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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 



ほほえみグループ各施設では、感染対策を実施しながら

カルチャー教室やレクリエーション等を一部再開しております

｀ ·~ トレ V

、脳トレ教室では、楽しみながらゲーム感覚で気軽に行え、脳の

体操にもなるメニューを沢山用意しています。

楽しく遊ぶ感覚で、普段使わない脳の一部を使うことにより、

脳の活性化を図り、「認知症予防」や「気持ちの若返り」を

目指しています。

(1) 



・1月
※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

「運動会」
10/15（金）デイサービス5Fでは今年も運動会を行いました。コロナ禍で色々な事が自粛され

る中、日頃のストレスと運動不足の解消にと、なるべく密をさけながらの運動会。まずは赤組・白

組代表のご利用者様の力強い選手宣誓からスタート！！「明日のデイサービスを休まない程度に

頑張る事を誓います」の一言で緊張がほぐれた様子。プログラム1番「ポジティブキャッチリレー」

前向きになることわざをつかみ取りでキャッチ！苦戦しながらも上手くキャッチすることができひ

と安心な表清でした。続いて「玉出し競争」4人1組になり「いちにのさん！」でロープを引っ張る

と紅白玉が飛び出す仕組みでしたがこの日ばかりは団結し、息もピッタリ。赤組！白組！のアピー

ルにも熱が入っていました。途中、スタッフによる応援合戦もかなり盛り上がり最後は接戦を繰

り広げた風船ロープウェイ。今年はなんと同時優勝！！いつも以上の笑顔で記念のトロフィーを全

員が受け取り無事に運動会の幕を閉じることができました。

ほほえみ呉デイサービス6F

「秋を楽しむ」
10月12日、ほほえみ呉6Fでは「秋を楽しむ」行事を行いました。まず「読書の秋」とい

うことでオリジナルの“ステンドグラス風しおリ’'を作りました。皆様、思いおもいの色

を使い徊性あふれる作品となりました。次に「食欲の秋」ということで甘栗を使った“な

んちゃってモンブランケーキ’'を作りました。「これ売れるよ」「甘くておいしい」と好評

でした。又、レギュラーコーヒーをドリップして入れ、いっしょにいただきました。ふだん

紅茶しか飲まない方もこの日はコーヒーを「おいしいね」と飲まれていました。秋の1

日、笑顔あふれる日となりました。

ほほえみ呉デイケア

「秋といえば…」
なんだかんだ甘いモノに目がない皆様。秋といえば・・食欲の秋です

よね。食欲全開です。呉デイケアをご利用の皆様は元気です。

ほほえみ呉東

「運動会」
10月9日（土）、運動会を行いました。午前中はくじバトルというゲームを行いました。足で綱引きを行
う種目や、スリッパ飛ばし、ペアで新聞を引っ張り、残った新聞が大きい方が勝ちといった種目で行いま ＼ 

した。チームの合計点が懸かっている為、周りで見ているご利用者様も対決結果に一喜一憂され、対決
に必死になるあまり、フライングをしてしまうご利用者様もいらっしゃいました。午後はスタッフによる
応援合戦からスタート。スタッフが踊っている姿を見て、手拍子や掛け声などしてくださり、皆様大変喜
んでいただきました。その後風船をボールに見立て、バレー、テニス、バスケの三つの球技を行う風船
オリンピックというゲームを行いました。風船で行った為ふわふわし、ご利用者様も「あー！そっちじゃな
い。こっち」と、とても楽しそうにゲームに参加されていました。一日の得点を合計し結果発表を行うと、
なんと同点により引き分けでした。最後に主任のイラストと日付が晉いてある金メダルをご利用者様
全員にプレゼントさせていただきました。その後くす玉を割り、運動会が終了しました。「運動会本当に
楽しかった！ありがとう」とご利用者様に喜んでいただき、ご利用者様とスタッフの笑顔と沢山の笑い声

※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。

に溢れた運動会となりました。 ※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。
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ほほえみ呉中央 J 
「ひとりじゃない ぬくもり」
今月は、秋にちなんで、感染対策をしながらの「ペットボトルホッケー」と「紙コップサー

クル入れ」を行いました。床に並べたペットボトルを手製のラケットでボールをころがし
て倒す競技と、同じく、床にヒモを円状に留めて点数を書いたサークルに、紙コップを投
げ入れて得点を競う種目です。集中のあまり、立ちあがられる方が出るほど熱中してい

ただけました。又、他のフロアでは、「秋の収穫祭」と称して、「野菜果物・ハロウィン浮具
すくい」と、「ハロウィンかぽちゃのつかみどり」をしていただきました。こちらも、平素

は、食事どきしかフロアに出て来られない方や、居室対応中の方にも参加していただ
け、居室に飾られたり、すぐに記名されたり、お互い見せ合って「それも可愛いねぇ」と言

い合っておられました。アクリルパーテーションは飛沫防止しますが、透明なので、皆の

表情が見えるのがいいですね。いつも誰かがいてくれる、ひとの気配を大切にしたい、
ほほえみ呉中央のスタッフは思っています。

ほほえみ呉安浦 j 
「運動会」
ほほえみ呉安浦では、 10月18日に「運動会」を開きました。子供の頃、体育

の時間に履いていた、ちょうちんブルマに着替え、何かそわそわ、うれしいよ

うな、はすかしいような、子供に還ってはしゃいだりしていました。種目玉入れ

の時皆全集中1回戦2回戦と進む中、始まりのホイッスルも聞えてこない程

気持ちの方が強くてフライング、平素、上品な方々が一変、敗けたくない！勝ち

たい一心の動きをされていました。種目風船おくりでは、気持ちが先行しす

ぎて手元が全然ダメだったりしましたが、楽しく運動会を過こしました。

ほほえみつばき 」
「秋祭り」
風も冷たくなり冬が徐々に徐々に近づいてきました。ほほえみつばきでは秋

祭りを行いました。ますはご利用者様、秋に因んだ絵を選んでいきます。さつ

ま芋、栗、紅葉等それぞれの物を。その選んだそれぞれの絵に色鉛筆や貼り

絵等で色を付けていきます。貼り絵で作った美味しそうな栗や色鉛筆で塗っ

たカラフルな紅葉等が完成していきます。絵の作成を頑張った後はおやつで

す。秋と言えば焼き芋です。先程作成した絵を目の前に置き皆で焼き芋を食

べます。「温かくて美味しいわ」「もう 1本下さい」等、大変喜ばれお腹も満た

された行事になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「ハロウィンの作品作り」
10月l0日、ほほえみ広国際適りではハロウィンの作品作りをしまし

た。こ入居者の皆様に色画用紙の台紙にかぼちゃやアメ、おばけなど

貼っていただきました。「どこに貼ろうか」と言いながら見本の物と同

じように貼られたり、アメをリボンに見立てて貼られたり個性的な作品

が出来ました。茶話会ではこの時期ならではの、おさつのマドレーヌ

を食べられ「おいしかった」ととても喜ばれました。

(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。

※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

「ハロウィン～おかしの掴み取り～」
ほほえみ呉蔵本通りでは、ハロウィンの季節でもあり、おかしの掴み取りを開

催しました。新型コロナウイルスの感染対策として手を洗っていただき、手袋

をつけて実施しました。こ利用者様も笑顔で「どれにしようかなぁ、なにがとれ

るかなぁ」と沢山の笑顔を見ることができました。とっていただいたおかしはか

わいいハロウィンの袋にいれて手渡し、「ありがとうね」と喜んでいただくこと

ができました。「来年はもっと沢山とれるようにがんばる」など言っていただ

き、開催できてよかったと思いました。
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ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「映画観賞」
10月24日（日）ラポルトほほえみでは、感染対策をおこないながら、「映画観

賞レクリエーション」を開催いたしました。今回上映したのは長編アニメーショ

ン映画『この世界の片隅に」です。広島の呉が舞台になっている太平洋戦争

中、前向きに生きる主人公の姿が印象的な映画です。映画を通してこ入居者

様から貴重なお話を伺えたり、たくさん学ばさせていただきました。

ほほえみ矢野

「運動会」
lO月、ほほえみ矢野では、運動会を行いました。紅白玉入れは、大小の箱の中に玉を入

れてもらうようにしていましたが•甘く見ていました。皆様には簡単すぎたようです（反

省）。次に大玉送りでは、ハプニングの連続でした。競技中、風船が割れてしまい、送ると

いうより、渡すというゲームになり、可愛いぬいぐるみを送るときは「かわいい一」と抱き

しめて次の人に回さす、ゲームが中断する事態に…大玉は、大きすぎたのか思うように

送る事が出来なく…と。周りで見ている方は、とても面白かったようです。その他、変装

ゲーム（カードを引きお題の品を選び職員に着せるゲーム）や職員による綱引き、最後

にパン食い競争も行いました。日頃のレクリエーションが減っている状況での久しぶり

の大きな行事に、皆様とても喜ばれていました。コロナが落ち着き、早く通常の行事が

出来るようになれば良いなと思います。

ほほえみ安芸路

「ミニ運動会開催！！」
日頃の運動不足解消として、先月末ミニ運動会を行いました。密を避ける為、

2階フロアの皆様だけでの開催となりましたが、玉入れ•ゲーム借り物競争等・・

勿論毎年盛り上がりを見せる種目はパン食い競争です。GETしたパンはその

ままおやつとして貰える為、皆様、必死の形相で参加されました。運動会に使

う道具や仕掛けも、職員が仕事の合閻を使って作った手作り品です。終わった

頃には使った小物はボロボロに壊れますが、それがまた楽しんでくださった証

で、職員としては作った甲斐があって嬉しいものなんです。

※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 
「さつま芋掘り」
ほほえみ広島西では、お天気のいい日に畑のさつま芋を掘りました。まずはス

タッフが表面の硬い土をほぐして柔らかくし、ざっくり掘リ起しました。その後、

ご利用者様に順番に引き抜いていただきました。大小さまざまなさつま芋が土

の中から現れるたび、「大きいねー、すごいね」とか「これは小さい、もう少しだっ

たね」と大はしゃぎでした。今年は夏に長雨が降りちゃんと育つか心配でしたが、

スタッフのお世話の甲斐あって立派なさつま芋がたくさん収穫できました。そ

して、そのお芋を眺めながら「どうやって食べたら一番おいしいかね？」と皆様で

笑い合いました。

ほほえみ井口 J 
「秋の風物詩！ ハロウィン大会！」
ほほえみ井口では、 10月のレクリエーションとしてハロウィン大会を行いまし

た。スタッフが事前に準備した南瓜を型取った黄色、オレンジ、緑の色用紙の中

から1つを選んでいただき、その中に同じように用意した目、口、鼻、帽子をご自

身の好みに合わせて貼り付けていただきました。年齢を考慮したら、ハロウィン

の事を知らないご入居者様が多いのではと不安でしたが、知っている方も、知

らない方も皆様楽しく作業していただき、出来上がった作品をスタッフに見せて

「見て！見て！これ可愛いでしょ！」「どうこれ？なかなか可愛いでしょ！」と満面の笑顔

で話されていました。最近急に肌寒くなリ風邪をひきやすい季節になりました

が、ご入居者様、スタッフともに体調管理に気をつけていきたいと思います。

ほほえみみゆき 」
「ハロウィーン」
ハロウィーンはヨーロッパ発祥のお祭りで秋の収穫をお祝いし、先祖の

霊をお迎えするとともに悪霊を追い払うお祭りで、日本で例えるとお盆

にあたる行事だそうです。最近はその意昧合いも薄れて仮装するイベ

ントになり、日本でも街中を若者が仮装しているニュースを毎年、目にし

ます。ご入居者様も「これ、知ってるわよ！」「初めて仮装する！」と楽しみな

がら仮装していただきました。

(5) 
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ほほえみ 生年月日 1978年5月17日

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.69 ~肛方酸について
飽和脂肪酸を多く含むものはウシの脂肪であるヘットや豚のラード、乳脂肪のバター

等の動物性の脂肪であり常温で固体です。不飽和脂肪酸を多く含むものは植物や魚

の油で殆どが常温で液体です。これらの脂肪酸のうち人の体内で合成できない脂肪

酸があります。それは不飽和脂肪酸であるリノール酸とぴリノレン酸です。さらに不

飽和脂肪酸であるアラキドン酸も合成できますが合成量が少ないので食事から摂取

する必要があります。リノール酸とa リノレン酸、アラキドン酸の3つの脂肪酸を必

須脂肪酸といいます。人の体内では合成できないぴリノレン酸からドコサヘキサエ

ン酸(DHA)が作られます。

B々 叉
雫 949 4乍 貨こんにちは！株式会社千成です没

栄養をしつかり摂つて風90予防！！
寒くなり風邪をひきやすい季節がやってきました。風邪予防の基本は栄養バランスのよい食事・適

度な運動・休養を心がけることです。胃腸も体も疲れ気味…そんな体の弱った時は乾燥によりウイ

ルスが侵入しやすくなり、また体の免疫力も低下していれば、体調を崩し風邪をひく人が増えます。

普段の生活から食事に気をつけて風邪に負けない体づくりをしっかりサポートし、風邪を予防して

楽しい冬を過ごしましょう！

風邪予防にはどんな栄養素が必要なの！？

①たんぱく質
基礎体力をつけて抵抗力を高めます。高齢者は肉などを食べる量が少なく

なりがちですが、体力をつけるためにたんぱく質は欠かせない栄養素です。

［魚介類・肉類・卵・大豆製品・乳製品など］

②ビタミンC
免疫力をアップさせます。できれば風邪をひく前に多めに摂取したい栄養素で

す。緑黄色野菜にはビタミンCが豊富です！野菜や果物もしっかり摂りましょう。

ほうれん草・春菊・小松菜・ブロッコリー・ピーマン
さつまいも・じゃがいも•いちご・柑橘系全般・キウイなど

RビタミンA
免疫機能を維持するほか、皮膚や粘膜などの健康を保つ働きがあります。不足

するとのどや鼻から細菌やウイルスが侵入しやすくなり、風邪などの感染症に

かかりやすくなります。

炉‘゚ 渭

翌こ
0 畜

e‘q字ン
C 

, 0 0ぅ〇

忍万
ほうれん草・春菊・小松菜・にら・水菜・貝割菜・にんじん・かぼちゃなど
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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。
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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。




