
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。）
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本年も宜しくお願いいたします。

旧年中は格別のお引き立てを賜リ厚く御礼申し上げます。

ご入居者様、ご家族様におかれましては、

新型コロナウイルス感染症対策の為に行っておリます、

様々な制限のお願＼ヽに対しまして、ご理解ならびに

ご協力＼ヽただき心よリ感謝申し上げます。

本年も、全職員一丸となリ、安心安全な施設運営に

精励する所存でござ＼ヽますので、今後とも、なお一層の

ご指導ご鞭撻を賜リますよう、よろしくお願＼ヽ 申し上げます。

令和3年1月

ほほえみグループ

． 
(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

「門松作り＆クリスマスパーティ」
一気に冬型の気圧配置となり、次々と寒気が流れ込む師走の12月18日（金）に今年最後の行事

を行いました。午前中は門松作りです。3本の竹をバランスよく止め筒に入れたあと、松や葉ぼ

たん、扇子などを刺していきます。見本を見ながらバランスとセンスが問われる作品でしたが、

皆様まじまじと眺めて「こりや～ええわぁ～」「玄関に飾ろう！」などなどとても満足そうでした。午

後からはクリスマスパーティです。大きな声で「メリークリスマス！！」を合図に各自1つずつ持って

いるクラッカーを一斉に鳴らし、雰囲気を盛り上げます。そのあとで鈴やタンバリンを鳴らしなが

らクリスマスソングを全員で合唱。しっかり歌ったあと、ノンアルコールシャンパンと手作りケー

キが配られ、 12月15日でほほえみ創立25周年に乾杯～！！今年も一年間お疲れ様でした。来年

も新型コロナウイルスに負けず笑顔の多い年になりますようにooc

ほほえみ呉デイサービス6F

「令和2年クリスマス会」
12月3日（木）、6Fデイサービスではクリスマス会を行いました。午前中は松ぼっくり

ツリーを作りました。カラフルなポンポンをボンドで付け、下には白い綿を雪に見立て

て飾りました。松ぼっくりの土台に赤と緑のボトルキャップを使い、とてもかわいい2

つのツリーが出来ました。午後からは、クリスマスプチケーキを作りました。生クリー

ムを泡立てたり、型抜きをしたパンをカリカリに焼き、ケーキに添えました。最後にカ

ラフルチョコでデコレーションを施し、オリジナルのクリスマスケーキが出来上がりま

した。「こんなの家では食べれんけんね」等、言っていただきたいへん喜ばれました。

ほほえみ呉デイケア

「クリスマス会」
12月といえば、クリスマス。呉デイケアでは12月14日（月）、一足早いクリスマス会を

行いました。午前中はクリスマスツリー作りを行いました。まずは毛糸で作ったツリーの

飾り付けです。ご利用者の皆様、手際よくキラキラしたモールをツリーに巻いていまし

た。そしでソリーにクリスマスカードを付けてラッピング袋に入れモールでとめたら完

成です。ご利用者の皆様「わぁ出来た！きれいね～」と歓声があがり大変うれしそうでし

た。午後からは作ったツリーを持っての記念撮影です。ご利用者の皆様、思いおもいの

ポーズをとり「ハイ、チーズ」。笑顔がとてもステキでした。その後は楽しみにしていたお

やつのコーヒーとイチゴのショートケーキを食べながら「おいしいね～また食べたいわ

～」と話に花が咲き、あっという間に楽しい1口が終わりました。

ほほえみ呉東

「クリスマス会」
ほほえみ呉束では、 12月12日（土）に「クリスマス会」を行い、クリスマスにちなんだゲームをしま
した。サンタチームとトナカイチームに分かれてゲームを進めていくのですが、スタッフにはサン
タとトナカイの衣装、カチューシャをつけて参加してもらいました。ご利用者様方はその姿を見て
笑顔で喜んでくださり、とても好評でした。ゲーム1回戦では、糸巻きゲームをしました。糸を巻い
ていただきプレゼントBOXがご利用者様の足元まで動し＼てきたら次の人に巻いてもらい、先に
巻き終わったチームの勝ちという対戦ゲームをしました。ゲーム2回戦ではボール入れを行いま
した。 1人3つずつボールを持っていただき、スタッフがプレゼントBOXを引っぱりご利用者様の
前を通過します。そのプレゼントBOXの中にボールを投げ入れていただきます。「入れ！」と言い
ながらゲームを楽しまれているご利用者様の姿が見れてとても良い行事となりました。結果は同
点となり2チームで喜び合い最後にジングルベルを歌い、笑顔あふれる1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 
「2020年12月」
今月は全館にクリスマスツリーを飾り、クリスマス会を行いました。密になりすぎない
ょうに、各フロアで趣向をこらして。サンタに扮したスタッフが、プレゼントを渡した
り、歌ったり、ツリーやサンタと記念撮影したり、クリスマスケーキを食べたり。使い捨
て手袋とマスクをしていただいて、スポンジ台に、生クリームやチョコ、カットフルーツ
でデコレーションケーキを作ったフロアも。クリスマス柄の紙皿に、気分が上がりま
す。それから、赤と緑のドーナツ型の大きな色画用紙をリースに見立て、スタッフが腕
によりをかけて色紙で作った、クリスマスモチーフを選んで貼り付けた壁飾りも。力
ラー写真でお見せできないのが残念ですけど、 12月いっぱいはフロアに飾り、気分
を明る＜してくれるでしょう。でも、サンタさん。望めるなら1日も早いCOVID-19の
終息を願っています。職員も定期的に検査を受けていますが、見えないウイルスの速
報、何としてもこ入所者様を護りたい私たちの、1いからの希望です。

ほほえみ呉安浦 j 
「忘年会」
ほほえみ呉安浦では12月16日に「忘年会』を開きました。お好み焼き

を作って食べよう！という事で、こ入居者様に材料の下こしらえをしてい

ただきました。玉子割り…上手に出来ました。（今度玉子を割る時があ

れば任せられるなあ女と思ったりして）。キャベツのみじん切り．．これが

一番大変！！ですが、みじん切り器のお陰で楽々と山盛り出来上がり。み

じん切り器のレバーをクルクル回して…これが楽しくて回しすぎてキャ

ベツが小さくなりすぎたり．．。周りに飛び散らかしたりして…片付けは誰

がやるかな（笑）。お好み焼き．．ふっくら、アツアツを皆で食べました。皆

で作ったお好み焼きはおいしいですね。体が温まりました。

ほほえみつばき 」
「クリスマス会」
朝晩寒くなり木枯らし吹く季節になってきました。コロナウイルスが

猛威を振るう中、ほほえみつばきではコロナに負けない、クリスマス

会を行いました。最初にツリーの飾り付けを行いました。鈴を付ける

方や星を付ける方、それぞれ好きな飾りを付けていきます。飾り付け

が終わると皆様で「きよしこの夜」を歌いました。自然と手拍子がおこ

ります。歌が続く中、こ利用者様の前にケーキが並んでいきます。歌

が終わる頃、全員の前にケーキが並び皆様一緒にケーキを食べます。

「いただきます」「美味しいもの食べたら元気になるわ」「ありがとう、

来年もお願いね」と言われ一年を締めくくる行事になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「オリジナルのクリスマスリースを作ろう」
ほほえみ広国際適りでは12月6日にクリスマスが近いということで、折り紙

で作ったクリスマスリースに折り紙で作った飾り（サンタクロースやトナカイ、

ツリーや星など）を貼ってもらい、世界で一つだけのオリジナルのクリスマス

リース作りを行いました。こ利用者の皆様、とても集中して制作され、リース

を作られました。完成したあとは、リースを持ち記念撮影を行いました。皆様

の笑顔がとても素敵で印象に残りました。完成したリースは各居室のネーム

プレートの下に飾りました。クリスマスリースを飾ったおかげで壁がとても華

やかになり、クリスマスムードが一気に漂ってきました。ご利用者の皆様が「楽

しかったわ」「とても華やかになってクリスマス気分が味わえるわ」と口々に

仰っていました。スタッフ全員も楽しめた1日でした。

(3) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。
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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。
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1 ほほえみ呉蔵本通り

「プレゼント交換会」
ほほえみ呉蔵本適りでは、例年ですと12月は、すすらん保育園の園児さんに来所

いただき、歌や踊りを披露していただくのですが、今年はコロナ禍ということで来

所はこ遠慮いただきました。そして、本年は12月lO日（木）に、クリスマスも近い

ということからIプレゼント交換会』を行いました。プレゼントを準備し、こ入居者様

にそれぞれ選んでいただき、こ入居者様同士、交換していただきました。プレゼント

をすぐに開けて見られる方や「お部屋へ戻って開けるわ」と楽しみは後にとってお

かれる方と、笑顔があふれたひとときでした。デイサービスなどで、交換会に参加

のできなかった方にはお部屋にプレゼントをお届けさせていただきました。来年は

園児さんのかわいらしいお姿を拝見できるような状況になっていることをお祈りし

ながら、お開きとなりました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「ドライブツアー
ひろしまドリミネーション2020」

ラ•ポルトほほえみでは 12月 1 日、広島市中心部の冬の夜を約 140万
個の電飾で彩るイベント「ひろしまドリミネーション2020」の見学を、
密を避ける為、車内から楽しむドライブツアーで行いました。

※広島市などでつくる実行委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大

を受けて12月ll日でイベントを打ち切りました。

ほほえみ矢野

「クリスマス会」
12月、ほほえみ矢野では、通常なら盛大に行うクリスマス会も今年は

規模を縮小して行いました。今年のクリスマス会は、スクリーンに紙芝

居を上映しました。なかなか見る事のない大きな映像に皆様くぎ付け

で集中して鑑賞されていました。次に冬の歌をうたいました。「雪」や

「たきび」など色々と歌いました。最後にクリスマスと言ったらクリスマ

スケーキです。クリスマスケーキにたくさんの果物をのせて豪華な

ケーキを作り皆で美味しく食べました。今年はコロナウイルスで、なか ← 

なか盛大に行う事が出来ませんでしたが皆様には、少しでも冬を感じ

ていただける事が出来たのではと思います。

ほほえみ安芸路

「コロナ禍の中の日常」
コロナ禍の中、こ入居者様には施設内でもソーシャルディスタンスを

意識した生活を送っていただいており、以前のような催しは縮小した

り無くしたりとすっかり少なくなってきています。そんな中での昨年

末、職員企画のこ入居者様参加による小さなクリスマス会を催したり、

お正月、元旦にはこ覧のようなおせち料理を召し上がっていただき、

大変喜んでくださいました。コロナ感染予防を施設内でも徹底してい

る中で、密にならないよう工夫しながら何とか、ささやかですが施設で

の生活を楽しんでいただきたいと思っています。

(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 
「クリスマス会」
12月、ほほえみ横川では「クリスマス会」を行いました。クリスマスらしく飾

りつけた会場で、ご利用者の皆様には、サンタ帽をかぶってクリスマスにち

なんだ曲を歌っていただきました。皆様大きな声で歌っておられました。そ

の後、クリスマスにちなんだお話をさせていただきました。「初めて聞いた！

面白い」との声が上がっていました。クリスマスプレゼントを準備させてい

ただいている事を伝えると一番盛り上がっていました P代表の方ヘプレゼ

ントを渡し、最後に記念撮影をしました。皆様と楽しいひと時を過ごす事が

出来ました。

ほほえみ広島西 」
「クリスマス会」
ほほえみ広島西では、 12月23日に有料老人ホームでクリスマス会を行いまし

た。今年は時間を短縮しての開催となりましたが、ビンゴゲームでは、番号がで

る度に「あった、あった！」「なかなかそろわんねー」などと盛り上がっていました。

見事ビンゴになった5名には豪華景吊のプレゼントがあり、ニコニコで景品を受

け取っていました。ゲームの後はクリスマスケーキを皆様「おいしいね！」と笑顔

でおいしそうに食べていました。短時間ではありましたが、サンタの衣装を着た

スタッフの面白いダンスの披露などもあリ、皆でクリスマス気分を昧わう事がで

きました。

ほほえみ井口 J 
「冬のおやつレク」
年の瀬も近くなリ、寒さも厳しくなっている中で、ほほえみ井口では、ロール

ケーキに色々なフルーツやホイップクリームを各ご入居者様に自分で好きなよ

うに盛り付けていただき召し上がっていただくことにしました。ケーキ作りの前

には、ラジオ体操・パタカラ体操を行い、身体も口元もしっかリほぐしていただき

準備万全。いざ、ケーキ作りを始めると、皆様フルーツをケーキの上に沢山のせ

ょうとされ、クリームを塗るところが無いご入居者様もおられました。実食され

ると「美昧しいね」「また食べたいね」皆様笑顔。コロナ禍ではありますが楽しい

一時を皆様に過ごしていただきました。

ほほえみみゆき 」
「クリスマス会」
12月5日、少し早いクリスマス会をしました。皆様一緒にラジオ体操をし

た後、クリスマスケーキ争奪戦「ジャンケン大会！！」まず各テーブルで

ジャンケンをしていただき、勝った方がテーブル代表として大将戦に挑

まれました。皆のジャンケンポーンのかけ声とともに勝った！！負けた！！

と大盛り上がり！！大将の順位を決めて優勝テーブルの皆様から職員手

作りの可愛いサンタケーキを「これが大きい」「あれが可愛らしい」と選

んでいただき楽しいクリスマス会となりました。

(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 生年月日 1978年5月17日

長寿の秘訣 薬剤師

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。

川崎孝明 合気道初段

vol.59 ?直1生食物繊維について

水溶性食物線維は昆布、わかめ、こんにゃく、果物、里いも、大麦などに多く含まれています。水溶性食

物線維には粘性があるので一緒に食べた物もゆっくりと胃腸内を移動します。これによりでんぶんの吸

収速度を遅くするので食後の急激な血糖値の上昇が抑えられます。さらに消化管内の水分を吸つて水

溶性食物線維の体積が増加するため、満腹感が得られ食べ過ぎも防ぎます。この他に水溶性食物線維

はコレステロールや胆汁酸を吸着して便の中への排泄を促進します。したがってコレステロール値を下

げる効果が水溶性食物線維にあると考えられています。さらに水溶性食物線維は腸内細菌によって発

酵されて腸内を酸性にします。その結果、腸内の乳酸菌やビフィズス菌が増えて腸内環境がよくなると

いう整腸効果もあります。

讐翌◎ 唸こんにちは！ 株式会社千成です没

本年もよろしくお願い致します！

鸞f r f 

今年も皆様に安全で美味しいお食事を

お届けできるよう励んで参ります。

嘉こ麟二忍) ゜隕区［〗
…、[

年末年始は毎年ついつい食べ週ぎてしまうという方も多いのではないでしょうか？日本にはお正月

に弱った胃腸を「七草粥」を食べて回復させるという習慣があります。もともとは無病息災を祈って

食べられていた七草粥ですが、現在では栄養の多い七草で胃腸を回復させるという意味合いも込

められています。七草って何があったかな．．？という方に今回は七草の効能も一緒にご紹介します。

一
ぃ鳳一』~4 る19 の 1‘諄

キS

＃ 

［春の七草］

【セ リ】 効能は健胃・解熱•利尿など。爽やかな香りは食欲増進の効果もあります。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【ナズナ】 別名「ぺんぺん草」とも呼ばれることもあります。効能は健胃・解熱•利尿・下痢止めなど。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【ゴギョウ】 効能は咳止め・去痰・扁桃腺炎予防など。
------------------------------------------------------------------------

【ハコベラ】 効能は利尿・歯痛・消炎など。
----------------------------------------------------------------------------

【ホトケノザ】 効能は健胃・食欲増進・解熱など。
・--------------------------------------------------------------------------

V 春の七草 "・ 

【スズナ】 言言孟芸孟芯ご百玉呵芸詈［迄互。心q['4、dur、
【スズシロ】

(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。


