
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

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
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膏 敬老の日
多年にわたり、社会に尽くされてきたご高齢者の

みなさまを敬愛し、長寿をお祝いする日

敬老の日は高齢者施設に携わる我々にとっても大切な日です。

コロナ禍で制限のある生活の中、入居者様の素敵な笑顔に

いつも励まされている職員から、日頃の感謝の気持ちを込め

各施設で、お祝いをさせていただきました。

これからも入居者様のご長寿と幸せな生活をお送りいただけ

ますよう努めてまいります。

(1) 



,"‘ゞ
※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

「敬老会」
コロナ禍の中、今月も注意に注意を重ね、敬老会を行いました。長い年月、社会に尽くして
こられたご利用者様を敬愛し長寿を祝うための笑顔の写真付きカードを一人ひとりにプレ
ゼントさせていただき、その後で昔を懐かしんでいただこうと思い紙芝居を見ていただき
ました。老夫婦が年をとってもお互いを気遣い合うほのぼのとした心暖まる紙芝居でした
が、皆様最後まで真剣に聞き入っておられました。感想を聞いてみると「昔は戦争で辛い思
いをしたり、物が豊富にない時代だったけど人情だけは今と違ってあふれていたよ」と話す
人や「苦労は沢山したけど不幸だとは思わなかった」と話す人、それを聞いて「何言よるん、
不幸と思う余裕がなかっただけよねぇ」で、締めていただき皆様大爆笑！！そんな貴重な話を
側で聞きながら、私達が今平和な生活が送れているのも皆様のおかげであることを再び
実感！！やはり、皆様は私達の人生の大・大先輩でした。

ほほえみ呉デイサービス6F

「敬老会」
9月20日（月）、敬老会を行いました。初めに長寿番付で90歳以上の方を紹介してから

縁起のいいフクロウ（不苦労）の壁掛けを作りました。もみじ柄のちりめんを貼り目と

口を付けてかわいいフクロウの壁掛けが出来上がりました。皆様、「かわいい」ととても

喜ばれていました。午後からは甘納豆を使って亀の「鹿の子」を作りました。手足や体は

白あんに白大納豆で、甲羅は緑の豆を使って亀の形を作り、黒ゴマで目を付けて出来

上がり。食べるのがもったいないので、どこから食べようかと話し合っている姿を見る

と喜ばれている様で嬉しく思いました。秋晴れの楽しい敬老の日を過ご‘しました。

・レ

※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。

ほほえみ呉デイケア

「9月お楽しみ会」
朝夕に涼しい風を感じ、食欲が張る季節が今年もやって参りました。スポーツの秋と

も言いますが、やはり食べるものは食べなきゃ身体は動きませんね。そんな季節に、

ピッタリな「パン食い競走」をやってみました。スポーツと食欲、両方の秋を同時に味

わうなんて、なんと欲ばりなことでしょう。運動会の種目らしく紅白帽を被ると、食べ

盛りのあの頃に戻ったような気分になるもので、甘いあんこが詰まったパンを口にす

ると、「おいしい））」とにつこり幸せな気分になるものですね。これからどんどん寒く

なってきますが、しっかり食べてしっかリ体力つけていきましょう。

乱

.. 3. 

※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

「敬老会」
9月11日（土）に敬老会を行いました。当日、通所されていた方で表彰された方は喜

寿、卒寿、紀寿の3名でした。役所風の職員から表彰状を受賞し、長寿の秘訣をインタ

ビューされた方々を利やかな雰囲気の中で、長寿のお祝いが出来たことと思います。

その後は目隠しをして棒で紙風船を割るゲームを行いましたが、一発で割れた方、紙

風船が風圧で舞いなかなか割れない方がいましたが、最後は皆様、パアンツと音を立

てて紙風船を割ることが出来ました。他にも、職員による手品や参加者が意思表示し

やすい工夫があるクイズ等を行ったことも、とても好評でした。適所されている皆様

がこれからも元気で長生き出来るよう、職員ー同、応援していきます。
※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

(2) 



ほほえみ呉中央 J 
「まだまだ暑い、でも月は綺麗です」
9月の半ば、マスクをしていることもあり、「まだまだ暑い」と思っているスタッフ

は、先月好評で、「またアレを」とこ入所者様がもらしたリクエストを聞き逃しませ

んでした。「アレですね。やりましょう」それを受けての「かき氷会」。但し、氷をす

るのは汗だくで（何しろ、一時的にエアコンをオフにして、自然の風を窓から取り

入れていたものですから）やはり「暑～い」。冷たい氷が一層冷たく感じました。

そして別日。「十五夜といえば、やはりお月見でしょ」ウサギ、赤とんぽ、月見だん

こを色紙で折ったり切ったりして、思いおもいに、青空に見たてた淡いブルーの

画用紙に、貼りつけていただきました。「ススキや星もあった方がエエね」「見て。

どんな？」月が出ている頃には、皆様、居室で横になっていらっしゃいますが、心

の中では、美しい月が出ておられることでしょう。和やかなひとときでした。

ほほえみ呉安浦 j 
「敬老会」
ほほえみ呉安浦では、9月13日に「敬老会」を開きました。コロナ禍で外出が

出来ない状況が続く中、施設内で楽しんでいただけるように、スタッフによる

出し物でこ入居者様の長寿をお祝いしました。日頃、生活しているリビングが

舞台となり、スタッフがそれぞれ限られた時間の中で練習して来た出し物を

披露しました。大歓声がリビング内に響き渡りこ入居者様全員の笑顔を見る

事が出来、スタッフも満足出来た一日となりました。これからもこ入居者様が

元気に笑って過ごしていただけますようにスタッフー同でサポートしてまいり

ます。

ほほえみつばき 」
「月見会」
9月に入り朝晩涼しくなり秋めいてまいりました。ほほえみつばきでは月見会

を行いました。月見と言う事で団子作りを行いました。豆腐と白玉粉を混ぜて

団子を作ります。形になってきたらこ利用者様に配り丸めていただきます。各

自思いおもいの団子を丸めて大きい団子や小さい団子それぞれの様々な形

の団子が出来上がります。最後に丸めた団子をお湯に漬け火を適して出来上

がりです。出来上がった団子をお皿に乗せて様々な物をかけていただきま

す。餡子を付ける人、砂糖醤油を付ける人、チョコ、練乳等それぞれ色んな味

を楽しみます。「餡子の団子美味しいわ」「そのまま食べても美味しいよ」と言

われ、お腹が満たされた月見会でした。

ほほえみ広国際通り 」
「敬老会 ～ケーキバイキング～」
ほほえみ広国際通りでは、敬老会～ケーキバイキング～を行いました。長寿

祝い（米寿卒寿白寿）の方には表彰状をお渡ししお祝いしました。次は待ち

に待ったケーキバイキングです。こ入居者様の所ヘケーキが運ばれてくると

皆様笑顔になられ、ケーキを選ぶときはとてもうれしそうでした。「まだ食べて

もいい？」とおかわりをされるこ入居者様もいらっしゃいました。最後は「美味

しかったよ」と口々に言われ、満足そうなお顔をされていました。皆様に楽しん

でいただけて良い一日となりました。

(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

「祝敬老」
ほほえみ呉蔵本通りでは、9月20日（月）敬老の日のお祝いをしまし

た。こ‘入居者様おひとりすつに、『祝敬寿！おめでとうこざいます。これ

からもお元気ですっと長生きしてください』とメッセージ付きのおせん

べいとスポンジをお渡ししました。皆様「ありがとう」ととても喜んでく

ださり、私達職員も嬉しかったです。そして、記念に一人ひとり笑顔で

写真撮影し、良い思い出になりました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「旬を楽しむいちぢ＜」
ラポルトほほえみでは、定期的にデザートバイキングを開催しており

ます。今回は旬のいちぢ＜！皮をむいて食べると、甘い果肉と果汁が口

の中に広がりプチプチした独特の食感。8月の終わりから10月に甘く

熟したいちぢくが実ります。いちぢ＜には、タンパク質分解酵素が多量

に含まれ、食べ物の消化を助ける健康食品でもあります。

ほほえみ矢野

「敬老会」
9月、ほほえみ矢野では、各階にて、敬老会を行いました。なかなか、いつもの

ょうに盛大に行事が行えない状況で、少しでも皆様に喜んでいただこうと企

画しました。皆様に日々の感謝を職員が伝え、一人ひとりにプレゼントを渡しま

した。皆様、とても喜ばれました。その後、これからも皆様には、元気でいてい

ただく為、筋カアップの運動を楽しくやっていただきました。コロナにも負け

ないようにしっかり身体を動かし、たくさん運動をしました。最後に、おやつに

冷た＜冷えたお月見ゼリーを食べていただき、大変好評でした。

ほほえみ安芸路

「敬老の日のお祝い」
9月吉日、 100歳を施設で迎えられたご入居者様のお祝いの催しを職員総出

で企画し、他のご入居者の方々と共に盛大にお祝いさせていただきました。広

島市からはお祝いの賞状や記念品が届き、昼食は敬老の日にふさわしく全員

にお寿司も出され、当のこ本人様も「100歳」というご自身の年齢にびっくり

しておられましたが、大変喜んでくださいました。ところで、今年100歳は大

正ll年生まれとの事で、漫画の主人公「フグ田サザエさん」もその年の生ま

れで漫画の中では24歳の設定だそうですが、いつまでも若いままなので羨

ましいです（笑）

(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 
「敬老の日のお祝い」
グループホーム広島西では、敬老の日に握り寿司と紅白鰻頭をお出ししてお祝

いしました。いつもとは違うメニューに皆様大喜び！「今日はいつもよりごちそう

ねー、何の日？」「おいしいわー」と会話が弾みました。その後はデザートの紅白

艘頭！「これは別腹別腹（笑）」とぺろりと食べられ、「いつもありがとうね」とにっこ

り笑顔を返してくださいました。有料老人ホーム広島西でも、お茶の時間にお鰻

頭をお出ししました。「栗かな？芋かな？どっちにしよう？」と迷われながらあっとい

う間に完食され、おかわりないの？と言われる方もいらっしゃいました。（笑）

ほほえみ井口 J 
「真夏のボウリング」
ほほえみ井口では9月のレクリエーションとして、ボウリング大会を行いました。

現在の状況を考慮してご入居者様同士、出来るだけ密にならないように時間を

ずらす等工夫し行いました。ボールはゴム素材の物を、ピンはペットボトルを使

用したのですが、ボールが軽かったせいか、皆様最初はなかなかピンが倒れず

に苦労されていましたが、徐々に慣れてコツが解ると皆様上手にピンを倒され

るようになりました。レクリエーションが終了した後はご入居者様、事前にバー

タークッキー、カステラ、プリンの中からお好きな物を1つ選ばれており、選ばれ

たおやつを美昧しく召し上がられ、楽しい時間を過ごしていただきました。

ほほえみみゆき 」
「敬老の日」
今年の敬老の日、全国で100オ以上の高齢者が8万6500人超で過去最多だ

そうです。日本最高齢者は118オの方だそうで、みゆきでも100オ以上のご入

居者様は、今年100オになられる方を含めて2人、90オ以上の方は18人いらっ

しゃいます。毎年敬老の日は賑やかに敬老会でお祝いをしていましたが、昨年よ

り新型コロナウイルス感染拡大防止で行事を中止させていただいており、寂し

い敬老の日になってしまいました。皆様に少しでも琶んでいただきたいと思い、

今年も恒例の御菓子処高木の紅白鰻頭とお茶を（晒下が難しい方には水ようか

んを召し上がっていただきました）プレゼントしたところ、「今年も待ってたのよ、

ありがとね！」ととても素敵な笑顔をいただきました。

(5) 
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ほほえみ 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

長寿の秘訣 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.68い庄ついて
最近、「DHAって何？体にいいの？」という質問を受けたのでお答えします。DHAは魚油に含まれ

ている脂肪酸です。ます油の構造を見てみましょう。天然の植物や魚から取れる油は図 1のような

構造をしています。油は1つのグリセリンに3つの脂肪酸が結合した「トリアシルグリセロール」と

いう形をしています。脂肪酸①は直線なのに脂肪酸②と③は折れ曲がっていますね。これは図2の

左から9番目の炭素(C)と炭素(C)の間のような二本の橋の構造（二重結合）があって脂肪酸が折

れ曲がっているのです。（図2の『オメガ(w)9」というのは『二重結合の位置が酸素(0)結合のな

い方の端から9番目の炭素にある』という事を意味しています。）図 1の脂肪酸①のように二重結

合が無くてまっすぐな脂肪酸を飽和脂肪酸といい、脂肪酸②や③の

ょうに折れ曲がった構造をしているものを不飽和脂肪酸といいま

す。このまっすぐか折れ曲がっているかが油の安定性の差（固体か

液体か、酸化しやすいか酸化しにくいか等）にも関係しています。
囮2．不飽和脂肪酸の構造

（オレイン酸）

ダリにリッ

図1．油の構造

U渭 B々 貨こんにちは！株式会社千成です没

語呂合せではありますが、365日、日本には何らかの記念日が存在します。

「とう(10)ふ(2)」の語呂合わせから、 10月2日を1993年に日本豆腐協会が記念日にしました。

豆腐には良質のたんぱく質や、腸を整え、消化吸収を助ける働きのある大豆オリゴ糖など、大豆と同様の

栄養素が含まれています。大豆より消化吸収が良いのが魅力の食品です。

また、 10月4日は「1（い）0（わ）4（し）」の語呂合わせより、いわし食用化協会が

1985年（昭和60年）に制定した記念日となっています。

安くて美味しい魚としてイワシの有効性を広くアピールすることを目的とし

て、この記念日が制定されたそうです。

豆腐も鰯も、食卓には欠かせない食材ですが、秋といえばやっぱり旬の魚は

秋刀魚なので、今回は簡単にできる秋刀魚を使った料理を紹介します。

（ちなみに9月30日が秋刀魚の日だそうです）

•さんま 2尾

・玉ねぎロニ：：：：：：：：：：：：：：：：： 1／4個

・セロリ 1/4本

・にんじ;;,・::::::::::::::::::::::;~6本
・ピーマン．………•……••… 1 個
・レモン（輪切り）……••… 4枚
・イタリアンドレッシング．…•,大さじ4杯

・オリーブオイル……••…大さじ2杯

(6) 

l 庄

①さんまは食べやすい大きさに切り、塩、こしょうをして、片栗粉を

まぶす。

②玉ねぎは薄切り、セロリは斜め薄切り、にんじんは薄い半月切り、

ピーマンは輪切りにし、バットに入れてドレッシングをかける。

③フライパンにオリーブオイルをなじませ、(1)をこんがりと焼く。

熱いうちに②とレモンを入れ、しばらくなじませて器に盛る。

| 



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i ■入居対象者／要介護の認定を受けている方。

膏皇干 経管栄養可。..’' 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。

廿H
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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_
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。

I 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。


