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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 



／

ヽ 面会に関するご案内
ヽ

ノ

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。

再度、現在対応可能な面会についてご案内を申し上げます。

一
一
一

空間の違う部屋で、ガラス越しにて、

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。

タブレットを使用したビデオ通話にて、

ご入居者様と面会いただけます。

＿準備の為、予約制とさせていただきます。

事前に、「ご来館面会希望」、もしくは「オンライン面会希望」

の旨と「ご希望日時」を直接各施設にお伝えください。

日程調整を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。

／

ヽ 、I

ノ

レクリエーションの開催が難しい状況ではありますが、

ほほえみグループ各施設とも3密を避け、感染防止対策を徹底し、

開催可能なレクリエーションを少しずつですが、実施しています。

(1) 



f1月
※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

「秋の大運動会」
あっという間の秋の訪れにご利用者様は体調管理が大変ですが、デイサービスのご利用

者様達は皆様とてもお元気です。コロナ禍の中、いろいろと嫌なことが続きますが、そん

な嫌な事を気力で追い払おうということで、できる限り密にならないような内容の運動会

を開催致しました。まずは恒例の選手宣誓から始まり、パン食い競争・紅臼玉出し競争・障

害物リレーなどしっかり身体を動かしていただきました。前半と後半の間でド派手な仮装を

したスタッフ達が応援合戦で盛り上げ、皆様おなかをかかえて大爆笑でしたが写真掲載だ

けは止めておきます（笑）全ての種自を終えたあと、皆様一人ひとりに金メダルを授与。「こ

りや～ずっしり重たいが売りに行ったらいくらで売れるじゃろうか？」と笑いを誘い楽しい一

日を終えることができました。

ほほえみ呉デイサービス6F

「食欲の秋！運動の秋！」
秋…。運動の秋？食欲の秋？10月6日（火）、午前中はバウムクーヘン食い競争用のバウム

クーヘンを作りました。皆様、さすがフライパンの扱いはお手のモノ。生地が思うほど伸び

ずどうなることかと思いましたが、上手に焼きあがりました。人生の大先輩に頭が上がリま

せん。午後からは、仮装をしてのバウムクーヘン食い競争！くじ引きで決めた仮装に少し恥

じらいながらも、カメラを向けると笑顔で「ハイ！ポーズ」。皆様とても良くお似合いでした。

競争後は待ってましたのおやつタイム。バウムクーヘン食い競争で、なかなか取れず格闘

されたバウムクーヘンをあっという間にペロリ！まだまだ食べられそうです（笑）やっぱリ・・・

皆様は食欲の秋でした。しっかり食べて、しっかり笑って、コロナ禍を乗り切りましょう。皆様

が健康でありますように。

ほほえみ呉デイケア

「秋のお楽しみ会」
10月15日ほほえみ呉デイクアでは牛乳パックで小物作りを行いました。皆様かなり

緊張しておられ「うまくできるかな～？」と不安そうな声も・・。いざ作業に取りかかると

写真を撮られているのも気付かないほど真剣に取り組まれ、一つひとつていねいに

作業しておられました。素敵な作品ができ上がり、「できたー！」「かわいい！！」と嬉しそう

にながめておられました。午後からは完成品をもっての記念撮影！！皆様、「はずかしい

…」と言われながらも満面の笑み！！おやつは皆様が大好きなどらやき！！ーロ食べられ

「おいしー！！」「今日は楽しかったね」と会話されながら楽しいひと時をすごしました。

ほほえみ呉東

「運動会」
ほほえみ呉東では、 10月10日（土）に［運動会」が行なわれました。午前の部、第1種目目は“玉入れ’'で

す。赤・白色に塗った箱を3箱ずつ並べ、赤・白の玉を一斉に投げ入れ、チーム色の箱に入った玉だけ

を、全員のかけ声で数えます。早く数え終わったチームは負けでため息声…。勝ったチームは歓声があ

がり、両者の声の差が大きく出ました。2種目目は“マシュマロ食い競争’'。小麦粉でまっ白になった顔に

皆大爆笑でした。午後からは、スタッフ全員参加による応援合戦で「ヤングマンP」の踊りから始まりま

した。3種目目は“パン食い競走”。どなたもすごい形相で、大きく口を開けてくわえ取っておられまし

た。最後の4種目目は‘‘輪っかで綱送り＂。タオルを結んで長い綱を作り、輪っかを送っていくのですが、

結び目でひっかかり「早く早く～」「進まん～」とあちこちで声があがり、熱戦が繰り広げられました。そ

して最終結果は、イ可と、引き分けで終了！コロナ禍で、不安で心配な世の中ですが、今日は大声を出し、

笑って、身体をしつかり動かしてストレス発散となり、楽しい有意義な一日となりました。

(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 
「身体を動かすって楽しい▽」
「秋の夕暮れ つるべ落とし」ということわざがありますが、こ入居者様が夕食を終えて居室

に戻られる頃、窓の外も、夜のとばりにつつまれるようになってきました。この頃は、工アコン

をつけていない時間帯もあります。さて、今月のほほえみ呉中央では、「元体育の日」にちな

み、少し身体を動かして楽しんでいただこうと、「玉入れ」と「ペットボトルホッケー」を行いまし

た。紅白チームに分かれて、キリリと鉢巻きを結び、ますはカタチから気合いを入れていきま

す。「玉入れ」はカゴに玉を入れていくお馴染みのものですが、新種目の「ペットボトルホッ

ケー」というのは、ダンボールとラップの芯をつないで補強の紅白テープで巻いたラッケット

をスタッフで手作りしました。その手製のラケットに、カラーボールを当てて、同じく紅と白の

紙をそれぞれ巻いた、相手チームのペットボトルを倒していく競技です。いすれも集中力が必

要なので、熱中するあまり、いつもはお手伝いしないと立ち上がれなかった方が、ヒョイと立

ち上がられて、スタッフが急逮支えなければならない事態になったり。それくらい夢中になら

れ、やってよかったと思いました。また、スタッフもチームに混じり、一緒に競技したのですが、

共に楽しいひとときを過こせました。

ほほえみ呉安浦 j 
「運動会」
コロナ禍で外出や外食にも出かけることができす、こ入居者の皆様に息抜き

も提供できない日々が続いており、申し訳なく思っております。少しでもスト

レスが発散できればと運動会を企画しました。紅白2チームに分かれ、ハチマ

キ•ブルマーを着用し、気合十分やる気を盛り上げます。パン取りゲームでは

戦利品のパンがこの後のおやつになるので、皆様こ自分の食べたいパンを狙

うのですが、うまく取れたり取れなかったり。借り物競走では、普段身近にある

ものから突拍子もないものまで探し回ってもらいました。楽しく笑ったこと、

皆で君が代を歌ったこと、はりきって体を動かして疲れたこと、ちょうちんブル

マーが懐かしくもあり、ちょっとだけ恥すかしかったことなどが、皆様の記憶の

中にほんの少しでも残ればいいなと思いました。

ほほえみつばき 」
「ハロウィンパーティー」
朝晩涼しくなり、紅葉も見ころになってきました。ほほえみつばきで

は、ハロウィンパーティーを行いました。午前中、こ入居者様にはハロ

ウィンにちなんで仮装をしていただきました。皆様とても喜んでおら

れて、写真もいい笑顔でした。午後からおやつには、ケーキも皆様に

選んでいただき、美味しい、美味しいと言われていました。大変盛り上

がったパーティーでした。

ほほえみ広国際通り 」
「運動会」
コロナ禍で外出もままならないこの頃、楽しみながら体を動かしていただ＜為に、この度

70月ll日（日）に運動会を開催致しました。ますは「玉入れ」を行いました。こ利用者様に

2列になって内側を向いていただき、その間を龍を持ったスタッフが通って玉を投げ入れ

てもらうというものです。籠を持ったスタッフが近づくと皆様真剣な眼差しで玉を持って

構えておられました。中には籠を持ったスタッフが通った後も玉を持って構えている方も

おられました。ボーリングでは、ペットボトルを70本並べて1本l点で全部倒すと70点

+2点というルールで行いました。ボールが柔らかかったせいか、投げた時にペットボトル

に当たらすバウンドして倒せない方がおられました。そこへ「転がせばええんよ」との声が

あがりました。両チームで応援し合い、最終的に接戦になりました。この度は白組が優勝し

赤組が準優勝という結果になりました。おやつはカルピスとパンプキンケーキを召し上

がっていただきました。皆様、ペロリと完食し満足された様子でした。

(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

「ハロウィンパーティー」
ほほえみ呉蔵本通りでは、 10月23日にハロウィンの行事を行いまし

た。コロナ対策のため3密にならないように各階に分かれてパー

ティーを開催しました。アイスにトッピングしたり、チョコソースをかけ

たりして「美味しいね」「アイスのおやつは珍しいね」「甘くて美味しい

よ」と甘いおやつを食べてこ利用者の皆様は喜んでおられ、楽しい時

間を過こす事ができました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「ハロウィンイベント」
ラポルトほほえみではl0月26日、ハロウィンイベントを開催しまし

た。ホール全体にハロウィンの飾り付けをし、秋の楽しいイベントに！

ハロウィンといえば仮装！ご入居者様も大変身女。可愛いく変身した

り、色々な格好をされ、皆様楽しそうな素敵な表情をされていました。

笑顔あふれる色鮮やかなイベントとなりました。

ほほえみ矢野

「ほほえみ矢野大運動会」
10月、ほほえみ矢野では、毎年恒例の「ほほえみ矢野大運動会」を行いまし

た。運動会では、密にならないよう、細心の注意を払い、移動を避け換気をし

ながら行いました。この度は、4種目競技を行い、中でも一番盛り上がったの

は、風船サッカーゲームでした。棒で風船を送り、棒がボロボロになるまで、皆

様頑張っていました。最後は、毎年恒例のパン食い競争です。紐にぶら下がっ

たパンを取るのに皆様必死になり、中にはパンが取れなくて、手で取る方

も…。最後は、パン食い競争で取ったパンをおやつにしました。今年もなんとか

皆で、運動会を行う事が出来、楽しいひと時を過こす事が出来ました。

ほほえみ安芸路

「レクリエーション」
コロナ感染予防対策中の施設内に於いてソーシャルディスタンスは必須で、

写真のようなレクリエーションは「密」になるので良くないのかもしれません。

しかし、ご入居者様との触れ合いが欠かせない介護の仕事はそれを守ること

が非常に困難で職員はジレンマを抱えながら、何とかご入居者の皆様に楽し

んでいただける事を••と、身体を動かすゲームを企画したり、作品を作ってい

ただいたりと、職員皆でアレコレと工夫を凝らしております。あー、早くコロナ

が収束して欲しいと願わすにはいられません。

(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 
「運動会」
コスモスの満開の季節「運動会」の行事を行いました。風船で作ったアーチ型の

入場門をくぐると皆様と作った沢山の旗が飾られた会場、ハチマキをすると選手

の気分が湧き出ているようでした。ラジオ体操から始まり、紙テープで作った綱弓I
きではありったけの力を出し「よいしょ！」と大きなかけ声を出されていました。紅

白の旗揚げ、筒紐送り、スプーンリレーと競技が進み途中の職員によるパン食い

競争では、一人のご利用者様から「私もしたい」の声が上がり、その後は次々に参

加され盛り上がりました。ペットボトルの鈴落としゲームでは真剣な顔つきで周り

から応援の声が上がりました。最後に恒例の玉入れゲーム！皆様時間を忘れ楽し

そうに玉を投げ入れておられました。「小さいときに戻った気持ちになったよ」と

言われるご利用者様もおられ、楽しい時間を一緒に過ごしました。

ほほえみ広島西 」
「さつま芋掘り」
ほほえみ広島西では、 10月末に庭の畑のさつま芋掘りをしました。良いお天気

でしたが、少し風が強く、肌寒い中でも皆様「たくさんできてるかねえ？」と楽し

みに集まってこられました。まずは、職員がスコップで土を柔らかくほぐし、お芋

が傷つかないよう手で探って少し引っ張っておき、そこからご入居者様にお一人

ずつ蔓を持って引き抜いていただきました。次々と土から出てくるお芋に、「大

きいねー」「これは小さいけどたくさんあるねー」などの感想と笑い声が聞こえ、

「次は何を植えるの？」と早くも次の収穫を楽しみにされています。

ほほえみ井口 J 
「狙ってゲット！フルーツ輪投げレクリエーション」
秋風とともに訪れた朝晩の急な冷え込みに、慌てて長袖の上着や毛布を整える季節に

なりました。コロナもまだまだ心配ですが、急激な気温差に体調を崩されないようにご

入居者様へのケアにもより一層気を付けていきたいです。風邪を引かないためには適

度な運動と美味しいおやつという事で、今回のレクリエーションはフルーツ輪投げ大会

を行いました。様々なフルーツのイラストが描かれたペットボトルを狙って輪を投げて

いきます。ただ投げるだけでは面白みに欠けるので、運動の後のおやつにイラストと

同じ種類の小さなフルーツゼリーを用意しました。ご入居者様に好きなフルーツを

狙って投げ入れてもらい、好きな味のゼリーを食べていただこうという趣向です。皆で

しっかリと身体を動かし楽しんだ後はゼリーとお月見のウサギを模したお鰻頭を食べ

て、おしゃべりを楽しみました。今年も残りわずかとなりましたが、寒さに負けず、皆で

明る＜健康に過ごしていきたいです。

ほほえみみゆき 」
「落ち葉拾い大会！！」
少し前までは、あんなに暑かったのに、一雨ごとに秋を感じる時期になり

ました。みゆきには、色とりどりの広告の落ち葉がいっぱい！さあ、落ち

葉拾い競争です！一分間にどれだけ箱に入れられるかの勝負！皆様、箱を

めがけて「エイ！」と投げ込まれ、差がついてきたら、少しスタッフも手

伝って楽しく笑いながらのゲームになりました。ゲームの後に、鰻頭と甘

納豆をお茶と一緒に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.57 フッ素について

フッ素といえば虫歯予防ですね。これは以下のような経緯で解明されました。20世紀初めにアメリカのコロラドで

白濁模様や褐色の色素沈着がある奇妙な歯（斑状歯）が見つかりました。斑状歯になった原因調査を進めていく内

にこの地域の飲み水にフッ化物（フッ素を含む化合物）が高濃度で含まれていることが明らかになりました。さらに

斑状歯の人達には虫歯が少ない事も分かりました。調査の結果、「斑状歯が発現せす虫歯の発生も最大限に抑え

られる飲料水中のフッ化物の濃度は約 lppmである。」と判明しました。 (ppm：百万分の1の濃度を表す。 lppmは

水lLの中に1mgの物を溶かした濃度と同じ。）斑状歯はエナメル質の石灰化期間に過菫のフッ化物を継続的に摂

取した場合に起きる歯の形成障害です。簡単に言うとまだ大人の歯になっていない子供が多量のフッ化物を摂取

すると斑状歯になる可能性があります。大人は多量のフッ化物を摂取しても斑状歯になりません。（大人の歯に異

常は起きませんがフッ化物の多量摂取は骨や靱帯を弱め、筋力低下や神経組織の異常を引き起こす場合があるの

で注意は必要です。）皆さんもフッ素を含む歯磨き粉で虫歯予防を心掛けましょう。
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唸こんにちは！ 株式会社千成です没

食事で体の免疫を高めて風邪予防
11月初旬には、立冬を迎えます。立冬とは冬の始まりという意味で、

ニュースなどで「木枯らし1号」が伝えられると、もう寒い冬の始まりで

す。 1日の寒暖の差が大きかったり、天候が安定しなかったりで体調を崩

しやすい季節でもあります。風邪の予防の基本は、栄養バランスの良い

食事・適度な運動・休養を心がけることです。食事では、ウイルスなどの

外敵から体を守る免疫力を高めてくれる食品を積極的に取り入れるよう

にして、元気に冬を過ごしましょう。

免嚢カアップには乳製品をお勧めします

乳製品には、免疫細胞の材料となる良質な動物性たんぱく質、粘膜強化

に欠かせないビタミン類等の栄養素がたくさん含まれています。温かい

お料理やお飲み物に取り入れてみてはいかがでしょうか。

日

'̂
 

さつまいものミルク煮

材 料

さつまいも…1/2本（約150g)

牛乳．…••…••…200cc
lゞター．………10g 

塩………………少々

作り方

①しっかりと洗ったさつまいもの皮を剥く。

② 5mm程の厚さの輪切りにし、 10分程度、水に浸漬させて

あく抜きする。

③鍋に②のさつまいも、牛乳、バター、塩を入れて弱火で約3分煮る。

(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。


