小規模多機能型居宅介護・グループホーム》
・勤務時間    午前 7時半～午後４時半
　　　　　   午前 9時～午後 6時
　　　　　   午前 11 時～午後 8時
　　　　　   午後４時半～翌午前 10 時　
　　　　　   以上でローテーション勤務
　　　　　 （夜勤時休憩 2時間）
・休　　日　月９日（年間 107 日）
・賃　　金　月給 232,500 円～（別途夜勤手当あり）
・資格・経験　不問

《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 5日程度（応相談）
・ 時　　給　  1,110 円～
・資　　格　 不問（経験あり又は初任者研修修了以上の方
　　　　　　歓迎）
・そ の 他        土曜・祝日に勤務できる方歓迎（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 30 分～（応相談）
・勤務日数　 週 1日～（応相談）
・ 時　　給　  1,400 円～ 2,000 円 ( 土日祝日は 100 円増 )
　　　　　　( 移動手当 1訪問につき 100 円 )
・資　　格　 初任者研修修了以上

《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
・勤務日数　　週 3～ 5日程度（日数・勤務時間は応相談）
・賃  　  金　　時給 1,130 円～
・資　    格　　不問（経験あり・初任者研修終了以上の方      
　　　　　　   歓迎）
《非常勤看護職員／特別養護老人ホーム》
・勤務時間　　午前 9時～午後 6時（応相談）
・勤務日数　　週 3～ 5日程度（応相談）
・賃　　金　　時給 1,740 円～
・資　　格　　正看護師（ブランクのある方も大歓迎）
・そ の 他           土曜・日曜・祝日に勤務できる方歓迎

《非常勤介護職員／認知症対応型デイサービス》
・勤務時間　　午前 8時半～午後 5時半
・勤務日数　　週 4～ 5日程度
・賃  　  金　　時給 1,130 円～
・資　    格　　不問（経験あり・初任者研修終了以上の方  
　　　　　　   歓迎）
・そ の 他           土曜・祝日に勤務できる方歓迎（日曜休み）

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。
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編集後記：コロナ禍が続き、まだまだ気が抜けない状況

ですが、その中にあっても、ご利用者に最善のケアが提

供できるように懸命に取組んでいます。

　共に働く職員を募集しています。ご支援よろしくお願

いします。

寄付のお願い

　2021 年 10 月からオンライン上で
のご寄付の受付を開始いたしまし
た。クレジット決済の他、各施設窓
口や郵便振込でご寄付いただけま
す。
　ご協力、どうぞ宜しくお願いいた
します。
※詳しくはホームページをご覧ください。

サポーターの会

　「サポーターの会」の一員とし
て最期までその人らしい暮らしを
支えるために、そして地域共生社
会の拠点としての事業継続のため
にお支えください。 
 　
　「サポーターの会」についてはホームページを
ご覧ください。

就職説明会・施設見学会
　現在（2022 年 3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・説明会は各回少数名に限
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オンラインでの説明会やWEB での動画視聴 ( リクナビ上 ) 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。ご予約はリクナビ、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
■　オンライン説明会 (Zoom)
連絡先：TEL:03-3368-5200（東中野キングス・ガーデン）
　　　    E-ｍail:recruit@kg-tokyo.or.jp（新卒採用担当：渡辺）

キングス ・ ガーデン東京　新卒採用


