
ご入居者さま・ご家族さま向け広報紙

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 



新型コロナウイルスワクチン接種について

ほほえみグループでは、連携医療機関ほほえみ診療所において、ご入居者様には

『サテライト型接種施設」、職員には『連携型接種施設』として、希望者に新型コロナ

ウイルスワクチン接種を行っております。

下記2021年5月～6月の期間にワクチン接種した職員のデータでは、接種1回目では

「無症状か部位の腫れ痛み」又「軽症」が多くいた傾向がみられ、2回目では「発熱者」が

多少の増加傾向がみられましたが、重い症状が続く職員が出ることはありませんでした。

ほほえみグループ広島地区職員のワクチン接種 副反応結果
(2021年5月～6月）

一 一①無症状か

部位の腫れ痛み ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 112名 (47%) 54名 (23%)

②軽症．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 121名（51%) 125名 (52%)

［・筋肉痛・関節痛・頭痛・倦怠感・寒気•38℃未満の発熱 (1~2 日） 14名を含む ］ 
⑧発熱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5名 (2%)

［発熱38℃以上もしくは3日以上続く微熱］

軽症

51% 

一

(1) 

軽症
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59名 (25%)

一



※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

「夏祭り」
夏と言えば‘‘お祭り’'と言いたいところですが、まだまだコロナウイルスの感染に注意していかな

くてはいけません。しかし、その中でもどうにか季節感を昧わっていただきたいと思い、今回は

「夏祭り」と題し、蜜になるのを避けながら午前中は「金魚のタペストリー風壁飾り作り」午後から

は「盆踊り」と「射的」を行いました。金魚のタペストリー風壁飾り作りでは、木の棒に紐を結び間

隔を空けながら金魚を貼り付ける作業をしていただきました。細かい作業ではありましたが完成

品を眺めながら「可愛いのが出来た」「涼しそうでいいね！」と、満足そうな表清をされていました。

今年は雨が降り続き災害が発生し悲しいニュースが多い中、少しでも気分転換ができればとい

うことで、午後からは法被を着てハチマキをし、席の間隔を空けながら盆踊りを踊っていただき

ました。射的も皆様子供の頃に戻ったように集中して的を狙っていました。当たった数字で景吊

をプレゼント！！本当の狙いは景吊かも…（笑）

ほほえみ呉デイサービス6F

「夏と言えは？（盆踊り・スイカ割り）」
今回は東京オリンピックを真似て、聖火点灯から盆踊りをスタートさせました。『炭坑

節』 I束京音頭』が流れると、恥ずかしそうに照れていた方も輪の中に入り、提灯の下

で音楽に合わせ「掘って～掘って～ P」とスタッフと共に踊られていました。午後から

は、スタッフ手作りのスイカを置き、スイカ割りに挑戦。「えい！」と力強く棒を振り、当た

ると大喜び、外れても大笑いで盛リ上がりました。最後は本物の大きなスイカを順番

に割り、おやつで召し上がっていただきました。季節を感じ、とても楽しいひと時を過

ごすことができました。

ほほえみ呉デイケア

「『夏を楽しむ会』8/12（木）」
午前中は 「スイカ割り」今年は1人ずつ行い、マスクをつけているため目隠しはせず

に、思いおもいに楽しみました。スイカのビーチボールと紙風船が目の前にあると、自

然に手が伸び力強く叩かれていました。紙風船は、なかなか割れず何度も挑戦する方

もいれば、一匝で大きな音を立てて割る方もいました。どの方も、割れた時はとても

すっきりとした満足そうな様子でした。午後からは『ひまわりを持って写真撮影」。写真

の時はマスクを外してハイチーズ。ひまわりの花を気に入って「持たせて」と御自分か

ら言われ、にっこりとポーズをとる方もおられました。おやつは夏らしいあずき練乳

氷。「久しぶりに氷を食べた。うれしい」「おいしいよ。もう1個食べられるよ」と、とても

喜ばれていました。

ほほえみ呉東

「納涼会」
8月14日（土）納涼会を行いました。今月の行車は、ゲームを適して夏やお祭り気分を楽しんでい
ただきたいと考えました。最初にしたゲームは千本つりゲームです。夏を思わせる大好きであろ
うビールやうな重、金魚やかぶと虫等描いた紙に点数を書き糸をつけて大きな箱に吊るし一人
ひとり糸を引っ張ってもらい合計点を競いました。数少ないマイナス点を引き上げ「あ～」と声が
もれたり、高得点で歓声があがったりしていました。2番目にスイカ割ゲームをしました。テーブ
ルに置かれたとても作り物とは思えないリアルなスイカを一人ひとり棒で割っていきました。力
強くカッパーン！と割れる方、やさしーくスイカの形が変わらない方と、それぞれの特徴がよくで
ており笑いを誘っていました。3番目にそうめん流しゲームをしました。お菓子の箱に竹筒模様
を施し雰囲気をもたせた器に手作りそうめんや夏野菜をリレー式に運んでスピードを競いまし
た。ゴールでスタッフが割り箸を持って待ちかまえつかみあげて終了でしたが、つかみにくくコ
ロコロと床を転がる場面では笑いが起こっていました。最後に恒例の曲、九州炭坑節で盆踊りを
踊り終了しました。雨であいにくの天候ではありましたが楽しい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 
「かき氷とラジオ体操」
今月のほほえみ呉中央は、「ラジオ体操」と「かき氷祭り」を行いました。氷と
いう性質上、平素のおやつではメニューに載らないので、「ボタンを押すこと

で自動でかき氷ができる機械」を使って、補助のスタッフと共にこ利用者様こ

自身で氷を削っていただきました。ガリガリと氷が削られていく過程やシロッ

プの選択、冷たさと食感を楽しまれている方が多く、「おかわりは、ないん？」

「これ以上食べたら夕食が入らんよ」との声があちらこちらから。ストレス緩
和のスイーツと、水分補給の意味でも、真夏の定番となるかもしれません。

又、私たちの子ども時代の夏休みにはあった、ラジオ体操。「憶えてるよ懐か

しい」「たまにはエエね」「よく寝られそう」ちょっとした運動もストレス発散に
有効です。施設内は、エアコンがフル回転ですが、これで、今が夏だというこ

とを思い出していただけたでしょうか？

ほほえみ呉安浦 j 
「縁日」
ほほえみ呉安浦の事務所前には、ほほえみ神社として鳥居があります。普段は、参

拝したり、おみくじを引いたり、心鎮める場所となっています。8月76日鳥居の前

で心が騒ぐ瞬間を思い出していただきたく「縁El」を開きました。盆踊りのBGMで

雰囲気をつくり、皆様には、無料引換券を配布しました。子供心にかえれる懐かし

い空間として金魚釣りコーナーを設けました。金魚は数日前から、こ利用者様のお

手をかりて作成した金魚のマスコット。釣り上げるとお菓子がくつついてくる仕掛

けです。食のコーナーは焼きそばたこ焼き•フランクフルト•ドリンクチョコバナナ

と素朴で定番のお品。引換券と交換されると「やれやれ」と嬉しそうに手際よく

テーブルに広げ召し上がられていました。マスク生活で表情が固まりがちですが、

コミュニケーションがより豊かになり、笑顔が増えました。

ほほえみつばき 」
「夏祭り」
夏の日差しが強く過ごしにくい季節になりました。ほほえみつばきでは夏の暑

さが少しでも和らぐように夏祭りを行いました。こ利用者様の前で盆踊りを踊

りました。音楽に合わせて踊るスタッフを見て「私も踊ろうかね」と言われ一緒

に踊り気分も上がっていきます。盆踊りが終わると次はかき氷。法被を着たス

タッフがかき氷を作ります。「ハイお待ち」出された、かき氷に好きなシロップ

をかけます。イチゴやメロン、練乳や小豆、好きな物をトッピングして「いただ

きます」。かき氷を皆で食べて「美味しい」「久しぶりに食べたよ」等色々な事

を言われ盛り上がった夏祭りになりました。

ほほえみ広国際通り 」
「スイカ投げ～ボーリング～」
多くの感動を呼んだ1年越しの東京オリンピックがついに閉会式を迎えた

8月8日（日）、ほほえみ広国際適りでは“スイカ投げ～ボーリング～＂を開

催しました。 l0本のピンをめがけてスイカ柄のビーチボールを勢い良く

投げては「あー曲がった、なかなか上手く投げれんね」、「やったぁ、ストライ

ク！」等、皆様楽しそうに集中して投げられていました。トーナメント制で行

い、投げる毎に倒れる本数も増え、オリンピックさながら大いに盛り上がり

ました。上位3名が誇らしそうにメダルを胸にかけてにつこりと記念撮影を

した後は茶話会でアイスを食しました。この時期ならではのデザートに舌

鼓を打たれていました。皆様いい運動になったと喜ばれていました。

(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

「ひまわりと一緒に」
酷暑の8月に入り、毎日猛暑が続いています。又コロナも勢いを増しており、

こ‘入居者様においては、なかなか外出する事ができす寂しい思いをされてい

ると思います。蔵本では一時の気分転換にと、ひまわりの花や絵を飾り楽しん

でいただき、又昔ながらのうちわ’'とひまわりの花を配りました。‘‘ひまわりの

花が可愛い'’‘‘オリンピックのメダリストが持っていたネ’'と喜んでいただきまし

た。こ‘入居者様には、残暑を元気に乗り越えていただきたいと職員ー同ひまわ

りの様に元気に笑顔でお世話させていただこうと思います。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「あまーいかき氷大会」
8月14日土曜日、ラ・ポルトほほえみでは、「冷たいかき氷が食べた

いな」ということで夏の風物詩「かき氷大会」を開催いたしました。

シロップは、イチコ•メロン•宇治金時、ご希望に応じて練乳を用意しま

した。あまーいかき氷に「冷たくて美味しかったわ」などと『涼』を感

じていただくことが出来ました。脱水など体調の変化に充分目を配り

ながら、こ入居者様が楽しめる企画をこれからも行っていきたいと思

います。

ほほえみ矢野

「夏祭り」
8月、ほほえみ矢野では、各階にて、夏祭りを行いました。毎年恒例の

ほほえみ矢野夏祭りでは、天井に提灯を飾り、職員は、祭りのはっぴを

着て、雰囲気をだしました。密にならないように少人数で、炭坑節を踊

り、輪投げや魚釣りゲーム等も行いました。皆様、とても楽しまれてお

られました。おやつには、昔懐かしいかき氷や綿菓了、ラムネジコース

と色々と食べられ、久しぶりに皆様の笑顔が見られ、心から良かったと

感じました。

ほほえみ安芸路

「夏の終わり」
緊急事態宣言中ではありますが、こ入居者様へのお楽しみとして施設内

で小じんまりと夏祭りレクを行いました。今夏もコロナのため、皆様夏気

分も味わえなかったので、浴衣を着ていただきました。そして手作りの

ゲームを楽しんでいただいた後、盆踊りを職員と一緒に踊り、残り少ない

夏気分を味わいました。施設の玄関には、秋の飾り付けもしております。

秋もすぐそこまで来ています。

(4) 
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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。



| ↓まほえみ広島西 J 
「お誕生日会」
ほほえみグループホーム広島西では、お誕生月にお誕生日会をしていま

す。季節に合わせたケーキを用意して、ハッピーバースデーの歌を歌い、

「誕生日おめでとう！いくつになったの？」など他のご入居者様から声がかけ

られ、ご‘家族様から届いたお祝いの花束を嬉しそうに抱えながら、「歳は秘

密（笑）。お花はきれいだし、ケーキはおいしそうだし、誕生日最高ね！」と喜ば

れました。その後、皆でケーキを食べながら和やかに談笑されました。

ほほえみ井口 J 
「納涼祭！夜空に花火を打ち上げよう」
8月なので例年ならば各地で花火大会が行われる時期でありますが、このご時

勢ですのでほとんどが中止となっております。そこでご入居者の皆様に少しで

も花火大会の気分を昧わっていただこうかと、レインボーペーパーシートに花

火を描いていただくことにしました。サンプルで用意した花火の絵を上手にな

ぞって仕上げる方や、暑中見舞いの時候の挨拶も書き添える方、「こういうのは

苦手よ」とおっしゃりながらも細かい描写までこだわって丁寧に仕上げられる方

や、 1枚では足りずに何枚も描かれる方と、思い思いに完成されました。上手に

出来上がった後は夏らしく涼しい色のゼリーとフルーツをお召し上がられ、楽し

い時間を過ごしていただきました。

ほほえみみゆき 」
「フラダンス」
8月にしては、異例の長雨がようやくおさまり、夏の暑さがぶり返してき

ました。コロナウイルス感染対策により、全体でのレクリエーションがで

きないときですが、素敵なフラガールが現れて、「一緒に踊りましょう！」

のリクエストにソーシャルディスタンスを保ちながら、にこやかに応えて

くださいました。トロピカルな雰囲気に、心がウキウキされて気分もリフ

レッシュされたことと思います。

(5) 
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ほほえみ 生年月日 1978年5月17日

長寿の秘訣
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.67 水分について2

体の水分のうち5％の水分［体重60kg（体の水分：約36kg)の人で l.8L]を失うと脱水症

状や熱中症等の症状が現れます。 l0％の水分（体重60kgの人で3.6L)を失うと筋肉の痙

攣や循環不全等が起こります。 20％の水分（体重60kgの人で7.2L)を失うと死に至りま

す。喉の渇きは脱水が始まっている証拠であり、渇きを感じてから水を飲むのではなく、渇き

を感じる前に水分を摂取する事が大切です。多くの方では水分は不足気味で平均的にはコッ

プの水をあと2杯飲めば、 1日に必要な水分の量を大体確保できると言われています。水分

不足になりやすい就寝の前後や入浴の前後、運動の前後や途中等でなるべく水分摂取をする

ょうにしましょう。

|t四 B□9翠 I 貨こんにちは！株式会社千成です没

亨，も霞贔闘覧を探そう！]人＊
-- “ ◆サンマ（秋刀魚） ごヲ

「秋」の魚で細長く「刀」の形をした文字通りの「秋刀魚」は、秋の主役といっても過言ではないようです。

産卵のため、8月頃から北海道を南下し始める秋刀魚はたっぷりの脂を蓄え、まさに9~10月ごろが旬。

イワシ、アジなどの他の青魚同様に、 EPA（エイコサペンタエン酸）、DHA（ドコサヘキサエン酸）が多く

含まれ、悪玉コレステロールを減らし、頭の働きをよくする効果も期待でき、嬉しいことにお値段も比較

的に安価なことから、秋の食卓に申し分のない庶民の味と言えそうです。

◆栗 ｀日本の栗は実が大きく、風味が良いことから、栗おこわ、ゆで栗、栗きんとんなど、様々な食べ方で楽

しまれていることがうかがえます。また驚くことに、日本では縄文時代から栗栽培が行われていたと

言われ、古くからタンパク質やビタミンとして重要な栄養源であったようです。

◆松茸 ,,
「秋の味覚」といえば何といっても松茸。日本産のあの香り、炭火で焼いて酒の肴には絶品。また、炊き込み

ご飯やお吸い物も好き、香りが素晴らしいものです。「秋刀魚」が秋の海の味ならば、「松茸」は山を代表する

王様かもしれません。今では庶民にはなかなか手の届かない高級食材となってしまいましたが、炭火で軽く

あぶった松茸を肴に一杯が最高という男性からの声も少なくありませんでした。

◆梨•柿 ：て
熟したトロけそうな柿派、硬いしっかりとした柿派と人によって好みに違いはあるようですが、年齢に伴い

「柿」好きが増す傾向があるようです。中でも、岐阜県産の「富有柿（ふゆうがき）」は、歯ごたえとジューシー

な甘さを兼ね備えるということから、多数の方から高い支持を得ていました。「梨」と「柿」、同じ秋を代表す

る果物であるものの、年齢とともにその好みにも多少ながら違いが見受けられました。また「ぶどう」の好み

は、あまり世代に左右されないようです。

(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
〒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。

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。

■匹閏ar-fl_
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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。

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。


