
ご入居者さま・ご家族さま向け広報紙

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 



． 
敬老のい ＊‘‘• 

敬老の日は【多年にわたり、社会に尽くしてきたご高齢者の

みなさまを敬愛し、長寿をお祝いする日】とされ、

高齢者施設に携わる我々にとって一番大切な日とも言えます。

コロナ禍で制限のある生活の中、入居者様の素敵な笑顔に

いつも励まされている職員から、日頃の感謝の気持ちを込め

各施設で、お祝いをさせていただきました。

これからも入居者様のご長寿と幸せな生活をお祈りいたします。

(1) 
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※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

「令和初ビンゴ大会」
日を増すごとに秋を肌で感じることができるようになってきましたが、9月11日（金）、ご利用者

様にも秋の訪れを感じていただこうということで行事を行いました。午前中は月見水ようかん作

りです。うさぎの型抜き•月の型抜き・チョコペンですすきを作ってみましたが、担当を各テーブ
ルで分け皆様集中！！一番難しかったのはチョコペンでのすすき作りだったようで、手が震えてい

ました。完成品はおやつの時間に食べていただくことを伝えると「今すぐ食べられんのん？」と残

念そう。午後からは大人気のビンゴ大会です。令和初のビンゴ大会でしたが、番号の読み上げを

聞き入る姿は真剣そのものです。徐々にあちらこちらから「リーチ！！」「ビンゴ！！」の声が上がりだ

すと、皆様の視線は景吊に釘付けでしたが、何とか無事全員に行き渡りました。おやつは午前中

に作った月見水ようかんを食べていただきましたが、「やっと食べれるね～」「どこの水ようかんよ

り美昧しいわ～」と、皆様大満足の様子Q今回も楽しい行事を無事終えることができました。

ほほえみ呉デイサービス6F

「コロナに負けない体力作りとお茶会」
コロナウイルスとの戦いが治まらない中、コロナに負けない体力をつけるように午前

は体力測定を行いました。内容は「ボール投げ」「数字探し」「歩行速度」「反射神経」の

4項目。皆様「負けない」という気持ちで頑張られていました。午後は抹茶を自分流に

立ててもらい、おやつのおはぎを食べていただくのに折り紙で箸入れを折りました。

ちょっと難しい所もありましたが、かわいいウサギの箸入れが出来ました。おはぎが

「おいしかったね」と喜ばれ一足早く十五夜気分で穏やかな日を過ごしてもらう事が

出来ました。

ほほえみ呉デイケア

「パン食い競争」
9月に入って少しは涼しくなった気がするこの時期。やはり9月といえば運動会。そし

てパン食い競争ですよね。なので、あんぱん、クリーム、チョコ、ドーナツの4種をご

用意してパン食い競争を決行。なお、ドーナツ以外は全部見た目が同じなので、食

べてみるまで分かリません（笑）しかし、中身の分からないパンに対しても意地でも

取ってやろうという執念に「ああ、食欲の秋だなぁ」と季節の移ろいを感じるのであ

ります。獲得したパンはおやつとしてご賞味。顔もにつこり嬉しそう。秋がこれから深

まるにつれ、美味しい食べ物がどんどん出てきますし、食欲の秋を存分に楽しんで

いきましょう。

ほほえみ呉東

「敬老会」
9月12日（土）、ほほえみ呉東では行事「敬老会」があり、まず祝い年のご利用者様の表彰式を行いました。

表彰状を貰われたご利用者様は、ニコニコと大変嬉しそうに喜ばれていました。「今までの人生振り返って

みてどうですか？」とのスタッフの問いに対し、「楽しいことばかりだったから90年があっという間だったよ」

と、とても素敵な返答を聞かせてくださいました。表彰式の後はチームに分かれゲームを行いました。大き

な木に梨や柿といった果物が実っており、ご利用者様には棒を使い果物狩りをしていただきます。その収

穫した果物には点数が書いてあり、点数の合計点をチームで競う「秋の昧覚狩リゲーム」です。大きい果物

を狙われる方や、点数を予想してあえて小さい果物を狙う方など、果物選びに個性が見られました。最後に

チームに分かれ仮装用の洋服などを隣の方に送っていき、その洋服で仮装を行う「物送り仮装」を行いまし

た。男性のご利用者様にはおばあさんの仮装、女性のご利用者様にはおじいさんの仮装を行っていただき

ました。可愛いおじいさんとおばあさんの登場にスタッフを含め皆で拍手を送りました。おやつにはロール

ケーキを食べられ、皆様の笑顔に包まれた行事となりました。

(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 
「敬老会とお月見」
少し前から呉中央のエレベーター内には、あちこちの幼稚園や保育園の、小さなお子さま方から届

いに愛らしい絵や写真、心暖まるメッセージが貼ってあります。外出や外からの慰問はおろか、面会

さえリモートを余儀なくされているこ‘入所者様にとっては、こ家族からの手紙ともども、心なこむひ

とときとなっています。今月は「敬老会」を催しました。身休を動かして楽しんでいただこうと、「風船

バレー」と、ペットボトルのバットで、丸めた新聞紙に折紙を貼ったボールを打つ、「かっ飛ばせゲーム

」を行いました。皆様、女学生、男子学生に戻られたように、元気いっぱいに声をあげて、風船や玉を

追っておられました。また、午後には、職員が「束京から来たスター」に扮して、懐かしの歌謡ショーを

開催しました。満面の笑顔で一緒に歌われたり、涙ぐまれたりする方もおられ喜んでいただけたよう

でした。又、別日には、9月のお月見のカレンダーに、めいめい着色していただきました。「お月見では

ススキを飾ってお団子を食べるんだけど満月だといいね」「今年は睛れて満月が見られるかね」とお

話されながら、丁寧に、それぞれ塗り絵しておられました。残曇は、まだ残っていますが、少しすつ涼

しく、日苔れもだんだん早くなってきました。今は、ックックボウシの鳴き声が近くの公園でしていま

す。こうして秋も深まってゆくのですね。

ほほえみ呉安浦 j 
「敬老会」
ほほえみ呉安浦では、9月19日に「敬老会」を開きました。毎年外食に出か

け、気分転換をしていただくところですが、今年は、活動が制限され、施設内

で、益々元気に活動できるようにと、‘‘ すきやぎでお祝いをしました。皆様、改

めて年齢を確認され、健康でいられること、毎日おいしく食事ができているこ

とに感謝されていました。また、入所し、縁あって出会えたことを喜ばれ、「これ

からもよろしく」とお互いが声をかけ励ましあわれていました。お化粧をして、

記念撮影をと提案すると、働いていた頃の事、地域でお世話をしていた頃の

事等、振り返えられ、お話しながら手際艮くお化粧されると、人生経験から、魅

力的なお姿が、うかがい知れるようでした。最高年齢100歳、平均年齢93

歳、これからも若々しく、健やかに…。

※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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※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 」
「月見会」
9月に入り秋めいてまいりました。ほほえみつばきでは月見会を行いました。

月見と言う事で団子作りです。豆腐を使った団子づくりでご利用者様に丸め

ていただきます。皆様一斉に取り掛かるから大きい団子や小さい団子それぞ

れの大きさの団子が出来上がります。次に丸めた団子をお湯に漬け火を適し

て出来上がりです。出来上がった団子を皆様思いおもいの方法で、餡子を付

ける人、砂糖醤油を付ける人、色々な方法でいただきます。「餡子の団子美味

しいわ」「そのまま食べても美味しいよ」と言われ、満腹感と達成感のあった月

見会でした。

ほほえみ広国際通り 」
「敬老会」
9月6日（日）ほほえみ広国際適りでは「敬老会」を行いました。ご入居者様へ

感謝の気持ちを伝えるとともにこ長寿のお祝いをしました。お一人おひとり

にメッセージカー ドと赤色や紫色のバラのお花をプレゼントすると、「ありがと

うこざいます」、「わぁ～ステキ！！」と大変喜ばれていました。こ長寿祝いの表彰

式では、表彰状をお渡しすると周りから「おめでとうこざいます」と祝福の言葉

とあたたかい拍手が起こりました。最後に栗艘頭とお茶を召し上がっていた

だき、「おいしかった」と満足そうなこ様子でした。楽しく穏やかな時間を過ご

されました。
； 
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※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

「敬老の日」
初秋の候、新秋の候、秋涼の候、読書の秋、スポーツの秋と日増しに秋

の気配が濃くなってきました。9月21日は「敬老の日」多年にわたり社

会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日とされています。さて蔵

本でも敬老会を行いました。日頃より感謝をこめて皆様いつもありが

とうございます。

ラ ・ ポルトほほえみ・ エクセレント

「第76回 ピアノリレー コンサー ト」
9月19日（土）26（土）2日間、4部公演にて「第76回 ピアノリレー コ

ンサー ト」を開催いたしました。コロナ禍で制限のある生活の中、ソー

シャルディスタンスを保ちながら、リフレッシュできるピアノリレーコン

サ ー トはこ入居者様に大変こ好評をいただいております。他レクリ

エーションでも、皆様が楽しめるよう工夫し、充実した生活が送れるよ

う識員ー同尽力していきたいと思います。

ほほえみ矢野

「敬老会」
9月、ほほえみ矢野では「敬老会」を行いました。敬老会では、皆様に日々の感
謝を伝え、お祝いしました。各階で作った、作品（貼り絵）を披露したり、お月見
団子に皆様の顔を付け作成したものを飾ったりして楽しみました。その後は、
全員でゲームをして楽しんでいただきました。天井からくす玉をぶら下げ、
ボールを投げ割って遊ぶゲームや風船バレー、輪を積み重ねていくゲーム等、
色々な事をして楽しみました。くす玉割ゲームでは、皆様早く割ろうと必死に
なって投げられていました。割れた中からは、色々な物が出てきて皆様我先に
と取っていました。コロナの影響で、なかなか盛大な行事は出来ませんが、少
しでも皆様が楽しんでいただけたらと思います。

ほほえみ安芸路

「お好み焼きデイ」
未だコロナ感染が収束せす、こ家族様とのご面会が叶わないご入居者様達。
ここはひとつ「おいしい物でも食べて憂さを睛らしましょう！」との事になり、

いつもの昼食をキャンセルし、広島県人なら絶対大好き（広島県人でない方
もおられますが…）お好み焼きで決まり。こ近所でも美味しいと評判のお好み
焼き店より、お一人おひとりに注文をうかがい召し上がっていただきました。
狙い通り、男性陣はペロリと平らげられ、女性陣はやはり量が多いのか食べき
れない方がおられましたが、大満足の昼食となったようです。皆様がこんなに
喜ばれるなら、又、企画する予定です。

ょ

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

(4)



| ↓まほえみグループホーム横川 J 
「お弁当会」
ほほえみ横川では9月3日に敬老会を兼ねて秋の昧覚という事で弁当会を行い

ました。各階にてご利用者様と職員が一丸となリおかずを作ったリ個包装に分

けたりと準備の時から「おいしそう！」「楽しみじゃね」と笑み絶えることなく喜ば

れ作ってくださいました。 1階デイルームにて天井の飾リつけを見てー暦喜ば

れ「早く食べたいね」の声も上がり2階・3階との交流を深めました。お弁当の中

身はと言いますと、ちらし寿し・牛肉とさつま芋の炊き込み・秋刀魚の甘露煮等

をメインに色とりどりのおかずを詰め合わせていただきました。皆様「美昧しい

ね～」「まだ食べたいね」など楽しく会話され、いつもと違う場所での昼食に心も

お腹も満たされたご様子でした。

ほほえみ広島西 」
「スプーンリレー」
ほほえみ広島西では9月末、有料老人ホームのレクリエーションで、スプーンリ

レーを行いました。最初に音楽に合わせて体操を行い、しっかり体を動かした

後、スプーンリレーを行いました。2チームに分かれ、各自スプーンやおたまを

持ち、ピンポン玉を隣の人に渡していき、どちらのチームが早く渡し終えるか競

争しました。スムーズに渡せると「よし！」「やった！」等喜び、なかなか玉が渡らない

と「あー、おしい」等と皆で声をかけながら、とても盛り上がリました。ゲームを楽

しんだ後は、もうすぐお月見という事で、皆でお鰻頭をおいしくいただきました。

ほほえみ井口 J 
「風船バレーと、おやつレク」
9月25日、ほほえみ井口では風船バレーを行いました。最初に準備運動として

ラジオ体操を行い、その後ご入居者の皆様で円を作りスタッフが中に入り補助

する形でゲームを始めました。皆様、大きな声を出しながら必死に風船をたたか

れ、普段の様子では、想像出来ないくらい張り切って身体を動かされる方もおら

れ、大変盛リ上がることができました。ゲームが終わった後はスタッフが手作り

で焼いたホットケーキに、果物、あんこ、クリーム等、ご入居者様がお好きなよう

にトッピングされましたが、スタッフが見惚れるぐらい上手にトッピングされる方

もおられ、仕上がったものをみんなで見せ合い批評して、楽しく美昧しく召し上

がられました。

ほほえみみゆき 」
「運動会」
9月26日、コロナ渦で外出もままならないご利用者様より、秋だから運動会がし

たいねネ～とリクエストをいただき、少し早めの運動会を行いました。

2階赤チーム、3階白チーム、鉢巻をしめたら皆様キリッとした目つきとなり「や

る気モード」に転換！紐に輪を通して隣に送っていく競技では、少しもたつきなが

らも真剣！スルスルと輪を上手に運んだ赤チームが勝ちました。玉入れは、玉を

つかむと勢いよく、かごをめがけて「エイ！」と投げ込まれていらっしゃいました。

会の終わりに頑張ってつかみ取ったパン食い競争のパンを「懐かしいね～孫の

運動会を思い出すね～」など懐かしみながら召し上がっていただきました。

(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

vol.56 巴について
体内でリンの大部分（約85%）はカルシウムと共に存在して骨や歯を作っています。さらにリンはDNAやRNAな

ど核酸の構成成分としても体内に存在しています。リンはATPの構成成分でもあるのでエネルギーを蓄える役割

があります。 (ATPはアデノシン三リン酸の略。全ての生物の体内に存在しエネルギーの放出や貯蔵に関わる物

質。簡単に言うとATPはエネルギーと交換できるお金のようなもので「エネルギー通貨」と呼ばれることがある。）

リンを多く含む食品としてするめやイワシ（丸干し）、牛乳やプロセスチーズ、大豆、牛レバー等があります。この他

にリンは食品添加物として加工食品やインスタント食品、栄養補助食品等にも多く含まれています。日本で適常の

食生活をしている場合、リンの摂取不足を心配する必要はありません。逆にリンを過剰に摂取すると副甲状腺機能

の異常を引き起こすことがあります。ある研究では食品添加物としてリンを多量に摂取した場合、 1日の総摂取量

が2.lgを超えると副甲状腺機能が冗進すると報告されています。副甲状腺機能が冗進すると副甲状腺ホルモン

の作用で骨のカルシウムが溶け出します。この状態が長く続くと骨粗縣症を引き起こします。
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唸こんにちは！ 株式会社千成です没

漱＠粗懃サシ呟』 襲陸以し＼桓捗で、 舒羨墾巷夏蜀〗
秋の魚といえばやはりサンマですよね。価格も安く、焼くだけで美味しく食べることができる

サンマは、古くから庶民の味覚として親しまれてきました。ただ美味しいだけでなく、健康に良い

栄養素も含まれています。今回は、そんな秋の味覚サンマについてご紹介します。

サンマには、他の青魚にも多くふくまれているEPA（エイコタペンタエン酸）とDHA（ドコサヘ

キサエン酸）が豊富に含まれています。EPAは、血液をサラサラに保つと言われ、血栓を予防する

ことで、動脈硬化や脳梗塞、心筋梗塞などの生活習慣病を予防することができます。一方DHAは

脳に良い栄養素として有名ですよね。脳内の細い血管にも弾力を与え、酸素や栄養素を全体に

送ります。また、悪玉コレステロールを減らす作用があると言われれています。他にも、ビタミン

やカルシウム、鉄分も豊富に含まれています。

前述のように、サンマは美味しいだけでなく、栄養分も豊富なんですね。

弱沙翠些臨駆箪痙鱈 戸戸-

サンマと言えば、大根おろしと一緒に食べるのがスタンダードです

が、これにもちゃんと理由があるのです。大根おろしは、サンマの苦み

を抑えてくれますし、タンパク質分解酵素が入っているので、消化を促

進すると同時にビタミンや鉄分の吸収もよくしてくれます。

(6) 

＊ 

旦



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。




