
京は落ち着いて「ご利用者第一」を大切にしなが
ら、お一人ひとりのニーズを敏感に感じとる努力
を続けております。そして、ご利用者の皆様が「主
の園」にいるような、ご利用者の笑顔が溢れ、安
心して居られる場所になる様に励んで参りたいと
思います。そのためにも、私どものブランド・メッ
セージである、「寄り添い、つながり、共に歩む」
を常に覚えて、それを実践できるよう、さらに努
めて参ります。

　一時の感染拡大は収まりを見せている新型コロ
ナウイルスですが、まだ感染対策を継続する必要
を感じております。また、ロシアによるウクライ
ナ侵略によって小麦粉や原油価格が高騰し、円安
も加わり物価がじわじわと高くなってきており、
私たち日本社会も揺さぶられているように感じる
昨今です。
　その様な中で、まだ本来の働きを十分には行え
ない状況ではありますが、キングス・ガーデン東

社会福祉法人キングス・ガーデン東京　理事長　片山　信彦  笑顔が溢れ、安心して居られる場所に
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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

「いつもカレーパンをありがとう」
よく買い出しに行くグループホーム職員と、
入居１年の記念にふたりで撮影。

～東中野キングス・ガーデン ～



　「お母さんを白浜（千葉）に連れて行きたい」とのご家族の強い思い。何とか実現させたい。
そこから始まりました。
　コロナ禍、どの様にすれば安全とご家族の思いが両立するのか、難しい舵取り。面会の人数を
限定にする、車内はマスク必須、窓は随時開ける、食堂では個室の様になるよう努力する等、試
案しました。
　千葉県の白浜まで、せつ子さんの体力を考えると限界に近い距離。ご家族の協力が必須な状況
で、ご家族２名も車両に同行いただき、万全の体制を整えました。
　5/23 当日は朝７時出発、途中 “海ほたる” で休憩を挟み、午前 10 時 30 分ごろ白浜の思い出の
食堂『いそや』に到着。そこで、海仲間の星野さんとの数十年ぶりの感動の再会。ご家族の思い
が実現した瞬間でした。『いそや』では思い出の味、心太、カサゴの煮付けを堪能。
　昼食後、若き頃潜っていた、思い出の海岸に到着。そこでお孫さんとの語らいの時間を持たれ、
昔を回想しているような優しい表情を浮かべていました。
足を海に浸けてあげたいが、難しい・・・そこでご家族が
海藻の天草を拾いあげ、せつ子さんへと持って行く・・・
　ご家族の思いとご本人の回想が相まっていくのを感じま
した。
　キングス・ガーデン東京の特色である「希望を叶える個
別ケア」を今回の旅行で実現でき、介護者としての私の希
望も叶いました。まだまだ、補う点が多数ありましたが、
ご家族始め、その他諸々の方のサポートがあり、実行に移
すことができました。感謝申し上げます。

【練馬キングス・ガーデン】　特養　ケアワーカー　高橋　秀尚
母を思い出の地へ　～せつ子様ご家族の思いを実現～

屋上の活動 【練馬の丘キングス・ガーデン】 　デイサービス　主任　太田　立栄  

　デイサービスでは、午前中に機能訓練指導員による体操を行い、
午後は「さあ、歩きましょう」と屋上へ行くのが日課となってい
ます。

　練馬の丘キングス・ガーデンの
屋上は開放感抜群！青空に手を伸
ばしたくなります。フロアで「帰
りたいんだけど・・・」と仰って
いた方が、「ここは素晴らしい」

と言う事が今までに何度もあり、気分転換に最高です。「今日は
３周歩くわ」、「私は１周でやめときます」、「今日は５周！」何
周歩くかはお任せです。

　散歩の後はおしゃべりの続きや草花を愛でたり、飛行機や雲
を眺めたり、歌ったり、体操したり、ハーモニカを吹く人もい
れば、時には歌と踊りの即興コラボもあり、見て聴いて笑った
りそこには自然と一体感が生まれます。
　今日、目標シート「巣鴨まで歩きましょう」を完歩された方に、
「着きましたね。巣鴨のお地蔵さまに何をお願いしますか？」と
お聞きすると、「私は何もないから、皆さんの健康を祈ります」
と仰られた優しさに心が温かくなります。

ひでたか

り　え



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）

《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 107 日）
・賃　　金　 当法人規定による
・資　　格　 正看護師
・そ の 他        夜勤なし（オンコール当番あり）

《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 45 分～翌午前 8時半他
　　　　　　以上でローテーション勤務
・休　　日　 月 9日（年 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（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／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）
《非常勤ヘルパー／ホームヘルプサービス》
・勤務時間　 午前 9時～午後 4時（応相談）
・勤務日数　 週 4～ 5日程度（応相談）
・ 時　　給　  1,130 円～
・資　　格　 初任者研修終了以上
《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

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：一時と比べるとコロナ感染の減少がみられ
る状況ですが、続けて感染拡大防止に取り組んでいき
ます。なるべく自由で楽しい生活を過ごしていただけ
るようにと、個別のニーズに寄り添ったケアの提供を
心がけています。理念に賛同してくださる職員、サポー
ターを募集しています。

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 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

法人本部 練馬KG 東中野KG 練馬の丘KG 合計

1,113,275円 639,250円 2,533,654円 1,987,000円 6,273,179円

寄付感謝報告

　皆様からの尊いご寄付に感謝申し上げます。2021 年度のご寄付総額は
以下の通りです。

人材確保と育成のため、より良いケアの実現のために用いさせていただいて
おります。
今後ともご協力の程、よろしくお願い申し上げます。


