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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。）

lほほえみグループ
Ill 



［ 令和三年度ほほえみグループ入社式 〕
令和3年4月1日、新入社員を迎える「ほほえみグループ」

入社式を執り行いました。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、例年よりも参加

人数を制限し、時間を短縮して進行を行うなど、感染対策を

徹底いたしました。

新入社員は、緊張した面持ちながらも、明る＜元気に邁進

しようという強い意気込みが感じられました。

全職員が新入社員をサポートし一日も早くご利用者様を

「ほほえみ」いっぱいに出来る職員に育ててまいりますので、

引き続きご指導ご鞭撻の程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

「謝恩会」
開花宣言も今年は広島県が一番に発表され、すぐそこまで春が近づいてきています。

そんなぽかぽか陽気の日、ご利用者様に日頃の感謝の気持ちを伝えようということ

で、謝恩会を開催しました。午前中はその謝恩会で食すいちごミルクレープを皆で作

りました。春らしいピンク色のミルフィーユが完成です。午後からはスタッフがそれぞ

れペアを組み、デュエットを皆様に披露しましたが、見事な仮装ぶりに飲みものを吹き

出しそうになるくらいで、手をたたきながら大笑いしていました。「ここのスタッフは芸

人が多いねぇ…・」との声を頂き、中には「毎月やってぇや～↑ ↑」と嬉しいのか大変な

のかわかりませんが、とりあえず大好評だったようです。この勢いで来月の行事も頑

張リま～す〇

ほほえみ呉デイサービス6F

「健康•美容雛祭り」
春も近づく3月3日（水）、どこにも行けない気分を晴らそうと心身を磨く「健康・美容雛祭り」を行

いました。午前中は、フルーティなパルフェを手作りしました。一人ひとリに、密閉できるビニール

袋を用意し、その中で、牛乳や、フルーツ等を手でモミモミして混ぜ、器に食材を層になるよう

に入れていき、一番上に、真っ赤なイチゴをトッピングしました。「これ、何ができるんじゃろう？」と

不思議そうにされていた方も、イチゴをのせたとたん「あっ！！パフェじゃろー！！」と言われ、とても

嬉しそうにされていました。午後からは、‘‘リフレッシュ、アンチェイジング＂をテーマに、フェイ

シャルマッサージや、蒸しタオルでのフットケアマッサージ等を、体験していただきました。皆様

から、気持ち良いからまたして欲しい等のお声をいただき、たいへん好評でした。最後に、皆で

作った幸せの青いリボンを髪に飾り、記念撮影しておわりました。皆様、素敵な笑顔で写真にお

さまりました。

ほほえみ呉デイケア

「3月度お楽しみ会」
3月になり少しずつ春を感じる今日この頃、呉デイケアでは、3月度お楽しみ会を行い

ました。午前中は「メロンカップ釣りゲーム」を行いました。4チームに分かれ、磁石の

ついた釣り竿を持って、ご利用者の皆様準備万端！さあ始まりです。上手に早くメロン

カップを釣って競い合ってもらいました。午後からはおやつの「フルーチェ作り」です。

ボールの中に、イチゴのフルーチェと牛乳を入れ、手際良くお玉やスプーンでまぜて

お皿についだ後、ウエハースをのせて完成です。ご利用者の皆様、カルピスウオー

夕ーを飲みながらイチゴのフルーチェを食べて、おいしい！おいしいねぇ～と会話も弾

み、笑顔の花が咲き、楽しい春のひとときを過ごしていただきました。

ほほえみ呉東

「弥生会」
3月13日（土）ほほえみ呉東では行事「弥生会」を行いました。フオトフレームを制作する計画で、

フレームに入れる写真を「00さん→は一い」と点呼の度に「笑顔でね」を合言葉に1人ずつ撮っ

ていきました。続いて制作に入ります。まずはフレームに貼る紙ナプキン選びです。「私はこれが

好き」「これが綺麗じゃわ」と皆様思いおもいの柄を選ばれました。思ったように、フレームに貼り

つけができないと「うまい車いかんの～」「どうしょうかしら」等の声があがります。職員がヘルプ

に入り、作業は進んでいきました。普段、あまり見る事のないような真剣な表清で一生懸命制作

され最後にナプキンを貼ったフレームに、飾り付けをして完成です。「え～がいとできたのう」

「もう一つじゃね」等の色々 な声が聞かれましたが、「後日、写真を入れてからのお楽しみじゃね」

の言葉に皆様、納得され、あっという間に時間がすぎていきました。午後には、おひなまつリケー

キを召しあがられて、とても充実した楽しい時間を過ごす事ができました。

(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 
「三寒四温しながら季節は春へ」
立春頃から呉中央には7段の雛飾りをしていて、リハビリや入浴時のこ入所

者様の目が少しでも和んでいただけたら、と願っています。昼食の献立もちら

し寿司にして、桃の節句を食からも感じていただきました。今月は、男性スタッ

フ2名で企画し、お皿（ペーパー）に折り紙で、一対の雛を飾りました。60名近

くに一対折っているところを想像すると、ちょっと口元が緩みますね。お好み

の色を選んでもらって顔を描いて貼つていくところはこ入所者様に。事前準

備は、制作ものでは特に欠かせません。誕生月の方の紹介を行いました。

「ハッピーバースディ」の歌に手拍子を入れてお祝いしました。

ほほえみ呉安浦 j 
「餃子を作って楽しもう会」
ほほえみ呉安浦では、3月1日（月）に「餃子を作って楽しもう会」を開催しました。今現
在も、コロナウイルスの影響でこ家族様との面会が難しく、外出もままならない状況が

続いています。そんな中で、感染対策を行いながら楽しく元気に過こしていただけるよ

うに、ご利用者様と職員ー同で手分けをして餃子作りを行いました。みじん切り器を使

用してキャベツをみじん切りにしていただくと「これ、面白いね～！」と楽しそうな笑顔が
こぼれました。職員と一緒に餃子包み器で餃子を包む時は、和やかな雰囲気ながらも

皆様集中して作業をされ、あっという間に沢山の餃子が完成しました。全て包み終わっ

た後も「もう包むものはないの？」と意欲的なこ様子！笑顔あふれる楽しいひとときを過
こしていただくことができました。作った餃子を夕食に召し上がっていただき盛況に会

は終了しました。今後もできる限りの感染対策を行いながら、皆様に健やかに楽しく過
こしていただけるよう、職員ー同力を合わせて努めてまいりたいと思います。

ほほえみつばき 」
「ひな祭り」
日が昇る時間も長くなり日差しも暖かく春を感じる季節になってきました。ほ

ほえみつばきではひな祭りを行いました。雛人形の前で記念撮影。「可愛い人

形だね」皆様いい顔でパシャリ。「昔を思い出すね、子供にしてあげたわ」その

後は皆で艘頭を食べて、甘酒を飲みました。艘頭は花の形をしていたので「食

べるのがもったいない」と言われ鑑賞しつつお腹と心が満たされたひな祭り

になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「桃の節句」
3月の行事といえば桃の節句ですが、女の子の健やかな成長と健康を願う行

事です。皆様の「健康」を願って和風ちよ紙で作ったおびなとめびなに、それ

ぞれ顔を描いて壁飾りを作りました。顔を描くのに戸惑う方や描くのが好き

な方もおられ、個性豊かな可愛いおひなさまができました。茶話会では、生ク

リームとあんこといちこジャムがのった、めすらしい甘酒プリンを召し上がっ

ていただきました。大好評で皆様喜んでいただき、あっという間に完食でし

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

「ひな祭り」
3月3日、呉蔵本通りではひな祭りをしました。少し早いですが、テーブルを桜

の花で飾り付けをし、桜の葉が練り込まれたおまんじゅうをお配りさせていた

だきました。皆様「桜がきれいで良いわね」「見に行かれんから見れてよかった

」と喜ばれた様子でした。おまんじゅうも「めすらしいわね、おいしいわ」と満面

の笑みが見られました。来年は外へ桜が見に行けるようになりますように。コ

ロナにも負けないようにがんばっていきましょう！

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「ひな祭りを兼ねてデザートバイキング」
ラポルトほほえみでは、ひな祭りを兼ねてデザートバイキングを行いました！

おいしいケーキ、和菓子にフルーツ！皆様ニコニコ、いい笑顔でした！ひな祭

りは、古くは「檄れを払う」ための儀式でしたが、時代の流れとともに、「春を

祝う」「女子の健やかな成長を願う」儀式へと成長してきたそうです。こ入居

者様達は、思い出話にも花が咲き、和やかなひと時をお過こしいただけまし

た。日こ日こ日差しが温もり、春の訪れを感じる今日この頃。一日も早い春の

訪れを願った「ひな祭り」行事でした。

ほほえみ矢野

「ひな祭り会」
3月、ほほえみ矢野では、各階でひな祭り会を行いました。2階では、皆様

に春を感じていただこうと紙芝居「はなさかじいさん」を見ていただきま

した。皆様、久しぶりに見たので、話を忘れている方もいて、思い出せて良

かったとの声もありました。次にゲームでは「枯れ木に花を咲かせましょう

」の掛け声で、皆様と一緒に作成した的にボールを投げ入れる、玉入れ

ゲームを行いました。ほとんどの方が上手にボールを入れることが出来ま

した。最後にお内裏様とお雛様の形をした和菓子を食べられとても楽しい

一日となりました。

ほほえみ安芸路

「安芸路に桜が咲きました」
コロナ禍でお花見もこ法度のこ時世ですが、それではあまりに残念な

ので、少しはお花見気分を味わおうと、施設内で皆様スタッフが一緒

に桜の木を作り桜を飾り付け、施設の中で桜が満開に咲いてます。皆

様キャッキャと童心に帰り、楽しそうに安芸路に桜の花を咲かせてくだ

さいました。未だ外に出にくい状況下にありますが、施設内で何とかエ

夫を凝らして楽しめるよう頑張っています。

(4) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。



| ↓まほえみ広島西 J 
「ひな祭り」
ひな祭りにちなんで、ほほえみ広島西グループホームでは昼食にちらし寿司と

桜もちを召し上がっていただきました。職員手作りのきれいな彩のちらし寿司

を「きれいねー、おいしいねー」と大変喜ばれ、「桜もちもある！」と満面の笑顔に

なられました。広島西有料老人ホームでは、コロナ感染予防でしばらくできな

かった体操を行い、皆様ひさしぶりに歌に合わせて体を動かしリフレッシュされ

ました。その後、桜まんじゅうをお出しすると「今日何の日？ひな祭りだね」と大喜

びされ、和やかな雰囲気で完食されました。

ほほえみ井口 J 
「春の琴、音色ふれあい体験」
ようやく桜の花もほころび始める季節となりました。ほほえみ井口では、ご入居

者様に華やかな春の訪れを感じていただきたく、琴の音色を聴き楽しんでいた

だく「春の琴、音色ふれあい体験」を開催いたしました。琴の演奏は職員が行い

ました。本来ならば、皆様ー同にお集まりいただき楽しんでいただきたかったの

ですが、新型コロナウイルス対策として、皆様には別々の時間にフロアーヘ来

ていただき琴の音色を楽しんでいただきました。「故郷」「さくらさくら」等、馴染

み深い曲を琴で奏でる度に「あっ！この歌知っているよ」と、リズムを取って楽しま

れる方もおられました。日頃なかなか生演奏で聴くことの出来ない琴を聴け、中

には実際に弦に触れてみられる方もおられ、皆様笑顔がはじけ大変お喜びにな

られました。

ほほえみみゆき 」
「ひな祭り」
3月3日ひな祭り、今年も1階ロビーにご入居者様手作りの本格的な雛

人形を飾らせていただきました。皆様、前を通るときに、「あら、綺麗

ねー」と喜んでいただいています。また、ペーパークラフトでもお雛様

を作り、手に持って一緒にお雛様気分で写真を撮っていただきました。

皆様とても素敵な笑顔で春を感じていただきました。

(5) 
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£ 

ほほえみ
長寿の秘訣

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 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.62 ~竺？レロン酸について
ヒアルロン酸は人だけでなくあらゆる哺乳動物の皮膚や目の硝子

体、胴帯（へその緒）、関節の滑液に存在しています。圏1のようにヒア

ルロン酸は二糖の単位が繰り返し結合することでできる直鎖状の高

分子です。薬に使われるヒアルロン酸は、鶏冠から抽出されたり乳酸

菌や連鎖球菌から人工的に作られています。変形性膝関節症の治療

として膝にヒアルロン酸の注射をされることがありますね。この治療

方法は米国食品医薬品局(FDA)にも承認されていますが効果には

個人差があります。ヒアルロン酸による治療によって、関節のこわばり Iii

のわすかな改善や疼痛の緩和が一部報告されていますが、常に同じ

効果が出るとは限りません。
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貨こんにちは！株式会社千成です没

疇琺頁詞頸窃0））
スーパーの店頭に甘く香るイチゴを見かけるようになりました。

今回は「イチゴ」について取り上げてみようと思います。

◆栄養
イチゴはビタミンCが豊富で風邪予防や美肌効果に期待できます。

また、血を作るビタミンといわれている「葉酸」も豊富に含まれてい

るので、貧血予防にも効果的。その他にも、整腸作用のある食物繊維

のペクチンや、高血圧に効果的なカリウム等も含まれています。

◆おいしい食べ方
イチゴの甘味は、先のとがった方が甘くなっています。先にヘタの方から口にして、後から先

の方を食べるとより甘く感じることができます。

◆選び方
イチゴのつぶつぶがくつきりしていて、へたが青くてくるんと反り返っている元気なものが

良いでしょう。また、表面には傷がなく、ツヤのあるものを選びましょう。

•. ◆保存方法
イチゴは水洗いすると果皮が弱るため、食べる直前に洗いましょう。日持ちするものではない

為、なるべく購入した当日に食べるのをおすすめします。冷蔵庫に入れて保存する際の注意点

としては、ラップに包むかビニール袋に入れると良いでしょう。（新鮮なものなら2~3日は持ち

ますよ！）また、大量に余る時はレモン汁と砂糖を加えて煮て、ジャムにすると、長期保存できま

す。とはいえ、やはりビタミンCを多くとるには、新鮮なものを生で食べるのが一番です。

(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。
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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。


