一人ひとりの心と地域に寄り添う

アクセス案内

高齢者・障がい者・子供たちが共に活き活きと
1981年、社会福祉法人日本キングス・ガーデンがスタートしました。

理事長

高齢者施設ケアハウス・特養・通所・訪問介護・居宅と在宅に目を向け、
2007年に常総広域より障がい者入所施設「ふれあいの杜」、

運営方針

その後、守谷市の障がい者通所施設「ひこうせん」の委託を受けました。

仕える

•日々の祈りを大切に、喜んで利用者に
仕える。

利用者中心

•利用者中心のケアを行い、自立した生
活ができるように支援する。

尊厳

•利用者の自由と尊厳を守り、ありのまま
にその人を受け入れ、心に寄り添う。

連携

•利用者の安全と健康を支えるため、職
種間の連携を密にする。

専門性

•誰もが安心して生活ができるように、専
門性をもって地域社会に貢献する。

障がい者グループホームもスタートし、就労の方々の作ったパンとお菓子は
地域交流カフェ「ぶどうの木」で販売、地域の方やご家族、
スタッフの良き憩いの場になっています。「ぶどうの木」では、
星野富弘展、安藤華舟絵画展、ご利用者のちぎり絵展を開催し、
地域との交流を深めています。隣接地には新しくファミリーホームと
事業所内保育所を開設し、約7000坪の土地と緑多い環境に恵まれ、
高齢者・障がい者・子どもたちが共に活動しています。
スタッフはご利用者に寄り添い、職種間で助け合い支えています。
これからも地域に愛される福祉村をめざして前進します。
「この砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声がある。」
イザヤ51章3節
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特別養護老人ホーム

ケアハウス

筑波キングス・ガーデン

障がい者グループホーム 筑波キングス・ガーデン
多機能型通所施設 ハレルヤ
ファミリーホーム 筑波キングス・ガーデン
事業所内保育所 こひつじ保育園

【指定管理】

常総広域障害者支援施設

常総ふれあいの杜

守谷市障がい者福祉センター ひこうせん
〒302-0101 茨城県守谷市板戸井1977-2
常総市

チャペル

（集会所）
障がい者グループホーム
筑波キングス・ガーデン
こひつじ保育園
多機能型通所施設
（事業所内保育所）
ハレルヤ

1980年 10月28日

設立。

1981年

米国キングス・ガーデンで老人介護の研修を終えた創設者「三谷六郎・恵子」ご夫妻により、筑波キングス・
ガーデン軽費老人ホームを開設。

4月16日

1987年

4月10日

軽費老人ホームの隣接地に特別養護老人ホーム設立。同時に老人短期入所事業を開始。

同年

6月 1日

茨城県下初の老人デイサービスセンターを開設。

1993年

4月25日

水海道市（現常総市）の委託事業として在宅介護支援センターを開設。

1996年

4月 1日

市の委託事業として、ホームヘルプサービス事業を開始。

2000年

1月31日

介護保険制度に基づく居宅介護支援事業を開始。

2001年

4月 1日

市の委託事業として在宅独居老人に対する配食サービス、
生きがい支援デイサービス・ショートステイ事業を開始。
介護タクシー事業を開始。
ホームヘルパー養成研修事業を開始。

2003年

4月 1日

支援費制度導入にともない、身体障害者居宅介護等事業および身体障害者短期入所事業を開始。

2007年

8月 1日

常総地方広域市町村圏事務組合（常総市、守谷市、取手市、つくばみらい市）の委託を受け、常総広域障害
者支援施設「常総ふれあいの杜」を開始。

2008年

4月 1日

守谷市の指定管理を受け、指定障がい者サービス「守谷市障がい者福祉センター」（ひこうせん）を開始。

2009年

4月 1日

守谷市障がい者福祉センターに指定相談支援事業を追加。

2013年

4月 1日

守谷市障がい者福祉センターに就労移行支援・放課後等デイサービス・指定特定相談支援事業を追加。

2015年

1月15日

筑波キングス・ガーデン ケアハウス（特定入所者生活介護併設）を竣工。

2017年

5月 1日

障がい者グループホーム
の木を開設。

2017年

9月 1日

筑波キングス・ガーデン ファミリーホーム（小規模住宅型児童養育事業）を開設。

2019年

4月 1日

事業所内保育所 こひつじ保育園を開設。

2019年

7月22日

介護福祉士実務者研修事業を開始。
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特別養護老人ホーム
筑波キングス・ガーデン

常総広域障害者支援施設
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2002年 10月10日

筑波キングス・ガーデン・多機能型通所施設

職員のお子さんを
大切にお預かり
します。

地域交流カフェ
ぶどうの木

社会福祉法人 日本キングス・ガーデン（筑波キングス・ガーデン）沿革

こひつじ保育園

（事業所内保育所）

わ た し の 目 に は 、あ な た は 高 価 で 尊 い 。

介護タクシー、配食サービスと一人暮らしの方々をサポートしています。

TEL.0297-24-5139

わたしはあなたを愛している。

宇都宮 和子

社会福祉法人日本キングス・ガーデン
〒300-2521 茨城県常総市大生郷町1818-2

筑波キングス・ガーデン
ケアハウス

守谷市

守谷市障がい者福祉センター
ひこうせん（指定管理）

求人募集

守谷市北守谷
公民館

筑波キングス・ガーデンでは福

ハレルヤ ・地域交流カフェぶどう

祉村で一緒に働く仲間を随時募
集しています。高齢者、障がい

筑波キングス・ガーデン

検索

http://www.kings-garden.or.jp/

者、障がい児など、様々な介護・
支援の経験ができる法人です。
興味がある方は一度見学に来て
ください。

社会福祉法人 日本キングス・ガーデン

筑波キングス・ガーデン

筑波キングス・ガーデン

ケアハウス

守谷市障がい者福祉センター

当センターは、守谷市より指定管理を受けています。小学一年生から

常総地方広域市町村圏事務組合より指定を受け、2007年8月に開所

65歳の方まで、様々な障がいを持った方でも通所可能であり、地域に

し、身体や知的に障がいのあるご利用者を支援しています。

根差した事業所として、生活介護、就労移行支援、就労継続支援B型、

障がい特性などにより、リハビリ・レクレーション（トランポリン、

生活介護」も行っています。

放課後等デイサービスがあります。サービス計画を立てる「指定特定

プロファンド）、ハンドクラフト（ちぎり絵カレンダー）、菓子工房

ご利用者お一人お一人の生活を大切にしながら、クラブ活動や外出行

相談」を行う相談支援専門員もいます。

ケアハウスは、60歳以上の健康で自立し、家庭環境、住宅事情等の理
由により居宅において生活する事が困難な方が生活しています。また、
介護が必要になってきても生活が続けられるように「特定施設入居者

ひこうせん

常総広域障害者支援施設

常総ふれあいの杜

（クッキー、ケーキ）、自然耕房（原木シイタケ栽培）、自由散策（散

事を通しての交流の場も大切にし、日曜礼拝・祈祷会も牧師先生方の

歩外出）の5班体制に分かれて日々の活動を行い、作品の展示会や対

協力を頂きながら続けています。

面販売などを通して地域の方との交流も行っています。
ご利用者の笑顔のために、安心安全の生活、充実した活動、社会への
参加を目指しています。

春
特別養護老人ホーム

筑波キングス・ガーデン

夏

特別養護老人ホームでは、ご利用者お一人お一人がその人らしい生活
を過ごせるようにケアさせて頂きます。最期の時まで、ご利用者自身
がキングスガーデンで良かったと思って頂けるサービスを提供したい
と思います。
主な介護サービス内容は、日常生活支援（食事、入浴、排泄や移動介助）
はもちろん、施設行事、クラブ活動といった四季を取り入れた年間行
事の楽しみがあります。また、作業療法士による機能訓練、レクレー

合同運動会

冬

高齢者・障がい者
子どもたちが
ともに歩む福祉村

サマーフェスティバル

秋

「障がい者グループホーム筑波キングス・ガーデン」と「多機能型通
所施設ハレルヤ」は、身体・知的の障がいのある方を対象とした施設
です。ハレルヤには、生活介護と就労継続支援 B 型があり、レクリエー

障がい者グループホーム
筑波キングス・ガーデン
多機能型通所施設 ハレルヤ

ションや創作活動、パン作りと「ぶどうの木」での販売活動等をして
います。

ション、栄養士によるマネジメントで食事を作り、健康管理として、
看護師による日々の健康
保持や緊急時対応もさせ
て頂きます。ご利用者お
一人お一人が 本人らしく
穏やかに安心して過ごせ

キングス・ガーデン バザー

クリスマス会

るようサポートさせて頂
きます。

特養
在宅サービス部門

訪問介護は、ご自宅を訪問し、食事・ デイサービスでは、楽しいアクティビティ、

排泄・更衣・入浴等の身体介護、通院
等の移送サービス、調理・洗濯・買い
物等の生活援助、視力障がい者の同行
援護を行っています。介護タクシーは
転院・転所・ドライブ等様々な目的で
ご利用頂けます。

居宅介護支援・特定相談支援は、
自立や生活の質の向上にとって最も適
したサービスを総合的かつ効率的に受
けられるようサービス利用計画を作成
するお手伝いをします。

そしてアロマオイルを使用してマッサージを
行うアロマフットケアを提供したり、理学療
法士によるリハビリを行っています。
また、送迎サービス、看護師による健康管
理サポート、福祉用具が充実した入浴サービ
スや 障 害 者 生 活 介 護 サービスもあります。

筑波キングス・ガーデン
ファミリーホーム

（小規模住居型児童養育事業）

こひつじ保育園

（事業所内保育所）

地域交流カフェ
ぶどうの木

