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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

クリスマスの時、希望をもって進む
　皆様のご支援とお祈りに支えられてキングス・
ガーデン東京の働きを続けることができています
ことを感謝いたします。
　私どもは、「寄り添い、つながり、共に歩む」

というブランド・メッセージを掲げて、「ご利用者

第一」 を大切にしながら日々の働きを進めており
ます。しかし、ご利用者の思いや願いを受け止め
て、どのようにお仕えするのが良いのかは、日々
悩み、迷いながらの試行錯誤の連続と言っても過
言ではありません。また、諸事情や経済的な理由
で退職する職員もおり、人手不足の状態が継続し
ています。更には、コロナ禍の影響や物価高、光

社会福祉法人キングス・ガーデン東京　理事長　片山　信彦  

熱費や水道代の値上がりもあり、経営的にも困難
な中におります。
　しかし、その様な中でも私どもは希望を失うこ
とはありません。12 月はイエス・キリストのご降
誕をお祝いするクリスマスの時です。イエス・キ
リストは弱く必要のある方に寄り添い、共におら
れました。そのキリストに倣って私どももご利用
者に寄り添い、仕えて参りたいと願っています。
聖書に、「この希望は失望に終わることはありま
せん」（ローマ人への手紙 5 章 5 節）とある通り、
今後もイエス・キリストにある希望をもって進め
て参ります。

「また会えたね」
職員の家族のハナちゃんが先日、久しぶりに会
いに来てくれました。
ハナちゃんの可愛らしさに入居者の皆さんも思
わず手を伸ばされ、ハナちゃんの魅力に皆さん
癒されました。～練馬の丘キングス・ガーデン ～



　まだ蝉が鳴いている 8 月 28 日の富士見台教会の礼拝にキングス・ガーデン東京の片山理事長
をお迎えし、幸いなメッセージと、キングス・ガーデン東京の紹介をしていただきました。
　メッセージのタイトルは「夕暮れ時に光あり」（旧約聖書ゼカリヤ書 14 章 6節～ 7節）でした。
片山理事長は、夕暮れは私たちの晩年で、暗さ、辛さ、淋しさを感じるときかもしれません。しかし、
そのような時に神様が光を与えて下さる。キングス・ガーデン東京は、介護を必要としておられ
る方やご家族にとって光のような存在でありたい。そして地域においても開かれた場所でありた
いということを話してくださいました。
　またキングス・ガーデン東京では、入居しておられる方々のお話を良く聴き（傾聴）、入浴で
は機械を使うのではなく、手間がかかっても人の手によってゆっくり入って頂いているというこ
とを伺いました。私はその時、入浴しておられる方々にスタッフの皆さんが笑顔で語りかけてい
る姿を想像しました。改めてキングス・ガーデン東京
の介護の素晴らしさを思いました。
　最後に片山理事長はキングス・ガーデン東京のため
に、そのスタッフのためにお祈り下さいとお勧めくだ
さいました。ますますキングス・ガーデン東京が、夕
暮れ時の希望の光となるようにお祈りしていきたいと
思いました。

 インマヌエル富士見台キリスト教会　野田　禎 牧師
「サポーターの皆さんからの声」  　

2022 年 「秋」 【東中野キングス・ガーデン】 　グループホーム  

9 月 19 日　【敬老会】
　念願のお重購入！ヨシケイさんに相談して素敵なお祝い膳が。こんな
に食べられるかしら。おやつには「めでたい」に掛けて鯛焼き。職員の
演奏で秋の合唱会。最高齢は 97 歳の方が 3 名。皆さんこれからも元気
で楽しく過ごしましょう。

10 月 27 日　誕生会　【祝 90 歳】
　渡辺施設長の手作りケーキでお祝い。誕生日が近づくと 1 年前は骨
折入院…2 年前も骨折入院・・・。誕生日が近づくと職員はソワソワ・
ドキドキ。無事に 3 年ぶりのＫＧでのお誕生日会となりました。朝か
らご機嫌斜めでしたが、誕生会数分前にご機嫌が良くなり素敵な笑顔
で皆さんに挨拶。来年もＫＧでお祝いしましょう。

10 月 29 日　【秋御膳】
　ＴＶから流れる秋の味覚『栗』、あ～美味しそう、栗ご飯食べたいなぁ
～そんな声が・・・。
　お重も買ってもらったことだし、豪勢に秋の味覚を味わいましょう。
秋と言えば「栗・芋・南瓜」食べた事ないもの何だろう。考えている
と目の前には山形出身の方がいらっしゃる。早速伺ってみると「芋煮」
と一言。ん～ん、決まり。メインは栗ご飯と芋煮でした。



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　　 7:00-16:00
　　　　　　　11:00-20:00
　　　　　　　15:30- 翌 9:30 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　　9:00-18:00
　　　　　　   10:00-19:00
　　　　　　　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　 7:00-16:00,11:00-20:00,12:00-21:00
　　　　　　以上でローテーション勤務
・勤務日数　 週 4～ 5日程度
・賃　　金　 時給 1,130 円～

《非常勤介護職員（夜間専門）／特別養護老人ホーム》
・勤務時間　 22:00- 翌 8:30
・勤務日数　 週 1日～
・賃　　金　 日給 11,610 円～

《常勤相談員（主任ケアマネジャ）／地域包括支援センター》
・勤務時間　8:30-17:30
・休　　日　月 9日（年間 107 日）
・賃　　金　当法人規定による
・資　　格　主任介護支援専門員

《非常勤介護職員／デイサービス》
・勤務時間　8:00-17:00,9:00-18:00,9:15-16:00 (6 時間勤務 ) 他
　　　　　　以上でローテーション勤務
・勤務日数　週 4～ 5日程度
・賃　　金　時給 1,110 円～
・そ  の  他　土・祝　働ける方歓迎（日曜休み）

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　7:30-16:30
          9:00-18:00
         11:00-20:00
　　　　　  16:30- 翌 10:00
・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

《非常勤運転手／デイサービス》
・勤務時間　8:15-10:15,15:45-17:45
　　　　　（10:15-15:45 は休憩時間です）
・勤務日数　週 2日程度
・賃　　金　時給 1,090 円
・資　　格　普通自動車運転免許
・そ  の  他　月・土　働ける方歓迎（日曜休み）
 
《非常勤ヘルパー／ホームヘルプサービス》
・勤務時間　 9:00-16:00
・勤務日数　 週 4～ 5日程度
・ 賃　　金　  時給 1,110 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～
・勤務日数　 週 1日～
・ 賃　　金　  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・登録職員の勤務日数（時間）は相談でき
ます。ご応募ください。

《非常勤介護職員／特別養護老人ホーム》
・勤務時間　　 7:00-16:00
　　　　　　　9:00-18:00
　　　　　　　11:00-20:00　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）

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。

《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　7:30-16:30
          9:00-18:00
         11:00-20:00
・勤務日数　週 2日～（応相談）
・賃　　金　時給 1,130 円
・資格・経験　不問
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編集後記：以前は特養ホームは待機者がいっぱいで、
すぐに入所は難しい状況でしたが、ここ数年、特養等
の老人ホームが急増した関係で、待機者が減少してお
り入所しやすくなっています。条件としては原則要介
護３以上で、医療的ケアの必要がない方になりますが、
練馬区以外の方でもご遠慮なくご相談ください。

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、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

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。2022 年度上半期
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。

法人本部 練馬KG 東中野KG 練馬の丘KG 合計

345,000円 423,000円 73,000円 998,500円 1,839,500円


