
ご入居者さま・ご家族さま向け広報紙

ほほえみこ グループ

高齢者医療と介護
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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 



今後の方針について

新型コロナウィルス(covidl9)感染対策

covidl 9感染が始まって1年と2ヶ月が経過しました。我が国の感染は、第3波到来

時点で一部都府県に発せられた緊急事態宣言、外出自粛要請などの効果もあり、

本年2月になり徐々に減少してきており、広島県内の感染報告も随分少なくなって

きました。しかし、市中には若年者を中心とした「無症状」の感染者数が少なくないと

推測されています。

これまでほほえみグループ施設では感染対策を行い、且つご家族の方々にも

面会制限をお願いしてきたところですが、残念ながら昨年末から本年1月にかけて

クラスターが2件発生しました。現在は終息宣言をしている状況です（詳しくはホーム

ページを御覧ください）。これらの感染経路については、いずれも「無症状」で感染

した当職員からと考えていますが、最終的には特定できませんでした。

このように市中に「無症状」の感染者が存在すると推測される今の状況では、

ほほえみグループ内におけるcovid19感染対策を今まで通り継続すべきと

私は考えています。

まずは、当職員が今まで以上に感染対策に努めることが最重要ですが、現在

実施しています面会制限、他事業所の利用制限は継続していく所存です。

皆様方におかれましても健康に充分ご留意され、ご理解ご協力を賜りますよう

何卒よろしくお願いいたします。

(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

「如月会」
寒暖の差が驚くほど激しく、高齢者の方々にとっては体調管理が大変です。新型コロナウイルス
感染も、なかなか終息に向かうことができず、いろいろな対策に追われる中、通所して下さってい

るご利用者様は皆様本当にお元気です。そんな中、今月は「如月会」と題し、楽しい一日を過ごし
ていただきました。午前は雛飾り作りです。左右のバランスが問われる作品でしたが、皆様苦戦

しながらもまずまず大成功！！「嫁に行きそびれるから3月3日が終わったらすぐ片付けんとねぇ～」

と周りの人達を笑わせていました。（昔からそんな言い伝えがあるようです）午後からは鬼退治
をして福を呼ぼうということで、鬼に扮したスタッフが体に紙風船をたくさん貼り付け、そこを目

掛けて、豆ではなく、カラーボールを投げつけての鬼退治です。いつもであれば、鬼は外～！！と大

声で退治したいところですが今回は、コロナ予防対策の一貫として無言での鬼退治にしてみまし
た。でも、その分投げることに集中できたようで、いいストレス発散になったのではないでしょう

か。

ほほえみ呉デイサービス6F

「コロナに負けないで元気に春を迎えよう！」
2月18日（木）、2月の行事「コロナに負けないで元気に春を迎えよう！」を行いました。

午前は、節分の鬼や、コロナウイルスに見立てた移動式ペットボトルタワーを、豆に見

立てたおじゃみを投げて倒すゲームをしました。左から右へ動いていくペットボトルの

タワーめがけて、「えいっ！」と力強くおじゃみを投げる方もいらっしゃいました。午後か

らは、白い鬼の角にちなんで、長いもをたんざく切りにし、甘酒といっしょにいただき

ました。長いもを切る人、焼く人、のりを巻く人、そして甘酒を温める人等、皆で手分け

して用意しました。しょうゆを少しつけたのり巻長いもは、とても美昧しく出来上がり

ました。

ほほえみ呉デイケア

「バレンタイン」
2月といえば、バレンタイン。最近では自分の為に甘いモノを食べるようです。そこで

呉デイケアでは、コロナ禍で普段から頑張っている皆様で、自分自身へのご褒美に

ケーキのデコレーションをしました。キレイに飾り付けをする方、ガマン出来ずにすぐ

に食べてしまう方など、さまざまです。最後に旬のイチゴを飾って出来上がり。いつの

時代もイチゴは大人気ですね。たくさん笑っていっぱい食べて大満足の1日でした。

また“旬＂のモノを食べましょうねっ。

ほほえみ呉東

「節分会」
2月13日（土）、ほほえみ呉東では行事「節分会」を行いました。まず一つ目のゲームはフェルトで
作成した恵方巻をご利用者様にお盆の上で本物の様に作っていただき、食べるポーズの写真を
撮るまでのタイムをチーム毎に競うゲームです。作り方に個性が見られ、ゆっくり丁寧に巻く方、
慌てて具材がはみ出る方などと様々な恵方巻が出来上がりました。皆様「あー」と言いながら大
きな口で恵方巻を食べられ、まるで本物を食べているかの様な表情でした。二つ目のゲームは
カゴからカゴヘ棒を使って物を送るというゲームです。バスタオル、輪、サランラップの芯を送っ
ていただきましたが、なかなかコツを掴めず、悪戦苦闘されながらも皆様楽しそうに参加されて
いました。最後のゲームは赤鬼と青鬼に登場してもらい、鬼の背中に付いているカゴに玉入れを
行いました。玉入れ終了後には、赤鬼と青鬼に玉を投げ皆で「鬼は外、福は内」と叫び、見事鬼退
治成功となりました。季節を感じながら楽しんでいただき、ご利用者様の笑顔に包まれた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 
「節分にちなんで」
暦の上では、もう立春。何でも、立春とは、国立天文台の観測によって、太陽黄経が315

度になった瞬間が、扁する日のことだそうで、 1984年の2月4日以来、37年ぶりに節

分（立春の前日）が2月3日から2月2日に変動しました。そして江戸時代までは、大みそ

か的な日で、鬼を追い払う行事は、「鬼やらい」という宮廷の行事が発祥らしいです。ほ

ほえみ呉中央でも、それにちなみ、鬼の扮装をしたスタッフに紅白の玉を投げたり、又、

別のフロアでは、鬼に扮したスタッフが持って回る的に3回お手玉を投げ、合計点を競

うゲームをしたりと楽しみました。的は、輪投げの得点ボードのように1~9まで数字が

あって、それが得点となります。優勝者4名の方には、梅の絵のカードを贈り、とても喜

んでいただけました。鬼に玉を投げたフロアでも、「当たったら気の毒な」「大丈夫。鬼で

すから思い切り投げてください」「ほうお？じやあ行くよ、ほれっ」「わっ当たった」と、くす

くす笑いと歓声があがり、ほっこりしたひと時を過ごしていただけたようでした。

ほほえみ呉安浦 j 
「節分恵方巻きを作ろう会」
2月は節分、季節の区切り、邪を祓い皆様の健康を願って恵方巻き作りに挑戦しました。

まきすと海苔の裏表を確認し、酢飯を均ーに敷き詰めるのですがこれがちょっと難し

い。皆様の口数も減り手元に集中しているのが伝わってきます。昔のことを思い出され

たのか段々と手際が良くなっていきます。「昔はねぇ、よう作りようたんよ」とつぶやきな

がら…。具材は七福神を模して7種類（アナコ·きゅうり•人参カニカマかんぴょう厚焼
き玉子桜でんぶ）彩りよく並べたあと呼吸を整え一気に巻きあげ、仕上げにギュギュっ

と形を整えたら、それはそれは見事な恵方巻き（太巻き）が出来上がりました。あとは今

年の恵方（南南東）に向かって丸かぶり！なのですが私は心配しておりました。この皆様

の口よりも大きい恵方巻き、海苔が喉に詰まるんじゃないか、大口開けたら入れ歯がカ

パカパはすれるんじゃないかと。……杞憂でした。皆様とても上手に丸かぶり、ペロリと

1本丸こと完食されました。これで今年も1年元気で過こせそうです。コロナに負けす

頑張りましょうねl

ほほえみつばき 」
「節分祭」
まだ、厳しい寒さが続いています。ほほえみつばきでは、コロナに負

けるな節分祭を行いました。鬼に扮したスタッフが登場。一斉に豆を

投げます。「鬼は外、福は内」と何回も言われ、「これはかなわん」と言

い、さすがの鬼も退散していきました。鬼が退散した後、福の神の登

場です。福の神の持ってきたクーキを食べて一年の無病息災を祈り

ました。

ほほえみ広国際通り 」
「節分祭」
2月7日(El)ほほえみ広国際適りでは、節分祭を行いました。無病息

災を祈り、福を呼ぶお多福を作りました。厄除けの柊鰯福豆の入った

マス・顔のパーツを貼って完成です。完成したお多福を見て思わす

笑ってしまった方や、「可愛い顔になったね」「あんたに似とるよ」と話

される声が聞かれました。邪気を祓い‘‘福は内’'と。新しい年が笑顔で

安心して暮らせる年になりますように。

(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

「バレンタイン」
ほほえみ呉蔵本通りでは、2月16日（火）バレンタインを楽しむ会を行

いました。可愛くラッピングしたチョコとプリンをこ入居者様にプレゼ

ントさせていただきました。皆様、すごく喜ばれていました。お渡しした

時間が昼食前だった為、昼食後に食べられる方や「おやつの時間に食

べるわ」と美味しいモノは後回しにされるこ入居者様もおられ楽しい

一時を過ごしていただきました。早くコロナが終息してもっと大きい

規模の行事が出来る日常に戻ることを祈るばかりです。

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、定期的に「脳トレ教室」を開催しております。

楽しみながら「ゲーム感覚」で気軽に行える脳の体操メニューを沢山

用意し、実施しています。楽しく遊ぶ感覚で、普段使わない脳の一部を

使うことにより、脳の活性化を図り「認知症予防」や「気持ちの若返り」

を目指しています。

ほほえみ矢野

「節分祭」
2月、ほほえみ矢野では、各階にて節分祭を行いました。 1階では、ボーリング

のピンを鬼に見立て、ボーリングで鬼退治を行いました。コロナ禍の中、館内

でこ入居者様が集まり、身体を動かす事が少なくなっていたので、皆様とても

楽しんでおられました。次に豆に見立てたお手玉をこ入居者様が鬼に扮した

職員に力いっぱい豆を投げました。鬼たちが「痛い痛い」と言いながら走り回

る姿に皆様楽しそうに笑われてました。最後におやつで鬼の形をしたお鰻頭

を皆で美味しく食べました。今年も感染予防を徹底し、皆様に施設での生活を

楽しんでいただけるよう努めて参ります。

ほほえみ安芸路

「ささやかな雛祭り」
幾分コロナ感染者が少なくなってきていますが、未だ施設の中での大

きなレクリエーションが出来ない中で、ささやかですがケーキと飲み

物でカフェタイムをi甚能した後、手作りの雛飾りを皆様で作りました。

顔はこ自分で書き入れた為、りりしい顔、優しい顔、面白い顔等、色々

なお雛様の顔が出来上がりました。出来上がった雛飾りは、お部屋の

前にそれぞれ飾りました。

(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 
「節分気分」
ほほえみ広島西では、節分の日に毎年スタッフが鬼になり豆まきをして

盛り上がっていましたが、今年はコロナ禍のため豆まきは行いません

でした。その代わりに、恵方巻を食べたり、豆の代わりに甘納豆を食べ

たり、鬼の面をかぶって写真を撮る等、節分の気分を昧わってもらいま

した。甘納豆は好評で、皆様「おいしい！」と食べられ、「来年は鬼におも

いっきり豆を投げれるといいね」等と話しながら、楽しく過ごす事がで

きました。

ほほえみ井口 J 
「毎年恒例、豆まきでストレス発散！」
ほほえみ井口では毎年恒例の豆まきを行いました。但し感染対策として密にな

ることを避けるため、各ご入居者様で日時も分けて各々行いました。袋に入った

甘納豆を使用し、鬼役のスタッフに投げていただきました。目一杯の力を振り

絞って投げる人や、鬼のことを心配して優しく投げる人と色々ですが、皆様笑い

ながら楽しそうに投げている姿が印象的でした。思いっきり投げた方の中には、

後で鬼役のスタッフを気遣う場面も見られました。コロナ禍で大変な時期であ

りますが、今後も、スタッフー同可能な範囲で色々工夫して皆様に楽しんでいた

だけるようにしたいと思っておリます。

ほほえみみゆき 」
「節分」
今年の節分は2月2日！節分は2月3日と思っていた方もいらっしゃるの

ではないでしょうか。節分は立春の日の前日。季節の変わり目に起きや

すい災難や病気などを鬼に見立てて節分の豆まきが始まったそうで

す。今年は、それぞれのお部屋に鬼が出没する形になりましたが、おー

人おひとり、金棒と広告を丸め豆に見立て、力強く鬼にぶつけ鬼退治を

していただきました。年の数とはいきませんが、健康を祈願し、たまご

ボーロや甘納豆を召し上がっていただきました。

(5) 

てんとう虫と春の花
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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

ぃミツについて

ハチミツはハチ類が植物の花蜜から生成する物質です。ハチミツは、生成、収集、処理等の過程で、植

物、ハチ類、ちりなどの中の細菌によって汚染されることがあります。しかしハチミツには高い抗菌効果

があるため細菌が生存、繁殖することを防ぐ性質があると考えられています。日本国内で市販されてい

る純粋ハチミツに本当に抗菌効果があるのかどうかを実際に調べている研究論文がありました。この

研究結果は市販の純粋ハチミツの全てに抗菌効果がある訳ではないという意外な結論でした。その理

由はハチミツを製造する過程で溶解、混合、詰替などの加工工程で加熱処理が行われるため、ハチミッ

中の一部の酵素や抗菌成分が失活してしまった可能性が考えられるそうです。実際に抗菌効果が見ら

れたハチミツはマヌカハチミツ（マヌカの木から採れたハチミツ）でした。このマヌカハチミツには加熱

によって失活しないメチルグリオキサールという抗菌活性物質が含まれていました。このことから市販

のハチミツを抗菌目的で使用する場合には注意が必要です。
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貨こんにちは！ 株式会社千成です没

春の行事と言えば「桃の節句•ひな祭り」
/＼(‘ 

r11t -
、 ...,— 

雛祭りに登場する定番のちらし寿司。具に山のものや海のものをバランスよく入れて栄養バラン

スを調えます。すし飯の酢にはカルシウムの吸収を高める・疲れを取る・食欲を増進させる・防腐作

用などの優れた効能があり、栄養成分の吸収を高める働きにも優れています。

·······························································································································• 

千成では毎月1度「祝日」や施設ごとの行事に併せて「ちらし寿司」のご提供を行っております。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

日本には四季折々の年中行事があります。本来、年中行事は「神様を呼び、ご馳走を捧げる日」で、

「ハレの日」とも呼ばれ、食卓には普段にはないご馳走が並ぶ日でした。農耕民族であった日本人

にとって季節の変化は稲作を中心とする農耕手順の目安になるもの。その目安となる日に行事を

行い、収穫に感謝してきました。また、季節の変わり目は体調を崩しやすく、そのため季節の変わり

目に「ハレの日」というご馳走を食べる日を設け、体に栄養と休息を与えてきました。行事食は体調

を崩しやすい季節の変わり目を賢く乗り切る「食の知恵」でもあったようです。

(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。

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。


