
ご入居者さま・ご家族さま向け広報紙

ほほえみVグルーブ

高齢者医療と介護

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。

●広島記念射院様●県立広島射院様●中電桔院様●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 
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ほほえみグルー プでは、新卒者として入社以来3年間にわたり、日夜業務に精励された

職員を感謝の意を込めて表彰させていただいております。

エクセレント鍼灸院

ほほえみエクセレント

入社3年を迎えて

入社して3年が経ちました。未経験で何も分からなかった私に、先輩達が優しく教えてくださった

お陰で、初任者研修の資格を取ることが出来ました。今がある事にとても感謝しています。

これからも、ご利用者様に安心して喜んでも らえるように頑張っていきたいと思います。

この3年間は、あっという問に過ぎたように感じました。最初は鍼灸師としても、介護の現場も未経験で、
不安なことも多々ありましたが、 鍼灸師の上司や先輩方がやさしく指導して下さり、また、ご利用者様が

あたたかく見守ってくださったおかげで、3年間働いてこられたと思っています。これからもご利用者様に

寄り添い、疼痛緩和やリハビリだけでなく、心身ともにおだやかで楽しい気持ちで過ごしていただける
ように、私にできることを精 一杯していきたいと思います。

ほほえみ矢野

ほほえみ矢野

右も左も分からない状態で、入社した私に優しく、時に厳しく指導して頂き、気づけば3年も

経っていました。自分の至らなさに悩むこともありましたが、沢山の人に支え られここまで

これました。これからもご利用者様の支えとなれるよう努力していきたいと思います。

入社して3年経った事に驚いています。最初は、どう したら良いか分か らない 事 が多くありましたが、

職員さんのお陰で、続けることが出来ました。失敗することもあると思いますが、これからも

頑張ってやっていきたいと思います。

ほほえみ広島西（有料）

ほほえみ広島西（グル ー プホ ー ム）

入社当初は初めての事ばかりで不安でしたが、職場の先輩方が一 つ一 つ丁寧に教えて下さり、

支えてくれた おかげで3年間頑張る事ができました 。今では、すっかりご入居者様に私の顔を

覚えてもらえており、私の顔を見た 時に笑顔になってもらえる事でやりがいを感じています。

これからも笑顔を忘れず日々学び、ご入居者様がより良い生活を送れるように努めていきます。

高卒で入職し、いざ働いてみると学校で教わった内容よりずっと大変で、特にコミュニケ ー ションの

取り方を始めとしたご利用者様との接し方がとても難しいと感じました。仕事の内容やわからない事は

職場の先輩が優しく指導してくださり、悩みがある時も相談にのってくれています。3年経った今でも

新たに学ぶことがあり、やりがいを感じています。これからも色々な事に挑戦していきたいと思います。

ほほえみ呉蔵本通り

入社して3年が経ち、色々なことがありましたが、ご入居者様 と接する中で「ありがとう」と

言われた言葉を胸に頑張って来れました。これからも介護技術を身につけて日々努力して

いきます。

(1)



※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

「コロナに負けないぞ！！」
いよいよ梅雨の時期に突入しましたが、コロナウイルス感染予防に関しては今まで通り力を入れていきたいと

思っておりますがそんな中での今回の行事は「コロナに負けないぞ！！」をテーマに掲げ、体力低下を阻止する

為の体カテストを行いました。握力測定・ボールキャッチ等々5種目を行いましたが、中でも10m障害物歩行

では3m間隔にペットボトルを圏き、スタッフと一緒に跨ぎながらゴールまで歩くのですがタイムを測っている

為早く歩こうと焦り、足が上がらず「ありやりや～」と、大きな声が出て笑いを誘っていました。午後からは「ミニ

二重焼き作り」です。多少のお手伝いはしましたが殆ど、ご利用者の皆様が主となって頑張って作っていただき

ました。焦がさないように温度調整をしたり、中に入れるあんこの塁も適塁にと伝えていましたが、ちょっぴり

欲張りすぎてあんこがはみ出す場面もありました（笑）美昧しすぎて「何個食べたかいねぇ？」の言葉に大爆笑！！

皆様を見ていると、コロナも寄りつきそうにありませんが油断することなく常に緊張感を持ちながら—E3いち

にちを楽しく過ごしていただこうと思っています。

ほほえみ呉デイサービス6F

「水無月の会」
6月11日（木）に、疫病退散アマビエ来たれ！と題して「水無月の会を行いました。表が、

折り紙で作った切り絵（ネーム入リ）で、裏に、アマビエ（疫病除けの伝説がある妖怪）

の塗り絵を貼ったネームプレートを作りました。皆様、思いおもいの色で塗っていただ

き、オリジナルのアマビエを作っていただきました。「いいのが出来た！」と、さっそくカ

バンに付けている方もいらっしゃいました。午後からは、梅雨の只中、0青れ間を呼び込

もうと「あーした天気になぁれ！」と言いながら、子供の頃を思い出しスリッパ飛ばしを

楽しみました。まだまだ雨が続きますが、盛夏の前の一休みを皆で楽しむことができ

ました。

ほほえみ呉デイケア

「お好み焼き大会」
6月12日ほほえみ呉デイケアでは、お好み焼き大会を行いました。早速エプロンに着

替えて準備はバッチリ！！まずはうつわに1人前ずつキャベツ、イカ天、桜エビ等を混ぜ

あわせます。「久しぶりに作るわ」「上手にできるかね？」と言われながらも、皆様手際よ

く、ホットプレートに生地を入れ後は焼き上がるのを待つのみ！！ジュウという音や、焼

けてくる良い香リがフロア内に広がり、皆様気になって何度もお好み焼きの様子を見

にいらしたり、「そろそろいいかねー？」と焼け具合を気になされたりと、ワクワク楽し

みながら作りました。お好みでソースや青のりをかけ、最後におどるようなかつおぶし

をかけて完成！！お好み焼きのおいしさに身も心もホクホクとした一日になりました。

ほほえみ呉東

「水無月会」
6月13日（土）ほほえみ呉束では行事「水無月会」を行いました。「みんなで梅雨空をぶっとばそう」を合言葉に、

2チームが2列にわかれ2つのゲームを楽しみました。まずは段ボールで長さ2mの三角しきりをつくり、たくさ

んのかわいいてるてる坊主を、棒でひっかけて相手の陣地にかきだすという「山越えてるてる坊主ゲーム」で

す。一度に皆様は無理なので、3つに区切って3回の勝負としたのですが、皆様があまりにも必死になり、前のめ

りになるご利用者様を職員が必死になって後ろからおさえる形になり、とにかく盛り上がって一生懸命な姿がと

ても印象的なゲームとなリました。次は7つのカゴにみえないように数字カードを入れ、様々なボールを投げ入

れて得点を競うという「カゴにむけてポン」を行いました。 100点が出たら、「やった～」、一100点がでたら「あ～

あ、やってしもうた」と様々な反応があり、得点も大接戦となり、皆でとても楽しい時間をすごすことができまし

た。昼食には毎月恒例の行事食であるバラ寿司＆天欧らを召しあがっていただき、ほどのよい楽しい行事とな

りました。
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※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 
「戸外は雨でも…」
梅雨入りして、シャワーや入浴タイムが心地よいシーズンになってきました。今月は、紅白に

分かれての玉入れと、ぜんざいと甘酒のおやつ。又、別日には、ビワと紫陽花の絵柄のカレン

ダーからお好きな方を選んで色鉛筆で着色したり、あらかじめスタッフが色紙を折って作っ

たてるてる坊主に、いろんな表情の顔を描いていただいたりしました。玉入れでは練習と、

試合を2回戦行ったのですが、力が伯仲してなかなか勝負がつかす、2回目は、正に真剣に

気合を込めて「エイッ！」。いつもは、譲り合いされている問柄でも、ゲーム中は別。 1つでも

多く入れようと、カゴを目がけて集中しておられました。終了と共に「ノーサイド」に戻られ、

おやつに舌鼓を打っては顔を見合わせ、「ああ、おいしいQ」。それから、カレンダーは各居室

に貼って使っていただいておりますが、フロアの壁にヒモでつないで飾った、色とりどりのて

るてる坊主も華やかですよ。さて、来月は7月なので、七夕でしょうか？今頃、7月行事担当ス

タッフが始動しているでしょうね。来月行事も楽しみにしていますよ。

ほほえみ呉安浦 j 
「誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、6月15日に「誕生日会」を開きました。今月は、

誕生日のこ入居者様が2人おられました。こ入居者様たちからお祝い

の言葉を言われとても喜ばれていました。おやつの時間には、つぼや

のケーキを食べました。こ入居者様たちから「おいしい」と声が出て、

とても幸せそうでした。

ほほえみつばき 」
「6月茶会」
6月に入り広島県も梅雨入りいたしました。ほほえみつばきご利用者様、ス

タッフー同コロナに負けす元気に過ごしています。6月という事で雨にも負け

ない為に「ほほえみ茶会」をさせていただきました。最初にスタッフでお茶の

準備。その間ご利用者様には貼り絵をしていただきました。皆様お互いに貼り

絵を見せ合い「上手だね」と褒め合っていました。お茶の準備が出来ました。

緑茶に茶菓子です。お茶の苦みに茶菓子の甘みがマッチして絶妙な美味しさ

です。すぐに食べ終わり「おかわり」と言われる方も。楽しいお茶会になりまし

た。

ほほえみ広国際通り 」
「あじさいを咲かせよう」
ほほえみ広国際通りでは、6月14日（日）「あじさいを咲かせよう」を開きまし

た。模造紙にあじさいの花やカエル、かたつむりを貼つていただきました。色

が何種類かあったため、あじさいの花の色を統ーしていたり、色んな色を混ぜ

て咲かせていた所もあり、こ利用者様の個性が見られました。茶話会では、皆

様とても美味しそうに食べられており、「とても美味しかった」「また食べたい」

とこ利用者様同士が話されており、楽しく行事を行えました。

(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

「お楽しみ抽選会」
6月10日、「お楽しみ抽選会」を行いました。コロナウイルスの影響に

より、短時間での行事でしたが、景品を貰われたこ利用者様達に大変

喜ばれました。また、部屋から出る事の出来ない方々にも個別のプレ

ゼントを持っていくと気に入っていただけました。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

「映画鑑賞会『男はつらいよ』フーテンの寅さん」
ラ・ポルトほほえみでは、定期的に映画鑑賞会を開催しております。今回は、

フーテンの寅さんでおなじみの「男はつらいよ」シリーズを鑑賞いたしました。

テキ屋稼業を生業とする車寅次郎が、何かの拍子に故郷の菱飾柴又に戻って

きては、何かと大騒動を起こす人情喜劇で、毎回旅先で出会った「マドンナ」に

惚れつつも、失恋するか身を引くかして成就しない寅次郎の恋愛模様を、日本

各地の美しい風景を背景に描く作品集です。こ入居者様は懐かしい思いに

なったり、改めて見直し考え深いものがあるなどおっしゃっておられました。こ

れからもこ入居者様と楽しい時間を過こしたいです。

ほほえみ矢野

「玉入れゲームと虫取りゲーム」
6月、ほほえみ矢野では夏を感じていただ＜為、てるてるぼうすの玉と傘をカ

コにした玉入れゲームと虫取りゲームをしました。玉入れは、不安定な台の上

にカコを置き、チーム戦で行いました。皆様、元気に玉を投げ入れカコが倒れ

るほどたくさん入れられ楽しまれました。次に虫取りゲームでは、ペアになら

ないと点数がもらえない為いつもでは見なれない表情を見ることが出来、

勝った方も負けた方も皆様、最後まで楽しくゲームに参加されました。

ほほえみ安芸路

「七夕の短冊」
コロナと豪雨で七夕どころで無かった今年、それでも何とか七夕気分を！！とい

う事でご入居者の皆様に短冊を作っていただきました。ここに載せきれないく

らいいろんな願い事を書かれていたのですが、コロナの事やスタッフに感謝

の言葉をしたためてくださっている短冊もありました。（感激…！）コロナも豪雨

ももうたくさん。こ入居者の皆様、外出もままならない日々を過こしておられ

る中で、しっかり今の状況を理解されておられるようです。早くコロナも災害

も終息して、のびのびと生活していただきたいです。
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| ↓まほえみグループホーム横川 J 
「魚釣り」
6月8Elほほえみ横川では、6月の行事として魚釣りのレクリエーションを行いました。最初

にタオルを使ったストレッチで準備体操。皆様「体を動かすのは久しぶりよね～」と張り切っ

て参加されていました。次に輪投げ釣り！イカやタコをめがけて輪を投げ、入ったイカやタ

コの数を競うゲームを行いました。なかなか的に輪が入らず苦戦されていましたが、時間

が経つにつれ皆様こつをつかんだようで「たくさんとれたよP」と声も弾み行事も盛り上

がっていきました。次の競技は魚釣り！魚の裏に点数が書いてあり、チームの合計点数で勝

敗が決まります。長～い釣り竿に苦戦しながらも「大きい魚を狙うよ」「私は鯛がいい〉」と

気合は充分。途中から小さい魚の方が点数が高いことに気づかれ、横の方と声を掛け合っ

て小さい魚に狙いを定め皆様頑張っていました。結果は引き分けに終わりましたが、賑わ

い笑顔いっぱいの魚釣り大会でした。一足先に夏の気分を楽しんでいただきました。

ほほえみ広島西 」
「玉ねぎの収穫」
ほほえみ広島西では、6月16日に施設の畑で作った玉ねぎの収穫をしました。

毎年玉ねぎを作っていますが、いつもは小さな玉ねぎしかできず「かわいいの

ができたね（笑）」と笑いが起こりながら収穫していましたが、今年は大きな玉ね

ぎがたくさん出来ていてビックリ！「大きなのができたねー」「あれが特に大きい

んじゃない？」等と話しながら、皆様、楽しそうに収穫していました。穫れた玉ねぎ

はグループホームの食事作りに使い、皆でおいしくいただきました。次はさつま

いもを植えたので、立派なさつまいもができるように祈りながら、秋がくるのを

待っています。

ほほえみ井口 J 
「ほほえみ歌謡喫茶」
茄だるような暑気と梅雨のジメジメした湿気に眉をひそめる季節を迎えました。新型コロ

ナウイルスの猛威も一時期より落ち着いた様子ですが、今までの様にご入居者様とご家

族様が面会出来ない心配な日々が続いています。そんな鬱屈した気分を少しでも紛らわ

そうと、ほほえみ井口ではいつものレクリエーションと趣向を変え歌謡喫茶を限定開業し

てみました。テーブルを喫茶店風に並びかえ、メニュー表を作り、給仕に扮したスタッフが

オーダーを取ります。アイスにプリンに羊かん、飲み物も各種取り揃えてご入居者様が思

いおもい好きな物を注文します。一番人気はイチゴのシロップがたっぼりかかったアイス

クリームでした。冷たい物で喉を潤わせた後は、昔殴かしい昭和歌謡を皆で大合唱しまし

た。普段あまりレクリエーションに参加されないご入居者様も手拍子を取り、とても楽しま

れていた様子でした。

ほほえみみゆき 」
「槍投げ大会」
東京オリンピックが延期になりましたが、ご利用者様の「オリンピックにちなんだこと

がしたいね～」とのリクエストに応え槍投げ大会を行いました。もちろん本物の槍で

はありません。広告を細長く巻いて作りました。これを点数のついた籠に投げ入れま

す。お一人おひとりに投げていただきましたが、皆様とても個性的でした。確実に全

部入るところにしか投げない堅実派、私は苦手なのでと断りながらも遠くの籠へ果

敢に挑戦される積極派、どこに投げるか迷われてなかなか投げられない慎重派、写

真を撮る間もなくドンドン投げてしまわれるテキパキ派、手を伸ばして槍で籠を引き

寄せる方は何派でしょうか。（笑）参加人数が多かったので、ちょっと投げ足りない方

もいらっしゃいましたが、「楽しかったね～」「オリンピックにでないといけないね～」な

どなど…楽しい大会となりました。

(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 薬剤師

川崎孝明

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。

薬剤師になってから漢方薬の効果に驚き現在勉強中。

合気道初段

E ウムについて

ナトリウムは体内で水分を保つ働きがあります。細胞と細胞の間にある細胞間液や体内を循環する血

液の量のコントロールに関わっています。他には体内の酸とアルカリのバランスを保つ働きや神経の

伝達を正常に保つ働きがあります。人はナトリウムのほとんどを食塩から摂取しています。日本人は主

にしょうゆや味噌などの食塩が多く入った調味料からナトリウムを摂取しています。日本人の食事摂取

基準(2015年版）で食塩の1日の摂取目標量は男性：8.0g未満、女性：7.0g未満となっています。国

民健康栄養調査(2018年）で成人の1日の食塩摂取量は男性： ll.Og、女性：9.3gだったので摂取目

標量を上回っています。世界ではどうでしょうか？世界保健機関(WHO)は高血圧予防と治療のための

指針として食塩の摂取目標量を1日5g未満としています。世界と比べると日本は少し塩分を摂り過ぎ

ていますね。このため日本の通常の食生活でナトリウムが不足する心配は必要ありません。逆にナトリ

ウムを過剰に摂取した場合、細胞間液や血液量のバランスが崩れてむくみや高血圧等の症状が出るこ

とがあります。

vol.53 

戸b、たぅ漑

：ま

唸こんにちは！ 株式会社千成です没

夏／tテに気を付けましょう ー・

人間の体は、高温・多湿な状態では体温を一定に保とうとエネルギーを消費してかなりの負担がか

かります。通常は負担に耐えることができますが、特に負担が強い場合や長引いたりすると体に溜まっ

た熱を外に出すこともできなくなり、この状態が続いて様々な症状が現れるのが「夏バテ」と呼ばれる

ものです。

冷房の無かった時代は猛暑による体力低下・食欲不振などいわゆる「夏やせ」と呼ばれる症状が主で

はありましたが、空調設備が普及した現代では気温と湿度の急激な変化により自律神経のバランスが

崩れて起こることが多いと言われています。ストレスや冷房による冷え、睡眠不足なども原因となりま

す。「夏バテ」という名称から夏のみの症状であると思われがちですが、気候の変化が激しい梅雨や初

夏にも起こりやすいとされいます。

くうざく（鰻ときゅうりの酢の物）＞

うなぎの蒲焼…•……••….1尾

きゅうり．……••…•……••….2本

生姜…••…••…••…•…………少々
かつおだし．……•……••….60ml
酢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30ml

薄口醤油．………•……••….10ml

みりん．•…••…••…•………… 10ml

作り方：約15分

①きゅうりは薄くスライスして塩もみをし、

しっかり水気を切ります。

②調味料を全て合わせて、針生姜と①の

きゅうりを加えて混ぜ合わせます。

③うなぎを焼くまでの間、②を冷蔵庫で

しっかりと冷やしておきます。

うなぎを焼いて2~3cmの幅に切ります。

きゅうりの酢の物とうなぎを器に盛り

付けて完成です。

④

⑤

 

(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。


