
ご入居者さま・ご家族さま向け広報紙

グルーフR

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 



［ リモート面会・ガラス越し面会実施中 ］ 
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。
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ii iご入居者様とご家族様が顔を見ながらお話することで、 ' 
（ 卜4ト

．：［ お互いに安心できると、ご好評いただいております。 ：:1~
¥、... ‘‘‘‘ 

〔リモート面会 〕
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。

〔 ガラス越し面会 〕
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。

[:和直―〕
準備の為、予約制とさせていただきます。

事前に、「リモ＝ート面会希望」、もしくは「ガラス越し面会希望」

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) 
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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

「体力測定」
これから訪れる暑い夏に備えて少しでも部屋の中で涼しさを感じていただこうと午前はミ
ニボトル水族館を作っていただきました。ミニボトルの中に砂利・小石・小枝・浮き草を入
れ、両面プリントされた熱帯魚シールを中に貼リつけて水を入れると不思議に熱帯魚が浮
いて泳いでいるように見え、なかなか好評でした。午後からは、ご利用者様もストレスが溜
まってきていると思い、今回久しぶりに体力測定を行ってみました。コロナ感染予防のため
肺活量測定は中止し、身長・体重・血圧・握カ・ボール投げを測定。皆様張り切っていました
が、身長がどうにも納得できず、「そんなに低かった？」と不振顔。他者から「歳をとるごとに
背は縮むんよ～！！」の言葉に何げに納得できた様子でした（笑）これからも暫くはさまざま
な制限が求められますが、ご利用者様がいかに蜜にならず、大きな声を出さなくても楽し
んでいただけるレクリエーション内容をスタッフ全員で考えながら乗り切っていきたいと
思っています。

ほほえみ呉デイサービス6F

「茶摘み体験で初夏を楽しむ」
5月10日行事「茶摘み体験で初夏を楽しむ」を行いました。午前は子供の日・ちまきと

2チームに分かれ茶摘みゲームを行いました。茶摘み姉さんになったスタッフが登場

し、ご利用者様と一緒に笑いながら楽しくゲームに参加され、ちまきチームが勝ち。負

けたチームも笑顔で終える事が出来ました。午後はお茶の飲み比べ。スタッフが玄米

茶・ごぽう茶・ジャスミン茶それぞれのお茶の説明をし、最初に玄米茶、次はごぼう茶、

ジャスミン茶と飲み「香りがいいね」「おいしいね」「これはちょっと苦手」と言いながら

匂いをかいだり賞昧されていました。一番人気は玄米茶でした。最後にお菓子売り姉

さんになったスタッフがくずもちを配り、それぞれ気にいられたお茶で食べていただ

き楽しい1日となりました。

ほほえみ呉デイケア

「鯉の季節を楽しむ会」
5月に入りました。端午の節句もある、鯉の季節です。都会ではマンション暮らしも多

く、鯉のぼりが空を泳ぐ風景はなかなか見られなくなリましたが、代わリに「かぶと」の

人気が高いと聞きます。なので、季節の思い出になる「かぶと」を折ってみました。も

ちろん、頭にかぶれるサイズですので、刀を手にとると、ちょっと強くなったような気分

になるものです。まあ、とっても楽しそうですけどね。そしておやつには、カープのも

みじまんじゅうをご用意。甘いものを食べることによるささやかな幸せをかみしめな

がら、今年一年の健康とカープの勝利を願うのでした。

ほほえみ呉東

「皐月会」
5月8日（士）ほほえみ呉束では「皐月会」を行いました。ご利用者様に楽しんでいただけるよう、
2チームに分かれてゲームを行いました。 1回戦目は、鯉のぼりすくいゲームをしました。画用紙
で作成した鯉のぼりを、フオークやストローですくいお皿に入れ、早くすくい終わったチームの
勝利です。まずフオークで1匹ずつすくっていただきました。2回目はストローを使ってすくって
いただきました。フオークよリ難しかった様で、鯉が飛び床に落ちたり等、苦戦される方も何人
か見られました。チーム内で励まし合う言葉や声援も聞こえ、鯉のぼりすくいは同点で終わりま
した。2回戦目は、でこぼこサッカーをしました。床を棒やタオルを使用し、でこぼこになった溝
の部分に点数を付け、蹴った時に止まった部分の点数を合計し、多かったチームの勝利となりま
す。ゲームを通して、ご利用者様だけでなく職員も一緒に盛り上がる行事となり、皆様の笑顔が
見られ良い1日となりました。
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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。

※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 
「思わすキュンとしてしまいました」
今年は、桜やツッジの見頃も3週間近く早くて、遂に先日、梅雨入りまでしてし

まいましたね。ですが、それまでは若葉が目にしみる、雲ひとつない空を見上

げる日々もありました。5月の呉中央のテーマは「端午の節句」と「母の日」で

す。大きな色画用紙に描いた鯉に、合間を縫って、色紙で、鯉やカブトを折って

いただいていたものを模様のように貼りつけて、 1枚のタペストリーを作成し

たフロアと、個々にお好きな柄を貼って「マイ鯉」を作られたフロア。それから

女性のこ入所者様には、こ家族の代わりにはなれませんが、カーネーションを

お渡ししました。男性のこ入所者様には、新聞紙で作ったカブトです。頭にかぶ

られたり、ぎゅっと手に握られたりしたまま過ごされているのを拝見して、こち

らも思わまキュンとしてしまいました。

ほほえみ呉安浦 j 
「誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、 5月 12日に「誕生日会」を開きました。今月は、

誕生日のこ入居者様が3人いました。こ入居者様たちからお祝いの言

葉を言われると、イ可度も「ありがとう」と言われ、とても喜ばれていまし

た。おやつには、つぼやのケーキを出しました。「おいしい」と言いなが

ら食べられ、とても幸せそうでした。

ほほえみつばき 」
「母の日祭り」
梅雨の季節が近づいてきました。ジメジメして蒸し暑く、こ利用者様、コロナだ

けでなく脱水にも気を付けてまいります。ほほえみつばきでは母の日祭りを

行いました。この日は母の日という事も有り、こ利用者様に日頃の感謝を込め

てカーネーションを一人ひとりに贈りました。勿論男性も。「カーネーション

貰ったのは久しぶり」「いろいろな色があるね」と言われ大変喜ばれました。そ

の後はケーキを食べます。皆様思いおもいのケーキを選んで「チョコレート

ケーキ美味しかった」「私のプリン、フルーツがのっていて美味しかったよ」と

言われ楽しい行事になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「鯉のぽりを作ろう」
去る5/16（日）ほほえみ広国際適りでは‘‘端午の節句’'にちなんで“鯉のぼり

を作ろう’'と題し、ご入居者様には小さい鯉のぼりにウロコを貼っていただき

ました。「どんな風にしようか？」など悩まれる場面も見られ、頭と手先を使った

作業となりました。大きい鯉のぼりには手形のウロコを貼り、各フロアに飾り

ました。茶話会では緑茶と水まんじゅうを用意し、皆様あっという間に完食さ

れ、「美味しかった～」「まだ食べられるわ～」など終始笑顔で過こされました。

(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。
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※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

「母の日」
5月8日呉蔵本通りでは1日早く日頃の感謝の気持ちを込めてこ利用

者様l人ひとりにカーネーションをプレゼントさせていただきました。

カーネーションと聞いてこ利用者様の顔がピンク色になられ、満面の

笑みで「キレイな花じゃね。ありがとう」とおっしゃられました。こ利用者

様の笑顔がみられて幸せな1日でした。これからもこ利用者様の笑顔

が絶えない様、職員ー同頑張っていこうと思います。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「祝！百寿！」
5月、こ入居者様が百寿を迎えられました。職員から、お祝いメッセー

ジとお顔イラストが入った手作りの寄せ書き色紙をプレゼントさせて

いただき、とても素敵な笑顔で喜んでいただきました。いつも優しい

笑顔に元気をいただいております。これからもお元気にお過こしいた

だけるお手伝いを一生懸命させていただきます。 700歳、心よりお慶

び申し上げます。誠におめでとうこざいます。

ほほえみ矢野

「お誕生日会」
5月、ほほえみ矢野では、全国的なコロナの感染拡大また、広島県にも緊急事

態宣言が発令されたので、この度の行事は、残念ながら中止とさせていただ

きました。今月は、4名の方がお誕生日を迎えられました。毎月のように盛大に

お誕生日会をすることは出来ませんが、個別にささやかなお祝いをさせてい

ただきました。そして、皆様には、行事の後に食べていただ＜予定だったおや

つを食べていただきました。早く今の状況が落ち着きまた、以前のように皆

で盛大な行事を行いたいです。

ほほえみ安芸路

「コロナ禍の施設の中で」
コロナ感染予防でこ入居者様がこ家族様との面会を果たせなくなり、

既に1年以上経っています。施設内のレクリエーション等も、密になる

という理由で中々行いづらく、こ入居者の皆様には色んな制約が生ま

れ、El々 の楽しみが本当に少なくなっています。そんな中、訪問鍼灸や

訪問美容でのひと時が、こ入居者様のとても楽しみな日課の一つに

なっているようです。やはり、美容と健康はいつの時代でも興味があ

る事には間違いないようですね。

B'ii,.i. 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

(4) 



| ↓まほえみ広島西 J 
「母の日」
ほほえみ広島西グループホームでは、母の日に口ごろの感謝をこめてカー

ネーションのお花をプレゼントしました。午後のお茶の時間にお花を飾り、

感謝の気持ちをメッセージカードに書いてケーキと一緒にお出ししました。

「かわいいカードね、ありがとう」「お花がきれい！ケーキおいしい」ととても喜

んでくださいました。広島西有料老人ホームでも、カーネーションをプレゼ

ントしました。お一人ずつ「いつもありがとうございます」と伝えながらお花

と一緒に写真を撮らせていただき、皆様「きれいなお花をありがとうね」と

につこり笑ってくださいました。

ほほえみ井口 J 
「5月です！カーネーションを咲かせましょう」
現在、緊急事態宣言の状況の為、ご入居者様各々居室にてペーパーフラワーエ

作を楽しんでいただきました。まず職員がペーパーフラワーの端をカットし、広

げるとカーネーションになるように準備しました。さてご‘入居者様は上手にお花

を咲かせておられるでしょうか？居室を伺ってみると、可愛いカーネーションが

咲いております。薄いペーパーをゆっくりと丁寧に広げてくださり、ふんわりと

赤やピンクのカーネーションが花開いています。咲かせたお花は、少しでもお慰

めになればと、各居室に飾らせていただいております。早くコロナ禍が終了し、

皆様がフロアーで楽しんでいただける日が早く来ることを祈るばかリです。

ほほえみみゆき 」
「5月5日 こどもの日」
5月5日はこどもの日。5月人形の鎧や兜は、厄災から身を守り、武士のようにた

くましく育ってほしいという願いが込められているそうです。皆様、もちろん子

どもではありませんが、このコロナ禍をどうかお元気で乗り越えていただきた

いと願いを込めて、兜、5月人形を作成しました。皆様、「上手にできたね～」「か

わいらしい鯉のぼりだねぇ」と笑顔で楽しんでくださり、昔に思いをはせ、季節を

感じていただきました。

(5) 
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ほほえみ
長寿の秘訣 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

'フェインについて1

前回、日本でカフェインの一日摂取許容量(AD|）は設定されていない事をお伝えしました。では

「コーヒーや栄養ドリンクをいくら飲んでも問題無いのか？」というとそうではありません。日本中

毒学会の調査によると20l l年度から5年間に少なくとも lO l人が救急搬送されて7人は心停

止となり3人が死亡しています。心停止になった7人はいすれもカフェインを6g以上摂っている

事が明らかになりました。心停止した人のカフェイン6gはコーヒーに換算するとどの位の量にな

るのか計算してみましょう。インスタントコーヒー2gを使用した場合、コーヒー一杯に約80mgの

カフェインが含まれています。 6g=6000mgなので心停止になった7人はインスタントコーヒー

で換算すると75杯(6000mg只80mg=75杯）を飲んでいた事になります。 75杯…。こんなに

コーヒーを飲めませんね。実は救急搬送された方の多くは眠気防止薬を服用した後にコーヒーや

エナジードリンクを合わせて飲んでいたのです。
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食中毒を予防しましょう！
今、世の中は新型コロナウイルスのことばかりではありますが、
毎年6月から9月にかけて、細菌が原因となる食中毒が多く発生しています。

なぜ、夏場に食中毒が増えるのか••その理由の一つが「高温多湿な環境」です。食中毒を引き起
こす細菌の多くは、室温（約20度）で活発に増殖し始め、人間の体温ぐらいの温度で増殖のス

ピードが最も速くなります。また、細菌の多くはジメっとした湿気を好むため、湿度も高くなる梅

雨頃から食中毒が増え始めます。

そしてもう一つの理由は、夏バテなどによる私達の体の「抵抗力の低下」です。細菌が少量であ

れば、食しても胃液により殺菌されて発病はしませんが、多量の水分補給で胃酸が薄まってる場
合には殺菌効果が低下し発病する可能性が高くなります。

①
つ
け
な
い

食中毒予防の三原則

原材料は清潔なものを使用し、
施設・設備は清潔に保ち、調理・
加工は清潔な器具を使用する。

②
増
や
さ
な
い

調理・加工は迅速に行い、計画的な
仕入・先入先出を行い、設備は能力
に応じた調理・加工をする。また、冷
却をして細菌の活動を抑える。

R
殺
す

加熱をして、細菌を死滅
させる。

(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
〒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。

ほほえみ有料老人ホーム
みゆき［住宅型］｀ ■入居定員／38名l ■入居対象者／要介護の認定を受けている方。

膏皇ェ 経管栄養可。

1• • 11 ターミナルケア（終未ケア）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。
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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。
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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。

総施設慨要

■診療所 2カ所

■老人保健施設 1施設（定昌88名）
■有料老人ホーム 11施設（定員562名）
■グ）レープホーム 2施設（定負36名）
■高齢者専用賃貸住宅 1施設(20室）

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。
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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。




