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ほほえみグループの安心
|0健康・医療サービスの充実に努めます I 

ほほえみグループには、ほほえみ診療所（広島）とクリニックほほえみ（呉）

があり安心して過ごしていただけます。また、提携医療機関と連携し、

あなたの健康を守ります。

●広島記念病院様●県立広島病院様●中電射院様●マツダ病院様

|0寝たきり状態になってもお世話をさせていただきます I 

現在あるいは将来、寝たきり状態になっても、ほほえみグループの医療

介護サービスを利用し、さらに地域の医療介護機関と連携しながら

お世話させていただきます。（但し、状況によってはグループ内で施設

をかわっていただくことがあります。）
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|0最期までお付き合いさせていただきます I 

ご本人、ご家族の意志を尊重した終末医療（ターミナルケア）を心が

けます。身体状況が悪化したり、他施設への入所が決まった際にも

責任を持って紹介業務や転院のお手伝いをさせていただきます。

（胃ろう造設されている方も対応可能です。）

|0認知症になってもお世話をさせていただきます I 

認知症専門医師の診療や介護相談を受けることができます。認知症の

症状がある方や、認知症を将来発病されても粘り強く対応させていただ

きます。（但し、自傷他害の強い問題行動がある場合は一時的に精神科

病院等に転院していただくことがあります。）

lほほえみグループ
Ill 



| 「面会禁止」のお願い I 

全国的な新型コロナウイルス流行に伴い、施設内の感染対策として

緊急時以外は当面の間、「面会禁止」とさせていただきます。

大変なご迷惑をおかけすることと存じますが、ご入居者様が安心

出来る環境維持のため、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

緊急時につきましては、各施設管理者までご相談下さい。

ほほえみグループ
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ほほえみグループでは、高校・大学・専門学校を

卒業、新社会人として、ほほえみグループに

入社以来、 3年間にわたり日夜業務に精励

された職員に感謝ーの意を込めて表彰させて

ほほえみグループホーム広島西 ほほえみ有料老人ホーム広島西

ほほえみ有料老人ホーム矢野 ほほえみ有料老人ホーム矢野

(1) 

ほほえみ有料老人ホーム呉蔵本通り

ほほえみ有料老人ホームエクセレント

エクセレント鍼灸院



※ほほえみグループは個人情報保護の重要性を認識し、「ほほえみ通信」の写真には画像処理を施しております。

ご理解の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

ほほえみ呉デイサービス5F

「野点会」
毎年、4月にはお花見に出かけていたのですが、今匝は新型コロナウイルス感染拡大

の影響で外出を控えることに致しましたが、ご利用者様にはこういう時だからこそ少

しでも気分転換していただきたいと思い、室内にて野点会を開きました。午前中は野

点用のお菓子（あんこ玉）を皆んなで作リました。白あんに、人参・ほうれん草・紫芋等

のパウダーを練り込み、寒天液と一緒に製氷器に流し込み冷まします。午後から雰囲

気を盛り上げるために野点傘を真ん中に置き、お茶の師範をされていたご利用者様

に点て方を指導していただきながら、床几台にゆっくりと腰をかけ、お抹茶を嗜んで

いただきました。「わぁ、苦い！！」「コクがあって美昧しいねぇ」と感想はさまざまでした

が、少しは春の訪れを感じていただくことができたように思います。

ほほえみ呉デイサービス6F

「感謝の表彰式・春探しゲーム」
寒さも和らぎ春の訪れを感じる日々、毎年のお花見を計画していましたが、全国的に感染拡大の
為に断念。4月8日（水）、ご利用者様へ日頃の感謝を込めた式典と春を探すゲームを行いまし
た。式次第を見立てての式典では、お1人ずつのご利用年数を表彰させていただきました。 1番
長く利用されている方は、もうすぐ14年です。その方の涙浮かべての一言には、スタッフ皆がも
らい泣き。他のこ‘‘利用者様からも「おめでとう！」と拍手で声を掛けてもらうと、何度も「ありがとう
ございます」と喜んでおられました。春探しゲームは、フロア内のあちこちに隠した春の絵を探し
てもらうのですが、優勝したチームからカゴ盛りおやつを選べるとなると探す方も隠す方も皆様
真剣！皆様なかなか足の動きが良く、しっかり定の運動も出来ました。本日の行車を通じ、これか
らもご利用者皆様に「ほほえみに行くと楽しい。」「ほほえみに来て良かった」と感じていただける
ょう、スタッフー同努力していきたいと思います。

ほほえみ呉デイケア

「春を楽しむ会」
4/9（木）春を楽しむ会をしました。午前中は『おはじき」。メロンカップをおはじきに見立て

て、机の上を滑らせます。的は 10点・20点•30点、各々5個です。「どれに当てたらいいかね

」と狙いを定めながら、勢いよく手を離すと、見事たくさんの的に命中！当たる度にいい音

が鳴り、「わぁ、すごい」と大歓声でした。午後からは 「花の色分け』。赤・ピンク・黄•青、 4色の
色鮮やかな花が、机いっぱいに並びます。そして、4色の輪も机の上に。スタートの合圏で、

赤い花は赤い輪に、黄色の花は黄色の輪にといったように、一斉に色分けしていきます。皆

様輪と同じ色の花を探して手を伸ばし、夢中で集めていきます。花がきれいに色分けされ

ると、4色の花の丘のようで、「きれいじゃね」と喜ばれていました。おやつは春らしい、いち

ごのどら焼き。赤い色でのあんがおいしいと、あっという間に食べられていました。

ほほえみ呉東

「お花見会」
4月4日（土）ほほえみ呉東では「お花見会」を開催し満開の桜作りとお花見ドライブヘ出か

けました。午前、午後に分かれて、仁方の桟橋通りの桜並木を通り広公園をドライブし、地

元の中筋公園へ行きました。新型コロナの影響を考慮し、人の少ない地元の穴場の公園を

選びました。天候にも恵まれ暖かく、満開の桜に囲まれて、「たくさん咲いてきれいじゃね」

「仁方にこんな所があったとは知らなかった。」などと喜ばれ、楽しい時間を過ごしました。

満開の桜作りでは、桜の幹を描いた模造紙に、皆様思いおもいにピンクのお花紙を貼リつ

け、きれいな花を咲かせました。完成すると「わぁ、きれい」と声があがっていました。一日を

通して、桜の季節を満喫し、とても有意義な楽しい行事となりました。

(2) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

※頻写真は、了解を得て掲載させていただいております。

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。



ほほえみ呉中央 J 
「ほほえみ呉中央 お花見行事」
テレビを点けた、朝1番から消灯時間まで、ニュースもワイドショーも、「ほぽほぼコロナ
一色」の今日この頃。「近頃、家族がほほえみに来ないんだけど、テレビでやっている悪
い風邪で、ふせっているんじゃないか」と、様子を見に帰宅したい、電話したい、と言われ
るこ入所者様が増えてきました。受付で預かった手紙や、ケアマネがこ家族にかけてつ
ないだ電話に、涙を流してスタッフに報告に来られた方も何人か、いらっしゃいます。こ
んな時期なので、外へ桜を観に行く計画は、断念せざるを得ませんでした。が、代わり
に、施設内で、カラオケ、誕生日会、花見の飾りと記念撮影を行いました。飾りつけを、こ
入所者様に手伝っていただいたので、綺麗なペーパーフラワーや、満開の桜を咲かせ
ることができました。花見気分で、「はい、パチリ」。それから花見と言えば、つきものの
カラオケ。馴染みの童謡や唱歌に、マイクを持ち歌われたり、手拍手されたり。アドリブ
で踊られる方も出現しました。また、4月生まれの方の誕生会も。お酒ならぬお茶でお
祝いしました。来年こそ、本物の桜が観られるといいですね。

ほほえみ呉安浦 j 
「お花見気分」
今年は暖冬であったため、桜の開花は早いであろうと、3月末にお花見の予定を組

み楽しみにしていました。しかし、新型コロナウイルスの勢いは止まらす、自粛生

活敷地内の桜を少しだけ花瓶に挿し、お花見弁当とノンアルコールでお花見気

分を味わいました。満開の桜もいいけど花をひとつひとつじっくりと観察するのも

いい。「見事なまでに花をつけている」と表現され花瓶の水面に落ちる花びらに

うっとりとされていました。午後からは、のど自慢大会。皆様好きな歌を選曲され

披露されました。マイクを持つことをためらっていた方も、しだいに盛り上がり、ま

るでお芝居をしているかのように感清を込めて唱い楽しませてくださいました。美

しい花に癒され、おいしい食事で満たされ、お腹の底から声を出しl昌い、よく笑い

ました。血行が良くなり生きいきとされていました。ウイルスに勝ちたい。免疫力

を高めることができたでしょうか。

ほほえみつばき 」
「花見茶会」
コロナの影響によりこ利用者様こ家族様には多大な迷惑をおかけして申し訳

ありません。職員ー同感染対策に取り組んでまいりますので宜しく御願いし

ます。四月という事で、ほほえみつばきでは花見茶会を行いました。職員の

作った貼り絵の桜を見ながらのお茶会です。「上手に作ったね」と言われて職

員に自然と笑みが零れます。温かいお茶を飲んだ後は桜を模した和菓子で

す。「桜の絵が書いてあって食べるのが勿体ない」「飾っとこうか」と言われ、眼

で楽しんだ後は美味しくいただきます。「見た目も良いけど味も美味しいね」

と言われ、お腹も満たされた花見茶会になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「お花見会」
4月12日、ほほえみ広国際適りでは桜の花を壁面に咲かせて春を感じていた

だきたく、「桜の花を満開に咲かせましょう」を開催しました。桜の花びらをペ

タペタと「どこに貼る？」「どこに置こうか」とこ利用者様同士が話し合いなが

ら輪が広がっている様子が微笑ましく思えました。出来上がった作品の前で

笑顔でポーズ！！施設のフロアの壁に満開の桜が咲き、茶話会でほんの少し花

見気分を味わい、楽しんでいただきました。

(3) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

※顔写真は、了解を得て掲戦させていただいております。



1 ほほえみ呉蔵本通り

「春のジャンケン大会」
4月14日、「春のジャンケン大会」を行いました。コロナウイルスの影響によ

り、短時間で行いましたが景品を目指し一人ひとり頑張られ、盛りあがりまし

た。また、外出が出来ないということで桜の写真を皆様にプレゼント。「キレイ」

と大変喜ばれました。短時間ではありましたが、笑顔あふれる楽しい会となり

ました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「誕生日食事会」
ラポルトほほえみではその月のお誕生日だったこ入居者様の誕生日食事会

を毎月開催しています。今まではホテルなどで外食でしたが、現在は状況を鑑

みて、館内ほほえみカフェにて実施いたしました。お誕生日は何歳になっても

うれしいもの。そんなお祝いの献立にふさわしい、彩りの良いメニュー、和洋・

中の主食主菜副菜を、華やかに見える盛りつけでお祝いします。これからの

一年も、笑顔で元気に過こしてもらえるよう、とても楽しいお祝いパーティー

になりました。

ほほえみ矢野

「春の演劇会」
4月、ほほえみ矢野では「春の演劇会」を行いました。劇では、「花咲じじい」を

皆様の前で披露しました。職員が一人ナレーションを行い、そのナレーション

に合わせて劇を進めていくやり方で行いました。事前に職員が色々な小道具

や衣装を用意し劇を進めていきました。拍手や笑声をたくさん皆様からいた

だけました。最後は、皆様で和菓子を食べながら楽しいひと時を過こす事がで

きました。

ほほえみ安芸路

「ただいま自粛中！」
全国的なコロナの蔓延で世の中が自粛モードの中、当然施設もご家族様の面

会や外出を取り止めていただいてます。そしてそんな中、我慢をしてくださっ

ているこ入居者の皆様に、少しでも外の気分を味わっていただきたく、職員手

作りの藤棚を飾ったり女性にはネイルサービスをしてみたり、あれこれ施設内

で楽しんでいただけたらと工夫しております。残念な事に自粛が簡単には解

除されそうにもない状況ではありますが、またこ家族様にお元気なお姿で

逢っていただけるよう、こ入居者様、職員共、頑張ります！！

(4) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。



| ↓まほえみグループホーム横川 J 
「春のお食事会」
ほほえみ横）1|では4月3日に、【春のお食事会】を開催しました。室内に事前にご

利用者の方々と折り紙や和紙で作った桜の花を飾り、お花見弁当をご用意させ

ていただいて、満開の桜の中でのお花見の雰囲気を昧わっていただきました。

上から下がっている桜に手を伸ばし、『わぁ～キレイねぇ～」と言われたり、お弁

当も菜の花や筍等、旬の食材を使った物をはじめ春らしい彩りのおかずがた＜

さん詰まった物で、『美昧しい、美昧しい」『お腹いっぱい』と笑顔で召し上がって

いた姿が印象的でした。皆で春にちなんだ歌を唄ったり、飾りの前で写真を撮っ

たり、室内ではありましたが春の訪れを楽しく感じられたひと0寺となリました。

ほほえみ広島西 」
「お花見」
ほほえみ広島西では、4月初め頃、近くの川沿いに咲いている桜を見に

散歩に行きました。川沿いにはたくさんの桜の木があり、満開に咲いた

桜を見て「きれいじゃね！」「今年も桜が見られて良かった！」と皆様喜んで

いました。時々風が吹き、ヒラヒラと散っている桜の花びらがまた綺麗

でした。感染症の影響で外出を控えていたため、久しぶりに外の空気を

吸う事ができ、短い時間でしたが心地良い時間を過ごす事ができまし

た。来年はゆっくり桜を見られる事を願いながら帰路に就きました。

ほほえみ井口 J 
「ホットケーキでおやつレクリエーション」
4月12日、ほほえみ井口では面会も禁止されており、ご入居者様に何か美味し

い物を食べていただきストレスを発散していただこうとホットケーキのおやつレ

クリエーションを行いました。ご入居者様の目の前でホットケーキを作ったので

すが、ホットプレートで焼く過程が楽しいのか、笑顔で眺めておられました。会話

を聞くと、「泡がプクプクでてるね」「すごく膨らんでくるね」。焼きあがると、ハチ

ミツ、クリーム、フルーツと好みの具材をたくさん乗せて出来上がり。昧も良

かったようで、皆様、残さず完食され、「もう一枚食べたい」「また食べたい」と言

われる方もおられ、大変満足していただきました。

ほほえみみゆき 」
「風船バレーボール大会」
コロナ感染拡大防止で外出が出来ないご入居者様、ご家族様と会えずに寂しい

思いをされているご入居者の皆様に、運動不足とストレスを発散していただこ

うと「風船バレーボール大会」を開催しました。みんなで輪になりラジオ体操を

行った後、風船を3つ入れた大きな袋を輪の真ん中にいるスタッフが皆様に順

番にトス！大きいのでさすがに空振りされる方は…と思ったのですが風船が頭

を越えて飛んでいってしまい大笑い！ふわふわしているので、ゆっくりと飛んで

きて、打つと思わぬ方向に飛んでいき、右に左にと大忙しで体を動かしていただ

きました。運動の後は、甘い羊羹を召し上がっていただき、「よく笑ったわ」「疲れ

たねえ」など楽しい一巳となりました。

(5) 

. . — .. 
※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。
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ほほえみ
長寿の秘訣

生年月日 1978年5月17日

近畿大学理工学部化学科 卒業

北海道医療大学薬学部薬学科卒業

卒業後はドラッグストア、調剤薬局で調剤を経験。

薬剤師 薬剤師になってから漢方薬の効果に驚き現在勉強中。

川崎孝明 合気道初段

vol.51じ巳lブデンについて

日常生活でモリブデンはあまり聞き慣れない金属ですね。工業的にはステンレス等の合金鋼にモリブデンが

添加されています。また半導体放熱基板材料にもモリブデンが使われています。モリブデンは体内でキサン

チンオキシダーゼ、アルデヒドオキシダーゼ、亜硫酸オキシダーゼの補酵素として働いています。［（補酵素に

ついて）酵素の中には酵素だけでは働けないものがあります。補酵素はその働けない酵素を手助けして働か

せる役割をします。］キサンチンオキシダーゼ、アルデヒドオキシダーゼ、亜硫酸オキシダーゼは体内で生じる

有害成分の無毒化や排泄等の代謝に関わっています。したがって、モリブデンはこれらの酵素の働きを助け

る役割をしています。モリブデンは大豆や納豆、そら豆、レバーに多く含まれています。通常の食生活ではモ

リブデンの不足や過剰摂取の心配をする必要はありません。アメリカではモリブデンを含まない高カロリー

輸液のみを18ヶ月投与した患者さんに血漿メチオニンと尿中チオ硫酸の増加、尿中尿酸の減少、神経過敏、

昏睡、頻脈、頻呼吸などの症状が出ました。これらの症状はモリブデン酸塩を投与すると消失したのでモリブ

デン欠乏症と考えられています。
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＜箇（たけのこ）＞

暖かくなって筍、蕗（ふき）、こごみ、ワラビなど山菜が美味しい

季節になりましたね！

今年は新型コロナウイルスの影響で外出自粛、お花見等も出

来ない春となりましたが、山菜についてご紹介させて頂きま

す。山菜というと下処理が大変…といったイメージもあるか

もしれませんが、最近では既に処理済の商品がスーパーにも

並んでいます。気軽に使える商品もあるので、季節の野菜をお

料理に是非使ってみましょう。今回はよく見かける山菜の栄養

素をご紹介します。

カリウムが墨富に含まれています。カリウムには体内にた ' ‘ 
まった塩分を体の外に出す役割があります。塩分を多く摂り旦彗螢＼多

週ぎると高血圧やむくみの原因となるので予防の為にもカリ 、定鳥＇^
ウムはしっかり摂りたいですね。 ‘藝砂ゞ

＜蕗（ふ き）＞点はこごは二？言言品‘ニ芯／魔

便秘予防。よく噛んで食物繊維をしっかり摂りましょう。 ／／／ 

くここ‘み＞ こごみには不溶性食物繊維と呼ばれる食物繊維が豊富に含ま

れています。胃や腸の中で水分を吸収して大きく膨らみ、腸の

動きを活発にしてくれます。また、身体に有害な物質を吸着す

る性質があり、一緒に便として排出する働きもあります。

此．ー／
‘、'ィ

j
点｝

山菜には主に食物繊維やビタミンが含まれておリ、体の調子を整えてくれる効果があります。

しかし、山菜はアクの強いものが多いので食べ過ぎると吹き出物などの原因となります。自分で処

理する時はあく抜きはしっかりと行い、摂り過ぎには気を付け旬の食材を楽しんで下さいね。

(6) 



ご利用者の満足、地域の信頼を得て広島と呉で介護施設をご用意。
ほほえみ株式会社R
本社
〒730-0022
広島市中区銀山町3番1号ひろしまハイビル21
TEL (082) 541-2527 FAX (082) 248-1500 

医療法人ほほえみ会R
T'737-0046 
呉市中通一丁目2番3号
TEL(0823)21-2525 FAX(0823)21-2711 

ほほえみ診療所
〒730-0024
広島市中区西平塚町4番15号
TEL (082) 541-2528 FAX (082) 541-2529 

I 総施設概要

■診療所 2カ所

■老人保健施設 1施設（定貝88名）
■有料老人ホーム 11施設（定畏562名）
■グ）レープホーム 3施設（定貝54名）
■高齢者専用貨貸住宅 1施設(20室）

I広島地区早TEL.082-541-2525| 
ほほえみグループ広島統括本部

ラ・ポルトほほえみ本館
■ほほえみ有料老人ホームエクセレント［介護付］

（特定施設入居者生活介護）
入居定員／85名

■ほほえみ有料老人ホームエクセレント［住宅型］
入居定員／33名

◇ほほえみ診療所（在宅療養支援診療所）
◇重度認知症デイケア

ラ・ポルトほほえみ
グループリビング棟

■ほほえみ有料老人ホームエクセレント［住宅型］
入居定員／36名

■ほほえみグループリビングエクセレント
入居定員／18名

＂四日 医類と介護の複合施設として、
安心できる環境をお届けします。

彦~:; 叩

．． 

ラ・ポルトほほえみ
ショートケア棟

■短期滞在型介護施設ショートケアほほえみ
◇lFリハビリセンター
◇2F重介護フロア入居定員／23名
◇3・4F一般フロア入居定員／50名
重度の方から、リハピリが必要な方を対象に
都心でも利用しやすい料金設定で安心です。

ほほえみ有料老人ホーム
矢野［介護付］

■入居定員／72名
■入居対象者／要支援l・2及び要介護l以上の

認定を受けている方。経管栄養可。
緑に囲まれた自然環境の中で、ゆったりとした
生活を送れます。全室個室、安心な医療連携に
て24時間あなたの暮らしをサポートします。

ほほえみ有料老人ホーム
安芸路［住宅型］

■入居定員／40名
■入届対象者／要介護の認定を受けている方。

経管栄養可。デイケア利用可。
共有スペースが広く「信頼」をキーワードに快適
で穏やかな環境を提供させていただきます。

．ほほえみ
，，，● 

グループホーム横川
＼ 1』'’ ■入居定員／18名

■入居対象者／認知症がみられる要支援2及
び要介護1以上の認定を受けている方。

「自分達の大切な人をここで生活させたいと思
える様な家を作ろう」をモットーに生活をサポー
トしてまいります。

廿H

令」

すべての施設は市街地か、幹線道路沿いに立地

ほほえみ
グループホーム広島西
■入居定員／18名
■入居対象者／認知症がみられる要支援2及

び要介護1以上の認定を受けている方。
小学校が隣にあり、自然が豊かで静かな環境
の中で元気に笑顔で過ごしていただけるよう
に努めています。

ほほえみ有料老人ホーム
広島西［住宅型］

■入居定員／32名
■入居対象者／要介護の認定を受けている方。
デイケア利用可。

のどかな雰囲気でレクリエーションやリハビリ
に積極的に取り組んでいます。

■匹閏ar-fl＿
ほほえみ有料老人ホーム

井口［住宅型］
■入居定員／24名
■入居対象者／要介護の認定を受けている方。

経管栄養可。
ターミナルケア（終末ケア）を実施。全室広島
湾が一望でき、朝陽があたります。広めの居
室で面会家族もゆったり過ごせます。

ほほえみ有料老人ホーム
みゆき［住宅型］

■入居定員／38名
■入居対象者／要介護の認定を受けている方。

経管栄養可。
ターミナルケア（終末ケア）を実施。家庭的な
環境のもとで、安心とやすらぎをご提供させて
いただきます。

デイサービスセンター

ほほえみ呉束
（通所介護・介護予防通所介護）

■定員／40名
■対象者／要支援l・2及び要介護1以上の認定

を受けている方。
趣味•特技を発揮できる場の提供に努め、一人
一人と談話する機会を多く持ち、スタッフが足マ
ッサージを行うなど家庭的な雰囲気作りを心が
けています。短時間通所可能です。

認知症対応型共同生活介護

グループホームほほえみ呉安浦
■入居定員／18名
■入居対象者／認知症がみられる要支援2及

び要介護1以上の認定を受けている方。
陽射しがいっばいのリビングでゆったり落ち着
いて、みなさんと楽しくその人らしい生活が送ら
れるよう支援いたします。

I呉地区亘 TEL.0823-21-2525

ほほえみグループ呉統括本部

クリニックほほえみ呉
◆重度認知症デイケア
◆デイサーピスセンター
地域に根付いた高齢者の方のための医療
施設を目指しています。

介護老人保健施設

ほほえみ呉中央
■定員／88名
■入所対象者／要介護1以上の認定を受けて

いる方。

認知症の方から寝たきりの方まで様々な介護

の必要な方に対応できるよう、施設で体制を

つくり取り組んでおります。

砥

高齢者専用賃貸住宅

、ライフアシストほほえみ呉中央
' ■入居室数／全20室

■入居対象者／要支援1・2及ぴ要介護1以上
の認定を受けている方。

高齢者の方の安心でいきいきとした生活を温
かく支援します。
呉駅前通りに面し、病医院や介護施設が隣接。
安心した生活の場を提供します。

ほほえみ有料老人ホーム
呉蔵本通り［住宅型］

■入居定員／57名
■入居対象者／要支援l・2及び要介護1以上

の認定を受けている方。経管栄養可。
デイサービス利用可。

要支援から要介護5までの広い範囲で入居し
て頭いており、一日一日を穏やかに過こして
頂けるよう裔齢者への気持ちを大切に笑顔で
対応することを心がけております。

ほほえみ有料老人ホーム
つばき［住宅型］

■入居定員／18名
■入居対象者／要介護2以上の認定を受けて

いる方。経管栄養可。デイサービス利用可。
高齢者への感謝の気持ちと一人一人の尊厳
を大切にし、家庭的な雰囲気で過ごして頂け
るよう対応いたしております。ターミナルケア
（終末ケア）に積極的に取り組んでいます。

ほほえみ有料老人ホーム
広国際通り［介護型］

■入居定員／36名
■入居対象者／要支援1・2及び要介護1以上

の認定を受けている方。
毎日を生き生きと過こしていただくために接
遇や環境づくりに気を配り、暖かい気持ちで
対応させていただきます。


