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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。

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〕
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。

（三 〕
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。

（：…戸〕
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。

(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

「睦月会」
今年初の行事は書き初めからスタートです。ご利用者様、2名に代表で今年の干支である
「丑」の字を力強く書いていただきました。大きな黒い紙に金色の墨がとても映え、書き終
えると周リから大きな拍手が自然と湧き上がっていました。午後からは獅子舞とおみくじ
引きです。獅子の大きな顔に恐る恐る頭を下げ、手を合わせながら、「今年も一年、元気で
過ごせますように！」と口ずさみ、邪気を獅子に食べてもらっていました。邪気を払った後
は、運だめしのおみくじ引きです。開いて読み上げ、「頑張リますよ～！」と気持ちを新たにさ
れておりました。最後にスタッフ手作りの干支をモチーフにしたキーホルダーをプレゼント
するととても嬉しそうでした。今年もコロナ感染で大変な一年になりそうですが、できる対
策は全てやリ尽くすくらいの勢いでスタッフが一丸となり乗り越えていきたいと思ってい
ます。

ほほえみ呉デイサービス6F

「お正月気分で元気に過ごそう」
まだお正月気分の覚めやらぬ19日（火）、「お正月気分で元気に過ごそう」と、行事を

行いました。午前中は、牛乳パックを使って羽子板を作り、羽根つき大会をしました。

羽根を付けた大きな風船を打ち合い、負けた人は顔にシールを貼られ、その様子を

大きな声で笑い合いながら、童心に返って楽しまれていました。午後からは、皆様で手

分けをし、大根をおろし金でおろし、丸めて焼いて、白菜や人参を入れて作った汁に入

れ、三つ葉を飾って大根餅雑煮を作りました。出来上がったばかりの大根餅雑煮をお

やつにして、新年を祝いました。「美昧しい。美昧しい！」と和やかに話しながら、召し上

がっていらっしゃいました。これで、皆様に今年もお元気で過ご‘していただけることと

思います。

ほほえみ呉デイケア

「新年を楽しむ会」
皆様、新年あけましておめでとうございます。 1月は、令和3年を笑ってスタートする

べく、福笑いをやってみたのであります。目隠しを外した瞬間の笑い声が、この一年を

笑いにあふれた素晴らしい年にしてくれそうだと予感させてくれます。そして、今年の

干支は「丑」ですので、「丑」にちなんだお菓子をご用意しました。牛のようにしっかり食

べて健康に逗しく週ごしていきましょう。

ほほえみ呉東

「新年会」
1月9日（土）に「新年会」を行いました。コロナ禍で、ご家族様のもとへ帰省もままなら

ず、外出も最小限と、寂しい年末となった昨年。今年こそは、災いをはねのけて、健康

で幸多き年となるようにと、みんなの願いを込めて、もちつきを行いました。消毒に手

袋などコロナ対策も万全に、ご利用者様に真っ赤な法被を羽織っていただき、昔なが

らの杵と臼でもちをつきました。最初は、難色を示していた方も、いざ法被を着て杵

を握ると、昔を思い出し、こちらが心配する程に多くついておられました。「この歳に

なって、またもちつきをすると思わなかったから、楽しかった」との感想も多く聞かれ

ました。おやつでは、白玉ぜんざいをいただき、大盛況に終わリました。今年は、皆様

にとって笑顔溢れる年となりますように。

(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 
「笑う門には…」
新たな年が始まりましたが、まだまだコロナは終息の兆しを見せま気の抜けない毎日を

過こしております。こ入所者様にとっても、外泊外出や、こ家族様との歓談が叶わ委さぞ

や不条理な思いをされていることでしょう。コロナに限らす、インフルエンザを始め、さま
ざまなウイルスや感染症から身を守るには、免疫力を上げることが重要だそうです。運

動、入浴、食事、睡眠など日常生活もそうですが「よく笑う」こともその方法のひとつだと

か。なので、今年はよく笑っていただきたく「福笑い」を選択してみました。目かくしをとっ
た時の、はじけるような笑い声や、パーツを手に迷っておられる方へ、あちこちから飛ぶ

「右」「左」との誘導の声。こればかりは「あり得ない配置」であればあるほど、大成功なの

で、自信なさそうな方のほうが有利かも。それから、ほほえみ神社に詣でる代わりに、今年

1年の抱負や願いことをおl人すつ書き初めしていただきました。叶うといいですね。又、

1月生まれの方へ、腕によりをかけた花束をつくり「ハッピーバースデー」の歌と共にプレ

ゼントしました。やはり、年の初めは、笑って過こしたいものです。「笑う門には福来たる」っ

て言いますし。ぜひ声を出して笑って福を呼び込みましょう。

ほほえみ呉安浦 j 
「新年会」
ほほえみ呉安浦では、 1月20日に「新年会」を開きました。無事に新春を迎え

ることができ、大きな価値を感じております。新型コロナウイルス感染防止対

策を優先し、マスク、消毒距離の確保と息苦しさはありましたが、コロナ禍だ

からこそ一日一日、一時一時を大事にしたいとの思いもあり、恒例の鍋パー

ティーをしました。ノンアルコール飲料で乾杯、静かな食事で盛り上がりは

少々欠けますが、食欲を止めることはできません。たくさん召し上がり体力を

しっかりつけていただきました。大きな口を開けて大声で笑いたい、新型コロ

ナウイルスの感染が一日も早く終息することを願うばかりです。

ほほえみつばき 」
「正月」
新年あけましておめでとうございます。コロナウイルス感染対策にこ協力

いただきありがとうこざいます。スタッフー同感染対策を行いながらより精

進してまいります。新年の始まりという事でほほえみ神社に初詣。スタッフ

の手作り感のある鳥居に「よく出来とるね」「雰囲気が出とる」と言われ好評

いただきました。そして参拝です。「雰囲気があっていいね」と言われ皆様

それぞれの思いで参拝されます。家内安全、無病息災、色々な思いで参拝

されます。「今年、ひ孫が産まれるから安産をお願いしました」と言われ皆様

大変喜ばれました。

ほほえみ広国際通り 」
「新春！！書初め
ほほえみ神社にお参りしましょう」

ほほえみ広国際適りでは1月ll日（月）「新春！！書初め、ほほえみ神社にお参

りしましょう」を開催いたしました。コロナ禍でご利用者様の輪を作る事は難し

く、各階で間隔を保ちながらの行事ではありましたが、ほほえみ神社のお参

り、皆様何をお祈りされたのでしょうか？真剣に手を合わせておられました。書

初めでは皆様集中して筆を運ばれている姿に感動いたしました。素敵な書が

たくさん出来上がりました。コロナ禍を乗り越えて、ほほえみ合う日が来ます

ょうに！

(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

「お正月を迎えて」
あけましておめでとうこざいます。昨年に引き続き、今年もコロナの影響でこ

家族様と過こすことが難しい状況が続いています。そこで、新しいお正月を迎

えるにあたり、少しでも楽しく過こしていただけるよう、今年は神社を作りまし

た！同時におみくじも準備していたのですが、感染対策を考慮し、残念ながら今

回は見送ることにしました。来年はぜひ、おみくじもできるよう工夫したいと思

います。おいしいおせち料理も今年は静かに味わいました。縁起の良い料理

を食べると自然に皆様笑顔になり、職員も元気をもらえました。今年も良い年

になるようコロナに負け劉一緒にがんばりましょう！

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「ほほえみ初詣」
新型コロナウイルス感染症による自粛生活が続く中、ラポルトほほえみでは

館内に「ほほえみ神社」を設置し、毎年「ほほえみ初詣」を開催しています。密

にならないよう分散してこ入居者様に参拝していただきました。コロナが収ま

りますように…。健康で過こせますように…。家族が幸せでありますように…。

皆様、願いは色々のようです。当施設といたしましても、感染対策を徹底する

と共に、病気平癒健康長寿一日も早くコロナが収まるよう心からお祈りいた

します。

ほほえみ矢野

「新年会」
1月、ほほえみ矢野では、規模を縮小して、新年会を行いました。ますは、甘酒

で新年の挨拶、乾杯をしました。久しぶりの甘酒に皆様とても喜ばれました。

次にすころくゲームをしました。こ入居者様には巨大サイコロを投げてもら

い、サイコロの出た目の数をコマになった職員が進みます。止まったマス目で

歌ったり借り物をしたり、着替えたり、体操をしたり、コマになった聰員は大忙

し！！大変にぎやかな行事となりました。最後におやつでぜんざいを食べまし

た。甘くておいしいぜんざいにおかわりをする方も。皆様と楽しいひとときを

過こす事が出来ました。

ほほえみ安芸路

「コロナ禍での工夫」
コロナ禍の中施設内といえども集まってレクリエーションをする事は、密を避

けるため行わなくなりました。しかしそんな味気のない毎日なので、当施設の

職員がちょっとでも皆様に楽しんでいただくための小道具、それもなんと廃材

を使ったエコな大鬼食器棚シートと黒いガムテープを使った恵方巻のつもり

の巻き寿司を作ってくれました。これまた素晴らしい出来と思いませんか？

この後こ入居者の皆様には、これを使ったゲームを楽しんでいただけたのは

いうまでもありません。

(4) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。



| ↓まほえみ広島西 J 
「お正月を迎えて」
ほほえみグループホーム広島西では、お正月はお節を食べたり、福笑いや書初

めをしながらゆっくり過ごしました。お節料理を見ると「今日はご馳走じゃね！」「お

いしそう！」と言っておられ、皆で正月気分を昧わいながらいただきました。書初

めでは、「しばらく書いてないから…」と言いながらも、いざ書き始めると真剣な

表情で書いておリ、書き終えると「なかなか上手く書けたね。」と満足そうにして

いる方もいました。今年は初詣に出かける事が出来ませんでしたが、元日は2名

の方がお誕生日で、おいしいケーキを食べながらお祝いもし、楽しく過ごす事が

できました。

ほほえみ井口 J 
「コロナ禍での書初め」
新年あけましておめでとうございます。井口では新年恒例の書初めを行いまし

た。例年であれば皆様ー同に会し、一斉に書初めをするのですが、今年は新型コ

ロナウイルス感染対策のため、日時をずらしてご入居者様お一人ずつ行いまし

た。書初めのお題は特に決めていなかったのですが、お手本として用意した「希

望」を書かれる方が多くいらっしゃいました。ご自身の以前のお住いの地名を書

かれた方もいらっしゃいました。久しぶリにお持ちになる筆の感触を楽しまれな

がら「手がふるえるね」とか「思ったよりも上手く書けた！」と色々な感想を頂きま

した。本来であればその後には皆様ご一緒に何か新年らしい甘いものでもおや

つとしてお出しできるのですが、今回は日時をずらしてお一人様ずつに、めでた

い鯛のお鰻頭をお出しして、新年の慶びを感じていただきました。

ほほえみみゆき 」
「新春のお菓子」
感染対策の一環で1月の季節行事を自粛している中、ささやかですが、

新年に華やかな贈り物を！と新春のお菓子を召し上がっていただきまし

た。「わあ！きれい！」「どれにしようか、迷ってしまうわ～」と目移りしながら

「お正月らしくていいわね！」「ありがとう！」と鮮やかなお菓子を楽しんで

いただきました。

(5) 

梅とメジロ
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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

五生食物繊維について

不溶性食物繊維は豆類やきのこ類、こぽう、工ビや力ニの殻に多く含まれています。こぽうを想像しても

らうと分かるように、よく噛まないと食べられないものが多いですね。このことから不溶性食物繊維を

多く含む食品をよく噛んで食べることが顎の発育を促して歯並びを良くすることに繋がると考えられて

います。不溶性食物繊維は胃や腸で水分を吸収して大きく膨らみ、腸を刺激して腸の動きを活発にしま

す。その結果、排便の回数が増えて便の消化管通過時間が短くなるので、発がん性の物質と大腸の粘

膜が接する時間も短くなります。つまり不溶性食物線維は便秘を改善し大腸がんの予防にも有効であ

ると考えられています。水溶性食物線維と同様に不溶性食物繊維も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埴えて腸内環境が良くなるという整腸効果

vol.60 

もあります。
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今年の節分は124年ぷりに
「2021年の節分の日は2月2日です」

「えっ、節分って2月3日じゃないの？」

…実は節分は固定ではなく

「立春の前日」というルールがあるようです。

今年の立春は2月3日。

節分が2日になるのは、なんと124年ぶり。

「えー！」「えっ、どゆこと？」等、驚きが広がっています。

暦により天体の運行を推算し、暦象年表の発行や暦要項の発表を行う

国立天文台の暦（れき）計算室によると、

節分の日が2日になるのは1897（明治30)年2月2日以来124年ぶり、

3日でなくなるのは1984（昭和59)年2月4日以来37年となります。

． 

「季節のめぐりを表す、いわゆる1年とは1太陽年のことです。

1年ごとでは1太陽年365.2422日と1年365日の差から約6時間ずつ遅くなる。

一方、うるう年には4年前より少し早くなる、というパターン」。このため、

「しばらく2月4日の中に納まっていた立春の日が令和3年には2月3日へ移り、

その前日の節分も連動して2月2日へ移った」といいます。

(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
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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。

経戸栄養可。
ターニナルケア（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。




