
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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創業25周年を迎えて
一次の25年にすべきこと一

ほほえみは25年前、「障害を持つ人と、その介護家族にほほえみを提供する」という理念を掲げ、

「認知症になっても堂々と街中で過ごそう」と、呉駅の近くに老人デイケアを開設しました。当時は

認知症があると、病院はもちろん介護施設の利用も難しい時代であったため、「街中で認知症の

介護が受けられる」ということが地域のニーズに合致し、その後、地域の方々のご協力やご支援を

得ながら、広島市や呉市の市街地や幹線道路沿いに介護施設を開設していきました。お陰を

もちまして、現在は広島と呉で通所施設3ヶ所と入所施設15ヶ所の体制で総定員数812名、関係

スタッフは633名(2020.11.15現在）にまで成長することができました。

2000年には公的介護保険制度が創設され、国民の介護に対する関心が高まり、認知症への理解が

深まってきた一方、日本の総人口はピークを迎え、人口減少局面に突入し、高齢化率は30％に

近づいてきました。また、25年前は、私も含め管理者やスタッフは20歳代や30歳代が多くを占め

ていましたが、近年我が国では介護現場のスタッフ不足が顕著となり、若いスタッフの入職確保は

容易ではなくなってきており、スタッフ全体の高齢化も同時に進んできている実情です。

このように考えますと、これまでの25年は、超高齢社会対策への準備期間であったように存じます。

そして、これからの25年は、更なる国の財政難も予想され、人手不足と共により一層厳しい経営

環境が続くと考えられる中、ほほえみグループ創業25年の今、「障害を持つ人とその介護家族に

ほほえみを提供する」という初心を忘れないことを念頭に、次世代への継承にも注力しつつ、

ご利用者様や介護ご家族の皆様の声に真摯に耳を傾けながら、地域のニーズに沿った未知の変革

またその英知も必要かと考えますと身の引き締まる思いです。私たちが今日まで培ってまいりました

経営・運営ノウハウそしてグループ総力の結集を駆使しながら、地域のニーズに応えるべく日々

精進していかなければなりません。

更にcovid-19禍の中、面会制限等でご家族の方々のご協力を得ることで、只今、ほほえみ

グループ内での感染は無く経過(2020.11.30現在）していますが、関係病医院や介護施設での

感染や我々スタッフの感染リスクも決して低くなく、予断を許さない状況です。引き続き感染予防

対策は最大限に行い、ご利用者様、介護ご家族の皆様、地域の皆様と共に、スタッフー丸となって、

ほほえみあふれる介護施設づくりに邁進していく所存です。

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い致します。

(1) 
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ほほえみグループ
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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

「ツリー作り・人生紙芝居」
山や街なかの木々も色付きが徐々に深まってきていますが、季節の変化をよリ一層皆様に感じ

ていただこうということで、来月のクリスマスに備え、ツリーを作っていただきました。こぶしより

も大きな松ぼっくりを緑色に着色し、パールビーズを木エボンドで付け、てっぺんに真っ赤なリボ

ンを乗せたら出来上がり！！最後に各自のネームシールを貼り、自分だけの特別感のあるクリスマ

スツリーを完成させることができました。午後からは、ご利用者様にとっては昔馴染みのある紙

芝居です。人生の最終章を仲むつまじく生きていく老夫婦の心暖まる人生紙芝居。聞き終えた

あとは自らの人生を振り返り、余韻に浸りながら思い出話がパーティション越しにあちらこちら

から飛び交っていました。皆様の話を聞いていると、物やお金がなくても幸せを感じることはで

きるのだということを逆に私達が教えていただいたように思います。やはり皆様は私達にとって

人生の大先輩でしたQ

ほほえみ呉デイサービス6F

「秋の壁画制作と発表会」
11月11日（水）深まる紅葉の季節、秋の壁画制作を行いました。色鮮やかな折り紙の

秋桜は個性豊かな表情を見せ、コーヒーフィルターに絵の具で色付けした落ち葉は

色彩よく立体的に。折り紙・切リ紙で作った紅葉と公孫樹も貼り迫力感ある秋の壁画

が完成しました。午後からは発表会。ハンドベル・テーブルクロス引き・手品・楽器演

奏歌と踊りの5チームに分かれご利用者様と力を合わせ、大爆笑したり集中したり聞

き入ったりと大成功を飾る事が出来ました。最後に行った踊りチームはリンゴの唄を

歌いながら実際に大きなリンゴを持って唇を寄せる姿など可愛く素敵な笑顔で発表

会を締めてくれました。皆で楽しく秋を満喫できました。

ほほえみ呉デイケア

「秋を楽しむ会」
午前中はIのせてのせて』。カラーテープで色分けした6本のペットボトルに、同じ色のカラー

ボールをのせていきます。しっかりと色を見分けて、上手にのせられる方が多く、今度はペットボ

トルを逆さまに。口が下に向いているため、倒れてコロコロと転がることも…。慎重にのせて成

功すると、「ハーイ」と大きな声があがっていました。午後からは『野菜送り』。お玉にのせたプラ

スチックの野菜や果物を隣の方へ送っていきます。落とさないよう声をかけ合いながら、最後の

方は三方へ。次は野菜や果物の数を増やしていき、お盆で送ります。なす、ピーマン、柿、栗など

山盛りです。「よくできとるね」と興味を持たれ、途中から写真撮影に。皆様笑顔でした。おやつは

さつまいものどら焼きです。生地が紫色で、中には黄色のさつまいもあん。包みには秋の絵も！

さつまいもが好きと言われる方が多く「おいしい」「珍しいね」と、とても喜ばれていました。

ほほえみ呉東

「文化祭」
11月14日（土）に「文化祭」を行いました。しっとりと芸術の秋に触れていただこうと、壁画飾りの

作製を行いました。6チームに分かれ秋をモチーフにした“どんぐリ・きのこ・栗・さつま芋’'が描か

れた模造紙に丸めた新聞紙に絵具をつけて、ポンポンと色づけをしていくという初めての試み

で作品を仕上げていきました。さすが、6チームあると同じ絵柄でも出来上がった作品は様々！個

性が光ったものが出来上がりました。作製途中もチーム同士で色の相談をしたり、塗り方のアイ

デアを出し合ったり、途中からエンジンがかかってはりきっていたり、逆に、途中から飽きてきた

り、うとうとされている方にはスタッフが声を掛けながら…と様々なエピソードのある中、一人ひ

とりの固性があらわれ皆で1つのものを作りあげる姿がとても印象的でした。最後は作品と一緒

に記念撮影を行い、残りの時間で皆で秋の歌をうたって終了しました。芸術の秋にふさわしい、

しっとりと又、楽しい時間を過ご‘せ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 
「晩秋のひとときに」
蔵元通りや中央公園の銀杏の木などが、黄色く色づいてきました。野呂山や宮島も紅葉

が進んでいるそうです。呉中央では、ひとときでも和んでいただきたく、今月は1950-
1970年代の曲を8曲選曲し、スタッフとこ入所者様で「秋のカラオケ大会」を催しまし
た。普段はあまり口を開かない方や身体を動かされない方が元気よく声を出されたり手

拍子を打たれたりされ、こちらも見ていてほっこりさせていただきました。又、別日には頭

と手足と口腔の体操ゲーム「できるかな」にチャレンジしていただきました。赤と黄色の
ジャンボサイコロを投げて、出た目に該当する方が出た目の体操をしたり、7色のヒモを

司会の指示通りに上げ下げしたり。少しハードルを上げて司会の「グー」「パー」「チョキ」

に、サブスタッフの「桃太郎」「鬼」のうちわを見て「桃太郎なら司会に負ける」「鬼なら司会
に勝つ」後出しじゃんけんをしたり。混乱するかな、とも思っていたのに意外や意外。でき

ている方の方が多かったです。「こりゃ頭を使うから脳トレになるわ」「毎日でもやりたい」

と仰る方もおられて内心ほくほく。日々の音楽クラブには、居室でTVを観ておられる方も

積極的に参加され、大盛況となりました。

ほほえみ呉安浦 j 
「お食事会」
ほほえみ呉安浦では、 ll月9日に「お食事会」を開きました。こ家族様との面

会や外食などを我慢しておられるこ入居者様に、少しでも喜んでいただける

ょうに、鍋（しゃぶしゃぶ）パーティーを行いました。食材の調理は、こ入居者様

が「どれくらいに切ったらいいの」「この大きさでいい？」「これでいいですよ」

など、声を掛け合って準備してくださいました。ノンアルコールビールで乾杯

し、食べ始めると「美味しいね」「私はお肉はもういいから野菜を入れて」「美

味しかった～」「もうお腹がいっぱい」「ありがとう」等声が飛び交っていまし

た。沢山食べられる方、少食の方もおられましたが、普段とは違った昼食を喜

ばれ、楽しまれていたので、企画して良かったと思います。

ほほえみつばき 」
「焼き芋パーティー」
日も短くなり肌寒くなってきました。ほほえみつばきでは皆様のリクエ

ストにあった焼き芋パーティーを行いました。最初に自分のサツマイモ

を選びます。大きいサツマイモを選ぶ人もいれば「私は小食だから小さ

いのがいいね」と言われ小さいサッマイモを選ぶ人もいました。自分た

ちでアルミホイルに包んで焼きあがるのを待ちます。その間に音楽鑑

賞です。曲は「小さな秋みつけた」「紅葉」。曲を聴きながら歌う人やリ

ズムをとる人、それぞれ曲に思いを馳せていました。最後に出来上がっ

た焼き芋を皆でいただきます。「美味しい」「よう焼けとる」。出来たては

格別で皆様絶賛の焼き芋パーティーになりました。

ほほえみ広国際通り 」
「壁画作り」
l l月8日、秋をテーマに壁画作りを行いました。秋といえば食欲の秋

や読書の秋などあります。今紅葉やイチョウが見頃な時季です。壁画

には紅葉イチョウや栗柿といった秋のものを皆様に貼っていただき

ました。皆様、配置など考えながら貼っておられたり、協力して貼られ

ている姿も見られ、楽しく壁画作りに取り組まれていました。とてもい

い作品が完成しました。

(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

「お茶会」
落葉の季節になってまいりました。 ll月と言えば七五三、紅葉狩り、え

びす講。えびす講は400年以上続く広島に冬の到来と共に「広島三大

祭り」のひとつに数えられていますね。今年は新型コロナの影響から

規模を縮小して開催とのこと。さて蔵本での「お茶会」の風景と共に、

ウィズコロナの中にも皆様が健やかにお過こしになられますようにお

祈りいたします。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「脳トレ教室」
ラポルトほほえみでは、 ll月24日（火）、言葉遊びや計算など、脳を

使って楽しむことのできる「脳トレ教室」を開催いたしました。脳の働

きを活性化するのに非常に効果があると言われている為、認知症予防

につながるレクリエーションの一つです。脳を活性化させるためには、

「考える」「挑戦する」「判断する」などの行動がいいと言われており、

認知症症状の進行を遅らせる効果がありますので、ラポルトほほえみ

では、定期的に開催しております。

ほほえみ矢野

「手型アート」
l l月、ほほえみ矢野では、芸術の秋と言う事で手型アート「紅葉の木」の作成

を行いました。皆様始めは、赤や黄色の手でいったいどこの部分を書いている

のか解らなかった様子でした。すべての絵を合わせて貼ったら見事な紅葉の

木が完成しました。歓声と拍手がわき、大変、感心していただきました。他に

は、赤とんぽの掛け軸、色紙で折った紅葉等、集中して物作りを楽しむ行事も

良いものだなと感想をいただきました。最後に秋の歌を歌い、もみじ鰻頭をお

やつに食べ充実した時を過こす事が出来ました。

ほほえみ安芸路

「コロナ禍の施設レク」
早いもので、コロナコロナと騒いでいるうちに今年も残すところあと残り僅か

となりました。室内で閉じこもりがちのご入居者様に、なるべく室内で退屈さ

れないよう運動不足解消にと職員が考えて小さなレクリエーションを色々

行っています。ソーシャルディスタンスが大切とは分かっていますが、なかな

か難しいものです。感染予防でフロアことに行っておりますが、早くこれまで

のように全員で大笑いしながら楽しく仲良くレクリエーションを行えるように

なればと職員一同の切なる願いです。

(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 
「秋を感じる」
ほほえみ横川では11月6日に「秋を感じる』をテーマに行事を行いました。午前中に各階

でデザート作り。ご利用者様それぞれが自分のカップにスポンジケーキ、さつま芋、みか

ん、ぶどうゼリー、プリンを盛りつけましたが、皆様「早く食べたい～」とおやつの時間が待

ち遠しいようでした。午後からはデイルームに移動しての行事。事前に皆様と一緒に作っ

たもみじの飾りや、床に散りばめた葉っぱや松ぼっくり等を見て「紅葉の季節よね」「松ぼっ

くり本物？」等の声が上がっていました。台紙にフクロウと紅葉の飾りを貼っていただ＜工

作を行いました。皆様思いおもいに貼っておられ、個性農かな表清のフクロウが出来上が

りました。その後秋にちなんだ歌を合唱し和やかな雰囲気になり、最後に楽しみにされて

いたデザートを食べましたP皆様幸せそうな笑顔で召し上がっていました。短い時間でし

たが秋を感じていただけたひと廿寺になりました。

ほほえみ広島西 」
「合同運動会」
1 1月4日、ほほえみ広島西では、毎年恒例となっている、有料老人ホーム・グ

ループホームでの合同運動会を、規模を縮小し行いました。紅白のチームに分

かれ、玉入れ・スプーンリレー・パン食い競争の3種目の競技で対決し、どの競技

も盛り上がりました。さらに、スタッフによる障害物競争では、パンツの重ね履き

をして風船を足にはさみ、最後にその風船を割ってゴール！と難関が多かったの

ですが、皆頑張って大きな音をたて風船を割ると、ご入居者様から大拍手がお

こりました！おやつタイムには、パン食い競争の時に自分で取ったアンパンをお

いしく頂き、食欲の秋と運動の秋の両方を満喫することができました。

ほほえみ井口 J 
「うちわで紙風船渡し競争」
秋も深まり、まもなく本格的な冬が訪れようとしております。冬の寒さなんかに

負けないぞ！という意気込みで、ご入居者様にさらに元気に、そして楽しくなって

いただけるよう、簡単に上半身を動かしていただける「うちわで紙風船渡し競争」

を開催いたしました。2列に向かい合って座り、うちわを上手に使って紙風船をお

隣の方へ回していきます。バックミュージックも、皆様が楽しく盛り上がっていた

だけるようにスタッフがこだわりぬいた音楽を用意し、よ～いドン！皆様、ときに激

しく、ときに慎重に取り組まれ楽しく行うことが出来ました。その後は、お楽しみ

のぜんざいを召し上がっていただきました。久々の和のスイーツ、「おいしいね」

と、とても好評でした。風邪も寒さも吹き飛ばせるほどの笑顔が弾ける楽しい会

となりました。

ほほえみみゆき 」
「バレーボール大会」
すっかり秋も深まり朝晩の寒暖差が身にこたえる今日この頃、身体を動かして

心身ともに温かく元気になっていただこうと「風船バレー大会」を行いました。自

分の近くに風船が飛んでくるとバレー選手なみに手を伸ばし、若い頃にやって

いた面影が垣間見える方、空振りして場を和ませてくださる方、中には飛んでき

た風船をひしと抱きしめ「風船ってふわふわして気持ちいいよね～」の発言に大

笑い…しっかり動いた後は、緑茶と焼き芋を召し上がってほっこりしていただき

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.58 Pー物繊維について

一昔前では食物繊維は「エネルギーにならないもの」や「必要な栄養素を消化吸収しにくくしてしまうもの」

と考えられていました。簡単に言うとあまり役に立たない食べ物のカスだと思われていました。現在では便秘

の予防をはじめとする整腸効果だけではなく、血糖値上昇の抑制、血中のコレステロール濃度の低下など

様々な機能が明らかになっています。食物繊維の定義は「人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性

成分の総体」とされています。食物繊維と聞くとます野菜が思い浮かびますね。実はエビや力ニの殻やフカヒ

レ等も人の消化酵素で消化できないので食物繊維に含まれます。植物由来ではなく動物由来の食物繊維も

あるって少し不思議な感じがしますね。食物繊維は水に溶ける水溶性食物繊維と水に溶けない不溶性食物

繊維の二つに大きく分けられます。この二つや保水性、粘性、吸着性、溶解性等の違いから体内での作用は

大きく異なっています。
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唸こんにちは！ 株式会社千成です没

今年も大変お世話になりました
いよいよ、師走となりました。そうでなくても、あれこれと慌しい中、クリスマス、年末、年始、次々に

イベントもあります。そして、お正月。お正月といえば御節料理です。最近は、簡単、豪華で美味しくて、

お値段もお手ごろとあって、年々人気となっています。御節料理とは、節日（節句）に作られる料理。

節日のうち最も重要なのが正月である

ことから、正月料理を指すようになったと

のことです。そこで毎年恒例となりますが、

御節料理の中に入る中身について一部

ご紹介します。

栗金団（くりきんとん）

黒豆の煮物 長寿と無病息災を願ったもの。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

数の子ニシンの魚卵 ニシンは「二親」に通じ、五穀蓋穣と子孫繁栄を願ったもの。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

田作り（ごまめ） カタクチイワシを田の肥料としたところ五万俵ものコメが収穫できた

イワシの幼魚の佃煮 とのいわれに由来し、「田作り」の名とともに五穀豊穣を願ったもの。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

たたきごぼう（酢ごぼう） 一
たたきごぼうは瑞鳥（豊年の象徴）を表したもので豊作と息災を願っ

たもの。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

紅白かまぼこ
形状が初日の出の形に似ることから用いられる。

紅白の色が縁起が良いとされる。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

伊遍巻 巻物（書物）に似た形から文化・学問・教養を持つことを願う縁起物。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

揚ち栗は「勝ち」に通じることに由来。「金団」とは金色の団子という

意味で、金銀財宝を意味しており金運を願ったもの。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お多福豆 文字通り福が多からんことを祈願したもの。

(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
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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。




