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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 



面会に関するご案内

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。

ご家族様におかれましては新型コロナウイルス感染症拡大防止の

為に行っている面会制限にご協力いただき心よりお礼申し上げます。

つきましては現在対応可能な面会についてご案内を申し上げます。

し ご 来館 面会 ］ 

空間の違う部屋で、1 ガ与う；ス越しにてー、ご入居者様と

面会いただけます。

※構造上、対応できない施設もございますので、お問い合わせください。

， オンライン面会 ］ 

タプレットを使用したビデオ通話（ごC、ご入居者様と

面会いただけます。

ご予 約 方 法 l 
準備他対応の為、予約制とさせていただきます。

事前に、「ご来館面ー会希望」、もしくは r-オンーライミノ

面会希望」ーの旨と「ご希望日時」を直接各施設に

お伝えください。日程調整させていただきます。

ご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、感染防止の観点から

ご理解、ご協力を何卒宜しくお願いいたします。

(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

「スイカ割り＆盆踊り大会」
厳しい暑さとコロナ感染予防でこの時期、特に高齢者の方々にとっては自らの体調管

理を行うことはとても大変だと思います。怠りがちな水分をしっかり摂っていただきな

がら今月も行事を行いました。夏らしく午前中はスイカ割りです。一人ひとり決められ

たタオルで目かくしをし、棒を両手に持って思いっきり上から振りかざし、「エイッ！！」。手

作りのスイカが真っ二つに割れた時はストレス発散できたのか、とても満足そうな笑

顔でした。午後からは、いよいよ盆踊り大会です。フロアの中心にやぐらを組み、その

周りで揃いの法被を身にまとい昔を思い出しながら雰囲気を楽しんでいただきまし

た。私達が拝見する限り、皆様まだまだお元気です！この活気がいつまでもずっとずっ

と続くことを祈りながら無事に行事を終えることができました。

ほほえみ呉デイサービス6F

「納涼祭」
うだるような残暑の続く8月21日（金）、手打ちそばで暑気払いをしようと、「納涼祭」を行いまし
た。そば打ちに先立ち、午前中はポケットティッシュケース作りをしました。厚紙に包装紙を貼っ
て組み立て、ボンドで留めて、色とりどりのステキなケースが出来上がりました。どこかに迷い込
んでしまいがちなポケットティッシュをこのケースに入れ、身近に置いて使っていただきたいと
思います。午後になって、そば打ちをしました。そば粉と小麦粉に水を加えて混ぜ、みんなでカー
杯押して練って、押して練って、生地が完成しました。その生地を一人分ずつに分け、それぞれ自
分で麺棒を使い薄く延ばして、細く切り、大きな鍋で茄で上げました。冷たい水で冷やして盛りつ
け、薬昧にねぎを添えて、おやつに召し上がっていただきました。太い麺あり、短い麺あり。見か
けは市販のもののようにはいきませんでしたが、昧は老舗のそば屋並み（！？）。皆様、笑顔で「美
味しい！」の連発でした。これで、全員の方が暑気を払い、この猛暑を元気に乗り越えられることと
思います。

ほほえみ呉デイケア

「夏を楽しむ会」
8/10（月）、午前中は『ボール送り』。海に見立てた青いシートを持って、協力して送って

いきます。ビーチボールや筒はすぐにコロコロと転がるため、落とさないように声をか

け合います。ゴールすると「着いたよ」とうれしそうでした。浮輪は滑りにくいため、上～

下～としっかりとシートを動かします。夢中になって手で送り、一気にゴールすることも

あり、賑やかでした。午後からは『スイカ割り」。スイカのビーチボールと紙風船を、巨隠

しをして狙っていきます。「もう少し右よ、右」皆様の声に後押しされ、にこでいい？」と一

振り。見事命中すると、紙風船は「パン」と大きな音をたてて割れ、「わあー」と周りからも

大歓声！！あと少しで当たらない時は、「えいえいえい」と何度も挑戦。スイカのビーチ

ボールは勢いよく飛んでいきました。目隠しを外して叩く方も、当たると大喜びでした。

おやつは夏らしい水ようかん、夏の一日を楽しみました。

ほほえみ呉東

「納涼祭」
8月8日（土）ほほえみ呉東では行事「納涼祭」を行いました。2チームに分かれて夏にち

なんだゲームに参加していただき楽しんでいただきました。まずはうちわで物送りゲー

ムをし、うちわに金魚のおもちゃ、ビーチボール、おじゃみ等を乗せ運んで、どちらが早

く送り終えるか競い合っていただきました。皆様落とさず送るよう集中し「行くよ！！」と隣

の人に声をかけながらゲームに取り組んでいました。次にスイカ割を加え、皆様に物送

りをしていただいた後にスタッフにぐるぐるバットをしてもらい手作りのスイカを割って

もらいました。ふらふらになりながらスイカに向かって行くスタッフを見て大変喜ばれと

ても笑顔が溢れるゲームでした。おやつでは、みかんゼリーを召し上がっていただき「食

べやすくておいしい」と好評で良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 
「かき氷と盆踊りで夏祭り」
戸外は体温を超える35-41℃の猛曇の記録を更新し続けています。室内はもちろん冷房を効か

せていますが、換気にも留意しなければならす。この時期は特に水分を摂っていただきたいところ

で、ポカリやお茶を温めたり冷やしたり。コーヒー、紅茶、ゼリーなどの形で補給していただいていま

す。その一喪として、8月の行事では、かき氷を提供することにしました。氷も、普段はトロミが必要

な方の為に、弱中強のトロミ水を凍らせたものを用意して、フワフワした食感、専門職の方が資料を

捉供してくださり、口腔内残清や離水が起きない点を心がけました。苺練乳、メロン練乳、みぞれ小

豆から選んでいただき、可能なこ利用者様の一部には、かき氷つくりにも携わっていただきました。

年に数回の機会ですが、その場でつくるというのは、つくるのも食べるのもハッとするほどイキイキ

されます。又、選べるという点も楽しいんですよね。それから写真を撮り損ねましたが、炭坑節など椅

子に座ってできる盆踊りも行いました。音源は「月が出た出た 月が出た アヨーイヨイ」でしたが

「掘って掘って又掘って かついでかついであともどり」と口すさんでおられる方が続出し、「ええっ

まだやりたい」という声も。盆踊りでなくても、又ぜひやりましょうね。

ほほえみ呉安浦 j 
「流しそうめん」
ほほえみ呉安浦では、8月10日に「流しそうめん」をしました。毎年の恒例行

事となる流しそうめんに、今年は新しいこ入居者様4名が加わり賑やかに行わ

れました。流れてくるそうめんに皆様目を輝かせ箸を走らせておられました。

流すのが間に合わない程の勢いでそうめんをすくい上げる人、「流れて来ん

よ！！」「早う流して！！」と言われる人とおられ、その様子にスタッフー同今年もそ

うめん流しを行って良かったと思いました。
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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。

ほほえみつばき 」
「スイカ割り大会」
夏も本格的に始まり厳しい暑さが続いています。ほほえみつばきでは「暑さに負

けるな、風船バレー、スイカ割り」を行いました。最初スイカの周りに集まっていた

だき、順番にスイカを叩いていきます。「えい」大きな声とともに振り下ろします。

スイカはなかなか割れませんが徐々にひびが入っていきます。最後に職員がスイ

力に一太刀。一人では割れないスイカも皆様の力で割ることができました。スイカ

を皿に盛りつけている間風船バレーです。何処に飛んで行くか分からない風船を

目で追います。自分の所に飛んでくる風船を叩いて「そっち行ったよ」と声を掛け

合いながら抜群のチームワークを見せます。一汗かいたら皆で割ったスイカを食

べて「運動の後のスイカは美味しい。」と言われ、みるみるうちに無くなり、心もお

腹も満たされた行車になりました。

, ．鴫~

＇畠 ~）

ほほえみ広国際通り 」
「うちわを作ろう」
ほほえみ広国際適りでは8月9E3（日）「うちわを作ろう」と題してうちわに金

魚やスイカ、ひまわり等の夏らしいイラストを思いおもい貼っていただきまし

た。大きなイラストをバランスよく貼る方、小さなイラストをびっしりと隙間な

＜貼る方など個性あふれる作品ができあがりました。完成したら花火の貼り絵

を背景に自分の作ったうちわを持っていい笑顔で記念撮影です。茶話会で

は、アイスクリームとジュースを召し上がっていただきました。普段あまり食

欲のなかった方も「これなら食べやすいわ」とペロリと完食され、「美味しかっ

た」と他のこ利用者様と口々に話され楽しいひと時を過こされました。

— ー・
※顔写真は、了解を得て掲戦させていただいております。

(3) 



1 ほほえみ呉蔵本通り

「いかがお過こしでしょうか」
うだるような暑さが続いておりますが、いかがお過こしでしょうか。8月

といえば、お盆·山の日立秋終戦記念日盆踊り•花火大会•夏祭り等、

毎年であれば各イベントがあり、人が集まる機会となっていました。新

型コロナウイルスの関係で中々集まる機会も減っていますが、連日の

猛暑は今年も健在です。美味しいものを食べて暑さを吹き飛ばしま

しょう。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「焼きたて本格手作りパン」
ラポルトほほえみでは、様々なレクリエーションを3密対策しながら

行っております。今回は、「焼きたて本格手作りパン」レクリエーショ

ン！！パン生地をこね、発酵、食べやすい大きさに形を整え、いよいよ

オーブンで焼きます！フロアーには、焼きたてパンのおいしい匂いが！

こ‘入居者様もたくさん召し上がられ、大満足の一日となりました。

ほほえみ矢野

「夏祭り」
8月、ほほえみ矢野では「夏祭り」を行いました。少しでも雰囲気を演出するの

に天井に提灯を飾り付け、職員は浴衣を着て、当日は夏祭りを盛大に行いまし

た。初めに皆で盆踊り、炭坑節等を踊りました。次にスイカのビーチボールで

スイカ割り！！目隠しをするのは、車椅子を押す職員。周りの声に惑わされなが

らもなんとか叩く事が出来ました。次に行うのは、さまざまな屋台。事前に聰

員が、手作りのチケットを皆様に配り色々 と楽しんでいただきました。カットフ

ルーツ屋にカキ氷屋、ヨーヨー釣りに魚釣り、景品たくさん外れなしの輪投げ、

楽しい時間はいつまでも続き夏の一日を美味しく、楽しく、満喫出来ました。

ほほえみ安芸路

「楽しく身体を動かせるレク」
依然、コロナ禍で外出もままならない、こ家族様との面会も制限され

ている日常が続いています。そこで、職員は少しでもこ入居者様に楽

しんでいただこうと、なまった身体を動かせるレクを行いました。勝ち

負けがかかると、意外と燃えるこ入居者様達。皆様、一生懸命、かつ、

楽しく遊ぶ事が出来ました。いつまで、このコロナ対応が続くのか分か

りませんが、このように少しでもこ入居者様のストレスが発散出来るレ

ク計画をしていこうと思います。

(4) 
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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。



| ↓まほえみグループホーム横川 J 
「夏の行事」
ほほえみ横川では8月6日に行車を行いました。当日の午前中は各階でおやつの「ク
リームあんみつ」作り〉カップに三色ゼリー、スイカ、キウイ、チェリー、餡などをそれ
ぞれお好みの順に入れていただきました。配色を考えている方、ゼリーを1個口に入
れて昧見される方、「まだ食べないでよ～」の声に皆様大笑い。午後からは1Fホール
での行事。事前にご利用者様と職員が一緒に作った風鈴、あさがお、ステンドグラス
風の魚、ちぎり絵で作ったテーマなどが飾られており、ホールに入られたご利用者様
は「あれは私が作ったんよ」と口々に言われ笑顔がいっぱいでした。体操、なぞなぞ、
風鈴の由来の説明、十二支に例えて平和な世の中をめざす事を願う朗読、季節の歌
を唄い、最後に午前中に作ったクリームあんみつにアイスクリームを追加し豪華なお
やつの出来上がり Pほとんどの方が完食され「お腹いっぱ～い」「美昧しかった」と大
満足。これからも元気に楽しく過ごしてもらえるよう、スタッフー同願っております。

ほほえみ広島西 」
「プチ夏祭り」
ほほえみ広島西では、8月26日に皆様に夏を感じてもらえるように、かき氷と綿

菓子を作り、プチ夏祭りを行いました。かき氷は3種類の昧を用意し好きな昧を

選んでもらい、風鈴を飾ったり、室内の他、外でも食べる事ができるように席を

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

準備し、好きな方で食べていただきました。綿菓子も好評でフワフワの綿菓子 と

ができると、「上手じゃねー」と褒めてもらい職員も気持ち良く綿菓子を作ってい

ました（笑）外は少し暑かったですが、適度に風が吹き、風鈴の音色が聞こえ、冷

たいかき氷を食べながら心地よく過ごすことができました。久しぶりに外でゆっ

くリ過ごす事ができ「やっぱリ外は気持ちが良いね！」と満足そうにされており、

暑さを忘れるひと時になりました。

ほほえみ井口 J 
「納涼！大魚釣り大会」
ほほえみ井口では、8月30日に「納涼！大魚釣り大会」を行いました。ビニール

プールを使い、中にはタコ、アジ、タイ等、色々な魚が入っておリハズレの物も

あリます。ご入居者様が釣り竿を握られてスタート開始。最初はなかなか釣れず

悪戦苦闘され、皆様「もう一回」と必死に何度も挑戦されました。次第に皆様

段々コツを覚え集中して釣り始めると、沢山釣られるようになり、持ちきれない

ほどの魚を釣られるご入居者様もいらっしゃいました。魚釣りが終わった後は、

お待ちかねのおやつの時間。抹茶、ストロベリーのアイスクリームをしっかりと

食べていただきました。まだまだ残暑が続いておりますが、熱く、涼しい時を皆

様と過ごす事ができました。

ほほえみみゆき 」
「ハワイアンカフェ」
夏真っ盛りの8月8日。食堂がハワイアンカフェに大変身！ハワイアンの調べとと

もに現れたのは、金髪で豊満な女性？爆笑の渦の中、華麗に踊り回り、見えなく

なったと思いきや現れたのは…みゆき好感度No,1の宴会隊長！大迫力の腹芸

フラダンス版にご入居者様も一緒に踊り大爆笑の楽しいカフェになりました。最

後に、イチゴやパインのかき氷をお出しすると、皆様「かき氷なつかしいネ～」

「夏だね～」ととても美昧しそうに召し上がっていらっしゃいました。

(5) 
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ほほえみ
長寿の秘訣 薬剤師

川崎孝明

vol.55 カルシウムについて

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

体内でカルシウムの99％以上は骨と歯に含まれています。残り1％未満のカルシウムが血液や筋

肉等に存在しています。血液中のカルシウム濃度はほぼ一定(8.5~l 0.4mg/dl)に保たれてい

ます。血液中のカルシウム濃度が低くなると骨からカルシウムが溶け出して濃度を上げます。反対

に血液中のカルシウム濃度が高くなると骨ヘカルシウムが沈着して濃度を下げます。このようにし

て血液中のカルシウム濃度は調整されています。カルシウムは骨や歯を作るだけでなく神経の伝

達を正常に保つ働きやホルモンの分泌を調節する働きもあります。他にも筋肉の収縮や血液の凝

固にも関わっています。カルシウムを多く含む食品は牛乳やチーズ、小魚、豆腐等です。カルシウム

が不足すると上記のように骨からカルシウムが血液中に溶け出すので骨の形成が阻害されます。

子供ではくる病、大人では骨粗縣症になることがあります。逆にカルシウムを過剰に摂取した場

合、食欲不振、倦怠感、口渇、便秘、腎結石などの症状が出ることがあります。

唸こんにちは！ 株式会社千成です没
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） ◆サンマ（秋刀魚）

：贔る麟委

鸞喜ここ 〗ーミ
「秋」の魚で細長く「刀」の形をした文字通りの「秋刀魚」は、秋の主役といっても過言ではないようです。

産卵のため、8月頃から北海道を南下し始める秋刀魚はたっぷりの脂を蓄え、まさに9~10月ごろが旬。

イワシ、アジなどの他の青魚同様に、EPA（エイコサペンタエン酸）、 DHA（ドコサヘキサエン酸）が多く

含まれ、悪玉コレステロールを減らし、頭の働きをよくする効果も期待でき、嬉しいことにお値段も比較

的に安価なことから、秋の食卓に申し分のない庶民の味と言えそうです。

虹
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□丘＇口＇よ明少せ
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◆ 栗
日本の栗は実が大きく、風味が良いことから、栗おこわ、ゆで栗、栗きんとんなど、様々な食べ方で楽

しまれていることがうかがえます。また驚くことに、日本では縄文時代から栗栽培が行われていたと

言われ、古くからタンパク質やビタミンとして重要な栄養源であったようです。

◆松茸
「秋の味覚といえば何といっても松茸。日本産のあの香り、炭火で焼いて酒の肴には絶品。また、炊き込み

ご飯やお吸い物も好き、香りが素晴らしい」。「秋刀魚」が秋の海の味ならば、「松茸」は山を代表する王様か

もしれません。今では庶民にはなかなか手の届かない高級食材となってしまいましたが、炭火で軽くあぶっ

た松茸を肴に一杯が最高という男性からの声も少なくありませんでした。

◆梨•楠
熟したトロけそうな柿派、硬いしっかりとした柿派と人によって好みに違いはあるようですが、年齢に伴い

「柿」好きが増す傾向があるようです。中でも、岐阜県産の「富有柿（ふゆうがき）」は、歯ごたえとジューシー

な甘さを兼ね備えるということから、多数の方から高い支持を得ていました。「梨」と「柿」、同じ秋を代表す

る果物であるものの、年齢とともにその好みにも多少ながら違いが見受けられました。また「ぶどう」の好み

は、あまり世代に左右されないようです。

(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。
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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。


