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ほほえみこ グループ

高齢者医療と介護

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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3年経過スタッフ

｀ 五⑰上にも 攻年頑張り巷しを賞` ¢
ほほえみグループでは、高校・大学・専門学校を卒業、新社会人として、

ほほえみグループに入社以来、 3年間にわたり日夜業務に精励された

職員に感謝の意を込めて表彰させていただいております。

職場の先輩方や周りの方々の支えで3年間楽しく

働くことが出来ました

入社して3年が経ったことに驚いています。

これまでたくさんの知識や技術を学べました。

つらいこともありましたが、職場の先輩方や

周りの方々の支えがあったので3年間楽しく

働くことが出来ました。これからも日々努力し、

一生懸命頑張りたいです。 ほほえみ有料老人ホーム広国際通り

亀樋夏美

「ありがとう」「またお願いねJと言われると

とても嬉しく頑張ることができます

介護老人保健施設ほほえみ呉中央

大草唯

入社して3年が経ち、介護の仕事にはやりがい

があり、人から感謝されることが多く、辛いこと

もありますが、「ありがとう」「またお願いね」と

言われるととても嬉しく頑張ることができます。

高校卒業後、何もわからないまま介護の仕事に

就き、少し心に余裕を持って業務できるように

なってきました。業務を振り返りながら新人の

頃に教えていただいたことを忘れすに丁寧に

仕事をしていきたいと思います。

(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

「春のお茶会」
あっという間に四月も中旬に入り暖かい日が続く中、今月の行事は「端午の節句」にちなんで午
前は兜リースを作っていただきました。端午の節句の由来には、急に暑くなるこの時期に病気や
災厄を避けるための行事が行なわれていた…とあり、ご利用者様がこれからもすっと病気をせ
すお元気で通所していただけるように心を込めて、細かい部分はお手伝いさせていただきなが
ら一緒に作っていきました。細かい作業に苦戦しながらも完成すると、「かわいいのが出来た～、
玄関に飾ろう！」と嬉しそうでした。午後からは、コロナ禍でなかなか外出ができま気分も落ち込
みそうなので、少しでも気分が晴れるよう「春のお茶会」と題し、施設内でお花見気分を味わって
いただきました。お茶の師範をされていたこ利用者様にお茶を点てていただき、床几台に腰を
かけゆっくりとお抹茶を嗜んでいただきました。お抹茶に添えるお菓子としては桜どらやきを選
び、お上品にゆっくりと食していただこうと思ったのですが、皆様あっという閻にペロリと平らげ
て満足そう。今年もやはり花より団子！！…でした（笑）

ほほえみ呉デイサービス6F

「桜祭り」
4月13日（火）、「桜祭り」と題して、行事を行いました。午前中は、千代紙に押し花をレ

イアウトして貼り、ラミネートしてネームプレートを作りました。盛りだくさんに押し花

を貼ってコージャスにした方、色味を統一してシンプルにした方など、皆様個性を発揮

され、素敵な作品ができました。午後は、桜もち作りをしました。自分じぶんで、生地を

クレープ状に薄く伸ばして焼き、あんこを包んで桜の葉で巻いて、関東風桜もちので

き上がりです。その日のおやつは、できたての桜もちと桜茶でした。コップの中に広が

る一輪すつの桜の花に「ワー、桜が開いた。」と歓声が上がり、桜もちも「美味しい！」と

喜ばれていました。葉桜になってしまった時期に今一度、目と舌で桜を楽しんでいた

だくことができました。

ほほえみ呉デイケア

※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。

「花祭り」
4月14日（水）「花祭り」を行いました。午前中は「花すくい」。カラフルな紙の花をピン ，た

クのうちわですくってカゴに入れます。花を見ると「きれいじゃね」とすぐに笑顔になる

方も！机の上に花が広がると、スタートのかけ声よりはやく次々にカゴの中へ。後半は4

色の花をまとめてボール状にしたものを追加。「これは大きいね」「よいしょ、入れ」と皆

様しっかりと手を伸ばしていました。全部入ると、カゴの中は赤黄青ピンクのたくさ

んの花でいっぱいに！！楽しいゲームの時閻を過ごしました。午後からはタンバリンやマ

ラカスを鳴らしながら、春の歌を口すさみました。おやつは苺のスポンジケーキとオレ

ンジの紅茶。「いつもと違ったね」「おいしかったわ」と喜ばれていました。

ヽ

※頻写真は、了解を得て掲載させていただいております。

ほほえみ呉東

「お花見ドライブ」
4月3口（土）ほほえみ呉東では「お花見ドライブ」で、仁方の中筋公園に午前、午後の2班に分か

れて行きました。途中、仁方桟橋通りを満開の桜を観ながら通り、こ利用者の皆様から「きれい

じゃねー」「見事じゃねー」と歓喜の声があがっていました。公園に到眉するとこちらの桜はピー

クを過ぎていましたが、色分けして一列に並んだチューリップが入口で迎えてくれました。梅の

木の下で椅子に座り、花びらが風で舞い散る中、花を見ながら、お茶を飲み、お話をして楽しまれ

ました。施設に残られたご利用者様は「しだれ桜」を制作しました。ピンク系のお花紙をビニール

タイに数個結びそれをつなげてできる1本のしだれ桜をたくさん作り、木の枝に吊り下げます。

残念ながら完成には間に合いませんでしたが、皆様夢中になって取り組まれていました。後日、

完成したしだれ桜を窓辺に飾り、揺れるしだれ桜の様が春らしい光景となりました。コロナ禍で自

粛ムードの中、ささやかではありましたが、お花見気分を味わって有意義なl日となりました。 ※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

(2) 



ほほえみ呉中央 J 
「桜の花の和菓子と手作り花見団子で」
花の盛りもいつしか過ぎて、葉桜の季節を迎えました。El中は薄手の羽織ものですむよ
うになりましたが、やはり朝晩は花冷えが続いているようで、厚めのニットと膝かけが必
須アイテムという方が多いです。まだまだ、COVID-19の終息が見え酉桜を見に外へ
お連れすることができないので、呉中央では「施設内 お花見会」を実施しました。春の
歌に、桜の花の和菓子、水ようかん、抹茶。お花見弁当の昼食も出ました。「うわぁ0」と
皆様から歓声が。お品書きを飾っておられる方もいらっしゃいます。また、別のフロアで
は豆腐と片栗粉をボウルに入れて、ビニール手袋をはめた手で何度も何度もこね、お
花見団子を作りました。「昔は、よう作りよったよね」と、皆様何の戸惑いもなく、真剣な
表情でされていました。どちらも美味しく頂けたことでしょう。アクリル板のパーテー
ション越しに、にっこりティータイムを過こされる様子が目に浮かびます。来春こそは、
本物のお花見が叶うといいなぁ、桜の花びらの舞う中で日向ぼっこして頂けるといい
なぁと願っています。

ほほえみ呉安浦 j 
「食事を作ろう」
ほほえみ呉安浦では、4月15日に「食事を作ろう」を開きました。コロナで気

分転換になる外出や面会が出来ない為、寂しい思いをしながら過こす日々が

続いています。たまには皆様に食事作りに参加してもらい、自分の作ったも

のをしっかり食べてもらう事にしました。昼食はカレー。玉ねぎ、じゃがいも、

人参．．皮むき、カットをお願いしました。「頑張ってやらないと昼食が出来な

いよ」と手を止めさせません。「昼こ飯、抜きにならないように頑張れー」と集

中してもらいます。それと同時に夕食のちらし寿しの準備にもかかります。こ

ほうのささがき、きぬさやのすじ取り…．皆様、嫌がらす料理作りを楽しんでい

ました。

ほほえみつばき 」
「花見茶会」
桜が綺麗な季節になりました。コロナウイルス感染症の影響で気軽にお花見

が出来ませんが、施設内で花見茶会を行いました。施設内に桜はないので造

花とスタッフの作った貼り絵で茶会を行います。「去年より雰囲気がでてる」と

スタッフが自画自賛。こ利用者様からも「雰囲気が出ていていいね」とお褒め

の言葉を頂きました。温かいお茶や珈琲、紅茶を選んで貰って洋菓子を食べ

ます。桜の歌が流れる中で雰囲気を味わいながら、「ゆっくり出来るね」「絵を

見ながら食べるのもいいね」と言われ好評を頂きました。

ほほえみ広国際通り 」
「射的ゲーム～季節編～」
ほほえみ広国際適りでは4月ll日に「射的ゲーム」を開催しました。新型コロ

ナウイルス感染対策として個人戦とし、3つの異なる大きさの風船に苺桜、

コロナウイルスの絵を描き、それぞれ2点、3点、5点の点数を付けてお一人

3回射っていただきました。合計得点の上位3名にはお花の景品をお渡ししま

した。皆様「どれに当てようか」と悩まれ、確実に当てやすい物を狙う方、的が

小さくても高得点を狙う方もいらっしゃり、見事的に的中すると「すこい～！」と

拍手も起こり、皆様それぞれ楽しまれたこ様子です。茶話会では旬の食材で

ある桜を使用したプリンを提供し、美味しそうに召し上がっていました。

(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

「お花見料理で食事会」
コロナ禍で家族との面会もままならない自粛生活が続く中、少しでも

楽しんでいただこうと、ささやかではありますが、お花見料理で食事会

を行いました。久しぶりに食べるお寿司に舌鼓を打ちながらご入居者

の皆様に笑顔が戻ってきました。 1日も早くコロナが終息するようお

祈りします。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「お花見祭り」
ラポルトほほえみでは、4月ll日（日）「お花見祭り」を開催いたしまし

た。折り紙で小さなお花、大きなお花、いろいろな色で大きな桜をつく

りました。とても綺麗に出来上がり皆様もとても喜んでおられました。

お団子とお抹茶を準備しお花見を楽しみました。コロナ禍で色々工夫

しながらレクリエーションを皆様に楽しんでいただいております！

ほほえみ矢野

「お花見ツアー」
4月、ほほえみ矢野では、昨年からのコロナ禍の中、家族にも会えない、外にも

出られない、楽しい事もなかなか無い、そんなこ入居者様に何とか少しでも楽

しんでいただきたいと思い、お花見ツアーの行事を行いました。当日は生憎の

雨でしたが、昼食にはお花見弁当を食べていただきました。午後からは、職員

がバスガイドとなり、バスに乗った気分を味わっていただき、室内で春を感じ、

外出した様な体験をしていただきました。お花見ツアーの内容は、桜の映像を

プロジェクターで写し鑑賞し、歌に合わせて手話職員演奏によるウク凶レ、風

船送りゲーム等、色々な催し物を取り入れ楽しんでいただきました。バスツ

アーの締めくくりは、お士産としておやつのクレープとジュースを持って帰っ

ていただきました。少しは、気分の睛れた一日になったのではないでしょうか。

ほほえみ安芸路

「輪投げ大会」
ここ1年長引くコロナ禍で、施設内に閉じこもりのご入居者様ですが、その中

で何とか楽しんでいただこうと、密にならないよう気を配りながら行った輪投

げ大会。ピンや輪はペットボトルや紐で作った手作りです。勝負の事になると

いつも穏やかなこ入居者様も闘志を燃やされ、久しぶりに大変盛り上がりまし

た。運動不足気味の皆様には、よい息抜きになったと思いますが、早くコロナ

下の異常事態から抜け出したいものです。

(4) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。



| ↓まほえみ広島西 J 
「お花見」
ほほえみ広島西では、お天気の良い日に近くの川土手に桜を見に行き

ました。最近はコロナ対策のため外出の機会がなくなったので、こ入居

者様にはひさしぶりの外出となりました。満開のソメイヨシノや少し遅れ

て咲く八重桜など、とりどりの桜を眺めて「きれいねー、ひさしぶりに外

の風にあたって気持ちいいね」と大変喜ばれ、「元気がでてきたわ、あり

がとう」と素敵な笑顔を見せてくださいました。

ほほえみ井口 J 
「楽しく輪投げ」
4月なのでこ入居者の皆様そろってお花見のようなこともしたいなあという気

持ちもありましたが、このような状況でありますのでこ入居者様がそれぞれ楽し

めるようにと輪投げを行うことにしました。新型コロナウイルス感染症対策のた

め、日時をすらしてご入居者様お一人すつ行いました。手作りのペットボトルを

利用した的に、これまた手作りで作った輪を投げていただきました。近くの的に

向かって何度も投げられる方や遠くの的に挑戦する方、一度に何恒も輪を投げ

られる方と皆様それぞれの投げ方を楽しまれていました。的に入れば「やった！」

と大きな声を出したいところをぐっとこらえて、こ入居者様も職員も目で合図し

てにつこり。輪投げの後はお鰻頭や水羊羹をお楽しみいただき、楽しいひと時を

お過こしいただきました。

ほほえみみゆき 」
「お花見」
毎年のお花見散歩は、昨年より新型コロナウイルスの影響で中止させ

ていただいておりますが、ささやかながらお花見をしていただこうと施

設のロビーに桜を生けると「あら、桜！綺麗ね～」「だんこはないの？」「来

年はお花見に行けたらいいね～」と、皆様とても喜ばれ、ひと時ですが

春を楽しんでいただきました。

空に舞うこいのぼり
ヽ

ヽ
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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.63 Iカフェインについて

カフェインはコーヒーやカカオ豆、茶葉など60種類以上の植物の葉や種、果実に含まれていま

す。 1819年にドイツの化学者Friedlieb Ferdinand Runge （フリードリヒ•フェルナンドルン

ゲ）によって世界で初めてコーヒー豆からカフェインが分離されました。そこで彼はコーヒーに含

まれる化合物を意味するKaffein（カフェイン）という名前を付けました。「コーヒーや栄養ドリンク

は1日どの位飲んでも大丈夫なの？」という質問を私が受けることがあります。実はカフェインに

対する感受性は個人差が大きいので、健康に及ぼす影響を正確に評価する事は難しいのです。こ

のため、日本でカフェインの一日摂取量(AD|）は設定されていません。 (ADI :Acceptab I e 

Daily Intake→一日摂取許容量…人がある物質を一生涯にわたって毎日摂取し続けたとして

も健康への悪影響が無いと考えられる一日当たりの量）

|L四 B心祖令I 貨こんにちは！株式会社千成です没

暖かくなって 00C口っ虹

｀笠山菜がおいしい季節！
山菜というと下処理が大変…といったイメージもあるかもしれませんが、最近ではすでに処理のしてあ

る山菜も多く出回っています。ご家庭でお気軽に使える商品もありますので、季節の野菜をお料理に是

非使ってみましょう。今回はよく見かける山菜の栄養素をご紹介します。

＜笥（たけのこ）＞
カリウムが豊富に含まれています。カリウムには体内にた

まった塩分を体の外に出す役割があります。塩分を多く摂り

過ぎると高血圧やむくみの原因となるので予防の為にもカリ

ウムはしっかり摂りたいですね。

ぃ

羹鼻、
燦ヽ思1焦．＠
量診-
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＜蕗（ふき）＞

くここ‘み＞

ふきは筋張って食べにくいと思われる方も多いかもしれませ

んが食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維と言えば

便秘予防。よく噛んで食物繊維をしっかり摂りましょう。

こごみには不溶性食物繊維と呼ばれる食物繊維が豊富に含ま

れています。胃や腸の中で水分を吸収して大きく膨らみ、腸の

動きを活発にしてくれます。また、身体に有害な物質を吸着す

る性質があり、一緒に便として排出する働きもあります。
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山菜には主に食物繊維やビタミンが含まれており、体の調子を整えてくれる効果があります。

しかし、山菜はアクの強いものが多いので食べ過ぎると「吹き出物」などの原因となります。自分で処

理する時はあく抜きはしっかりと行い、摂り過ぎには気を付けて旬の食材を楽しんで下さいね。

(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
，，，● 

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。
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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。


