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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 



いつも格別のお引き立てにあずかり誠にありがとうございます。

連日の酷暑ですが皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。

ご家族様におかれましては感染症対策の為に行っている様々な制限の

お願いに対しご理解ならびにご協力いただき心より感謝申し上げます。

新型コロナウイルスの感染予防で、密な状況を避けるために、外部の方を

招き行うレクリエーションは控えておりましたが、レクリエーションは、

生活に必要な心身の機能や認知機能を維持するための機能訓練の

役割もあることから、可能な限り、 3密を避け、声を極力出さないように

工夫し、レクリエーションを徐々に再開もしております。

ラ・ポルトほほえみにおいても、毎月開催しておりましたピアノリレーコンサートを

自粛しておりましたが、 7月より、ソーシャルディスタンス（社会的距離）を

保てる範囲にて、 1回の定員を通常の概ね4分の1程度とさせていただき、

4部公演にて再開いたしました。

レクリエーション等の実施は、飛沫感染・接触感染防止を徹底し開催

させていただきます。

今後も引き続き安心安全な施設運営に精励する所存ですので

一層のご指導ご鞭捷を賜りますようお願い申し上げます。

(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

「ほほえみ夏祭り2020」
ずっと雨の日が続きうんざりでしたが今月の行事日である7月16日は久しぶりの晴天とな

り、気持ちも晴れやかに行事を行うことができました。午前中は、今年はコロナの影響で、

年に一回の呉の港に打ち上がる花火も中止になったようなので、壁画作りとして大きな花

火をフロアの中に打ち上げてみました。皆様の協力でカラフルでとても素敵な花火が打ち

上がり完成作品の前で記念写真を撮りました。皆～んな満面の笑みで両手をあげてハイ、

パチリ！！午後からは夏祭りの出店の雰囲気を味わっていただこうということで、射的券・輪

投げ券（景品付き）・ヨーヨー釣り券・かき氷券等を作り各自、手に持っていろんな場所を

回っていただきましたが、皆様の楽しんでいる姿を拝見していると少しは昔の情緒を味わ

い楽しい時間を過ごしていただけたのかなと思います。

ほほえみ呉デイサービス6F

「夏祭り」
7月15日（水）に夏祭りを行いました。午前中は「炭坑節」「東京音頭」に合わせて盆踊りをしまし

た。輪になって元気に踊れる方は、職員と一緒に輪の中を踊り、他の方も座ったままで踊られまし

た。盆踊りが初めての方もおられましたが懐かしいと「掘って掘ってまた掘って～」とおなじみの

フレーズで張り切って踊られる方などにぎやかに歓声がみられました。曲が終わるとうちわで仰

いで涼みました。午後からは、職員が開いた屋台巡りです。今回は「カステラ屋」が100円、「綿飴
屋」が80円、「射的屋」のラムネのお土産付きが120円で店を開きました。 1人300円（お金は手

作り）持って屋台を1軒ずつ回りお金を渡してそれぞれ買い物を楽しみながら飲食しました。―

緒にカステラ屋を手伝ってくれる方、お金を一生懸命数えながら払っていた方、歩行は悪いけど

屋台を一軒ずつ頑張って歩いて回られる方など色々な面で頑張りました。これから暑い夏本番

がやって来ますが夏季を楽しく元気に過ごしていただきたいと思います。

ほほえみ呉デイケア

「7月度お楽しみ会」
呉デイケアでは7月1日（水）お楽しみ会を行いました。午前中は、あさがお・ひまわリ

ハイビスカスなどの夏の季節に咲く花の鉢植えと七夕飾リを行いました。夏の花は色

あざやかです。ご利用者の皆様、あさがおやひまわり、ハイビスカスの花を見て、

ゎぁ、きれいといいながらはリきって鉢植え作りと七夕飾り付けをされていました。午

後からは記念撮影！お花に囲まれてハイポーズ。皆様とてもうれしそうな笑顔でした。

おやつはメロンのソフトクリーム。「おいしいわ」「また食べたいね」と話しに花が咲き、

楽しい一時を過ごしました。

ほほえみ呉東

「七夕会」
ほほえみ呉束では7月11日（土）に「七夕会」を行ないました。例年は「そうめん流し」がメインで
すがコロナの影響もあり出来ず残念そうでした。しかし気持ちを切り替え笹飾りでは、短冊に願

い事を書き込んだ後、色々な種類の飾りを思いおもいに取り付けていました。出来上がった後

は代表の方に自分の願い事を読み上げていただきましたが「長生き出来ます様に」「コロナが終
息します様に」の意見が多かった様に思います。続いては「お料理ゲーム」と題しチーム戦です。
各テーブルに別れ、行事担当スタッフとじゃんけんをして勝った人だけ箱の中から1枚カードが

引けるのですが…これがなかなか上手く集まらなくてテーブルで差が出ていました。最終的に

「カレーに使う材料」を多く集めたチームの勝ちですが「メロン」「ドーナツ」など思いもよらない
物が飛び出してきて、ご利用者様も一喜一憂でしたが笑い声も聞かれ楽しまれていました。おや 乙

つにアイスもなかを食べられ、しばし暑さを忘れていただきました。

(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 
「笹が取れなかったけれど…」
時には上がる時もありますが、まだまだ梅雨のさなかです。長雨で今年は笹取りを断念しました。

が、7月はやはり七夕じゃろう、ということで各フロアの皆様に短冊に願いごとを書いていただき

ました。「家族に会いたい」「外に出たい」「不調なところを治して元気でいたい」といった、わかり

ますよ（＾＿＾）なものから、食後のうたた寝をし損なったことから「もう少し寝たい」と思いを書かれ

た方、「もっと食べたい」「特に願いことはないです」と言われる方。子どもの頃の夢や、社会人の

宝クジやお金に関する願いは1枚も見受けられませんでした。「みんなで」「元気で」「笑顔で」と

いう言葉が、よく目について、叶うといいなと思っています。飾りと共に、ネットに結びつけ、壁や天

井に止めています。画像で伝わるでしょうか。当日の昼食には、栄養士のお手製のカードと、色とり

どりのちらし寿司、そうめん、天ぷらが提供されたのですが、そうめんで天の川を寿司の人参が

星の形だったのも見逃してはならないところです。それから、7月が誕生月の方の誕生会と、カラ

オケが得意なスタッフによるカラオケ大会も催しました。しっかり手拍子したので、おやつの西瓜

は喉を潤せましたかね？老健呉中央では今シーズン初物です。

ほほえみ呉安浦 j 
「お誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、7月12日に「お誕生日会」を開きました。今回のお誕生

日会のこ利用者様は96歳になられた方でした。また、ほほえみでのお誕生日

会も5回目になる長くいらっしゃる方です。お誕生日会では昔のお話を聞いて

みると色々な出来事や思い出を話していただいたり、他のこ利用者様からお

祝いの言葉をいただきました。バースデーソングを皆で歌い、ケーキの火を

消していただき、お誕生日会は終了しました。その後お茶会では皆様でケー

キを食べとても喜ばれていました。

ほほえみつばき 」
「七夕祭り」
梅雨も終わりに近づき暑い季節が近づいてきました。ほほえみつばきでは七

夕祭りを行いました。皆様短冊に思いおもいの願い事を書きます。家族の健

康、食べたいもの、中には梅雨の豪雨にならないようにと書かれている方が

おられました。短冊を書き終わったら願い事が叶うように七夕の歌を歌いま

す。最初恥すかしがって小さい声で歌っていた人が他の人につられて大きい

声に。自然と手拍子がおき盛り上がっていきます。歌い終わったときには皆笑

顔に。最後は皆様で和菓子を食べて身も心も満たされた七夕祭りになりまし

た。

ほほえみ広国際通り 」
「七夕会」
年に一度おり姫と彦星が会うことのできる日、七夕。7月5日（日）広国際通り

では「七夕会」を行いました。笹に貝や扇つづり、おり姫、彦星等を飾り付け、こ

入居者様一人ひとりの願いが書かれた短冊をかけていきました。「きれい

ね」「私は健康第一、これが一番よ」と長生き健康に関する願いが多く見られ

ました。「早くコロナが終息しますように」との短冊もありました。その後、うち

わに乗った彦星を紐で引っ張ってどちらが先におり姫の元に辿り着くかを競う

ゲーム「お久しぶりね」では、慎重に引っ張られる方、早くはやくと気持ちが前

に出てしまう方様々でした。トーナメント方式で行い大変盛り上がり、あっとい

う間に楽しい時間は過ぎました。皆様の願いが届きますように。

(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

「七夕鑑賞会」
今年の七夕は大雨に見舞われ、各地で沢山の被害もありました。そんな暗い

ニュースばかりの中、少しでも夏の風物詩を感じてもらい、笑顔になってもら

いたいと願い、ほほえみ呉蔵本通りでは7月の行事として七夕鑑賞会を行い

ました。前もって皆様に短冊を書いていただき、素敵な笹飾りが完成しまし

た。この中からいくつか読み上げさせていただきました。「皆仲良く幸せに！」

「コロナウイルスが早く終息します様に」「いつまでも元気で有りたいね」等と

ても素敵な願い事ばかりです。その後に、水まんじゅうをいただきました。とて

も涼し気な水まんじゅうで夏を感じつつ、皆様美味しく完食されました。笹飾り

を眺める皆様の表清も和らんでおられ、短い時間でしたが喜んでいただけて

よい時間を過こす事が出来ました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「スイカ割りおもちゃすくい」
施設全体で行い、こ家族様にもお越しいただく、毎年恒例行事の「ほ

ほえみ浴衣まつり」は、新型コロナウイルス感染症予防のために開催

を中止いたしましたが、そのような状況の中でもこ入居者様に楽しん

でいただきたいと、施設内でこ入居者様と職員だけで実施できる、ス

イカ割り、おもちゃすくいを飛沫感染接触感染防止を徹底し、開催い

たしました。

ほほえみ矢野

「七夕会」
7月、ほほえみ矢野では「七夕会」を行いました。この度は、七夕物語の

人形劇を行いました。この日の為に職員がダンボールで、手作り人形

や色々な物を作り、入念に準備を行いました。スタッフ1名がナレー

ションを行い、その他数名で役を振り分けて行いました。たくさんの方

のこ協力により、皆様に楽しんでいただける、とても良い劇をすること

が出来ました。

ほほえみ安芸路

「オンラインで平和活動」
当施設のご入居者様に、長年I原爆の語り部』として平和活動に取り組んでお

られる梶山雅子様がおられます。例年であればこの時期、県内外から「広島あ

の日』を研言して欲しいと引っ張りだこで、精力的に活動を続けて来られて

いました。しかし今年はコロナ禍でいつもと違い、集団という密の中での活動

が出来なくなりました。そこで今年は、施設もタブレットを使い、オンラインで

の語りをされる事のお手伝いをさせていただきました。語り掛ける相手は画

面の向こう直接の語りかけは叶いませんが、 「生きている限り平和の有り難

さを若い世代に伝えたい」という梶山様の熱意はきっと届いた事でしょう。

(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 
「七夕祭り」
7月5日ほほえみ横）1|では、七夕祭りを行いました。事前にご利用者様と一緒に

七夕飾り、笹飾りを作りました。短冊に願い事を書いていただきました。「何をお

願いしようか」と悩みながらも、ご家族の健康、元気で長生きと笑顔で書いてお

られました。フロアー天井には、天の川をイメージし事前にご利用者様と折リ紙

で作った星、花紙で作った吹流しの飾り付けをしホワイトボードに大きな笹を作

りました。当日は、スタッフ手作りのミニ笹を一人一本お渡しし事前に作った飾

りを「どこに飾ろうか、ここがいいかなっ～」笑顔で楽しく飾っていただきました。

大きな笹にはご利用者様の思いが詰まった短冊を付けていただきました。最後

に、海きらきら星たなばたさまの歌を唄い記念撮影。スタッフー同コロナに負

けず、皆様の願いが叶いますように祈ってます。

ほほえみ広島西 」
「七夕の笹飾り・短冊作り」
ほほえみ広島西では、有料老人ホーム、グループホームそれぞれで七夕に笹飾

りを作りました。皆で短冊に願い事を書き、書いた短冊や星・輪っか等を飾りつ

けもしてもらいました。短冊には、「元気でいられますように」と健康を願うもの

や「早く外出や行事ができるように」という願い事が多く書かれており、皆でワイ

ワイ楽しく書いていました。完成した笹飾りを見て、「すごい！」「きれいに出来た

ね！」と皆様満足そうにしていました。最後に願いがかなうように皆で七夕の歌を

うたって、短い時間でしたが楽しく過ごすことができました。

ほほえみ井口 J 
「かき氷を食べる会」
7月19日にご利用者様にかき氷を召し上がっていただきました。お1人様ずつ、

志向を伺いながら作りますので少し時間はかかりますが、皆様、他のご利用者

様がどんな種類のかき氷を頼んでいるのか興昧深く見ながら出来上がる様子

をご覧いただいておりました。かき氷のシロップは何種類か用意したのですが、

一番人気はやはりイチゴです。その上にミルク、アイスクリーム、あんこ、フルー

ツと盛りだくさんのトッピングです。室内での実施のため、暑い炎天下でのかき

氷、というわけではありませんが「久しぶりだね」「冷たくて美昧しいね」と喜んで

いらっしゃる様子でした。これからが本番の夏、コロナの関係で面会が厳しくな

る状況において、ご利用者の皆様と一緒に楽しく暑い季節を乗り越えていこう

と思います。

ほほえみみゆき 」
「スイカ割り大会」
7月12日（日）、毎年恒例の「スイカ割り大会」を行いました。まずはラジオ体操で

準備運動！「スイカを好きな人？」と質問され、つい手をあげてしまわれた人が一

番バッターに指名されました。目隠しをするので、不安そうに軽くポンと叩かれ

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

る方が多かったのですが、「ストレス解消に思いっきリどうぞ！」の声に、少しひび ― 

がはいるほどの勢いで叩かれた方もいらっしゃいました。とても大きい真っ赤な

スイカで皆様今年の初物を堪能されていらっしゃいました。

(5) 



£ 

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

vol.54 カリウムについて

カリウムはナトリウムと相互に作用して体液の浸透圧を調整しています。他にも体内の酸とアルカ

リのバランスを保つ働きや筋肉の収縮、弛緩を正常に保つ働き等があります。カリウムを多く含む

食品はほうれん草、里芋等の野菜やバナナ、グレープフルーツ等の果物です。食べ物を摂取後、体

内のカリウム量を一定に調整しているのは腎臓です。腎臓の機能が正常で通常の食生活をしてい

ればカリウムの過剰摂取や摂取不足を心配する必要ありません。腎臓の機能が低下している場合

やカリウムのサプリメントを多量に摂取した場合に悪心、嘔吐、痺れ、知覚過敏、不整脈等の高カリ

ウム血症の症状が出ることがあります。逆に多量の発汗や下痢、嘔吐をした場合に脱力感や食欲

不振、筋力低下、不整脈等の低カリウム血症の症状が出ることがあります。近年の研究ではカリウ

ム摂取量の増加によって血圧低下や脳卒中予防につながる可能性が示されています。

唸こんにちは！ 株式会社千成です没

手
作
り
て
ス

コA
-
Tス
E-

r
 

＼
 

杭
登
中

エ
ミ
ち
ィ
ん
た
？
―
9,{[i

熱中症予防には
こまかな水分補給ヵt

大切です！

a 
材料

①水… ••1 リットル

②塩… ••3g

（小さじ2分の1)

③砂糖・・40g

（大さじ4と2分の1)

作り方

①～③をかき混ぜる。

経口補水液のレシピ

叫
f

乏
乏
閂

糖

さ
砂

大

夏は熱中症が心配な季節。室内でも熱中症が起こることは

あり、特に高齢者は注意が必要です。加齢によって活動量や

筋肉量が低下するため、高齢になると体内水分量も50％に

低下します。また、喉の渇きも自覚しにくくなるので、水分不

足に陥りやすいのです。トイレに立つ回数を減らすために、

水分補給を自制してしまう高齢者も少なくありません。

熱中症の予防には、 1日の生活の中でこまめに水分を補

給することが大切です。しかし、脱水症になってしまったら、

水だけでなくナトリウムやカリウムなどのミネラル電解質

も同時に失われてしまいます。そのため水よりも経口補水

液のほうが効果的です。薬局などでも販売されています

が、家庭でも簡単に作ることができます。

水 1リットル
レモン果汁を

加えて
飲みやすく！

逼

塩
〗2[ぷ

※レモン果汁などを適宜

加えると飲みやすくなります。

※水1リットルは、

トマトジュース300ml、

水700ml、でもいいです。

※氷は濃度が薄くならないよう

入れすぎないこと。

また吸収の妨げになるので、

凍らせずにそのまま飲みましょう！

(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。


