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ほほえみ ほほえみ
株式会社 診療所

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 



本年も私共ほほえみグループに対しまして

格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

ご入居者様、ご家族様におかれましては、新型コロナ

ウイルス感染防止対策の為に行っている様々な制限

にご協力、ご理解を賜り、心よりお礼申し上げます。

これからも皆様のご期待に応えるべく、安心・安全て‘

「ほほえみ」に溢れる施設運営をして参りますのて‘‘

引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

年末余日少なき折から、皆様の一層の

ご健勝とご多幸を心からお祈りいたします。

ほほえみグループ職員一同

(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

「霜月会」
デイサービス呉5Fでは「霜月会」と題し11月17日（水）に行事を行いました。午前中は

クリスマスツリーを早めに飾っていただこうと思いミニツリーを作っていただきました。
予め切り込みを入れておいた色画用紙を輪にして重ね上げてコルクの台に固定。最後

に星を立てて完成ですが見本を見た瞬間、難しそうと思ったのか不安ぎみな方が多

かったのですがスタッフと一緒に作ることでその不安も一気に解消。かわいい完成品を
眺めながら「もうクリスマスが来るんじゃねぇ～」と、季節の訪れを感じていただけたよう

です。午後からは、コロナ禍の中、慰問等、招き入れることが困難な為、今まで慰問して
下さった方々の録画をロールケーキとお茶を召し上がっていただきながら視聴。皆様

目を細めながら集中して見ていたかと思うと、手をたたきながら大笑い！！とてもいい気

分転換ができたようですC

ほほえみ呉デイサービス6F

「秋のお楽しみ会」
1 1月17E3（水）、秋のお楽しみ会を行いました。午前中は4グループの対抗で「ドレミ

ファドン」と名付けてイントロクイズをしました。スタッフがそれぞれ、口笛、リコーダー、

ハーモニカ、太鼓、ハミングで演奏し「聞いた事はあるけど題名が…」とグループ同士で
悩みながら曲名を書いて当ててもらいました。曲名がわかると嬉しそうに答えられてい

ました。午後からはおやつの、たこ焼きを作りました。4テーブルに分かれてテーブル毎
に具材を変えてカニカマ、ちくわ、魚ウインナー、赤ウインナーで作りそれぞれにキャベ

ツやネギ、天カスを加えて焼き、ソース、青のりをかけて完成。4種類のたこ焼きを1個
ずつ分けて味わってもらいました。87歳で初めてたこ焼きを作って感動した人や100
歳の方も「おいしかった」と家に帰って息子さんに嬉しそうに話されていました。食欲の
秋を楽しく過ごせました。

ほほえみ呉デイケア

「11月度お楽しみ会」
紅葉の季節になった今日この頃、呉デイケアでは「11月度お楽しみ会」と題して行

事を行いました。午前中、まずは紅茶や柿、栗などを持っての写真撮影です。「きれい ' 

ね！」「柿おいしそう！」といいながらご利用者の皆様、思いおもいのポーズを取り「ハ

イ・チーズ！」笑顔一杯でした。その後は、数字が書いてある台紙の上に同じ番号のふ

たを置く「数字合わせゲーム」を行いました。ご利用者の皆様、数字の書いた台紙と

にらめっこ。一生けん命、数字をさがして合わせてました。午後からは、ご利用者の皆

様が楽しみにしていたおやつの時間です。ほうじ茶を飲みながら「焼き芋」を食べて

いただきました。「あまーい」「おいしいね～」「まだ食べれるよ～」と話しに花が咲き楽

しい一日が終りました。

ほほえみ呉東

「霜月会」
11月13日（士）、ほほえみ呉束では‘‘霜月会’'が行なわれました。芸術の秋という事で、秋の風物
詩‘‘みの虫＂をテーマに、 2チームに分かれ、2種類のみの虫を製作していきました。 1つ目は、円
形に切った画用紙に割りばしを置いて、クルクルと巻き上げ棒を作り、長さの違う棒を束ね、その
上にデコレーションボールを置いて、のり付けし目玉を付けて出来上がりです。2つ目は、おり紙
をクシュクシュと固めて開き、大小にちぎり、各々 ひねって棒状にし、筒状にした芯の面にボンド
をつけて菫ねながら貼っていき、最後に目玉を付けます。皆様苦戦されていましたが、隣の方に
相談したり、スタッフに手伝ってもらいながら個性農かなみの虫達がたくさん出来上がりまし
た。一つひとつ目玉を付けていくと、表情が出て愛着もわき、‘‘かわいい、かわいい’'とあちこちか
ら声が聞こえてきました。本物の木の枝を壁に取り付け、みの虫を一つひとつ吊り下げていき、
壁一面が秋の景色となり「いいのができたねー」「秋らしいねぇ」と言って達成感も感じられ、有意
義な時間を週ご‘されました。

(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。

云

※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 
「スタッフも同感です」
コロナ禍の中でなかなか集団での行事が行いにくい状況ではありますが、今

月は‘‘誕生日会'’‘‘来年の抱負’'を皆様に書いてもらいました。 ll月生まれの方

は「誕生日の歌をうたってもらった」「誕生日プレゼントをもらった」と翌日に

なっても喜んでおられました。来年の抱負では「元気でいられますように」「娘

や孫に逢えるといいな」「腰や手や眼がよくなりたい」「家に帰りたい」と多々

の思いがありましたが、一番多くあったのが「コロナが終息しますように」と。

皆様新聞やテレビなどでコロナの状況を理解し、以前のようには家族との面

会や外出・外泊が行えなくなっていることもご存知です。こ入所者様スタッフ

ともにの抱負（願い）ではありますが、これからも「できる対策」は努めていき

たいと思います。

ほほえみ呉安浦 j 
「食欲の秋・しっかり食べよう会」
ほほえみ呉安浦では、 ll月12日に「食欲の秋しっかり食べよう会」を開きま

した。急に朝晩が冷え込み体調を崩しやすい時季になりました。体調を崩さな

いよう体力をつけてもらおうと思い、昼は野菜たっぷりお好み焼き、夜はお刺

身定食を作って食べてもらいました。皆様喜んで食べられましたが、時間経過

すると忘れちゃうかな？覚えてるかな？ひと時でも喜んでもらえたことに、やり

甲斐を感じ、ご入居者様に感謝感謝です。次は何をして楽しんでもらおうか…

色々考えて少しでも笑って過こせるように頑張ってます。

ほほえみつばき 」
「仮装パーティー」
コロナ感染対策にこ協力ありがとうこざいます。陽が沈むのも早くなり肌寒く

なってきました。ほほえみつばきでは仮装パーティーを行いました。皆様それ

ぞれ思いおもいの仮装をされます。魔法使いや悪魔等。そして記念撮影。記

念撮影が終わると次は駄菓子選び。ドーナツやクッキー、チョコレート等好き

な物を選んでいただき皆一緒に「いただきます」。駄菓子を食べながら「私こ

んな格好初めて」「私の格好よりあなたの格好が似合っていますよ」等いろい

ろな会話で盛り上がったパーティーになりました。

ほほえみ広国際通り 」
「コスモスでリースを作ろう」
秋の代表的な花の一つであるコスモス。ほほえみ広国際適りでは、おりがみ

で作ったコスモスを使い「クリスマスリース」ならぬ「コスモスリース」を作り

ました。こ入居者様それぞれが思いおもいにコスモスの配置を考え「世界で

一つのコスモスのリース」が完成しました。完成したコスモスのリースを持っ

て記念撮影し、各居室の入口や、居室内に飾りました。白で殺風景だった壁が

とても華やかになりました。茶話会では、生クリームどらやきとプリンを用意。

「とてもおいしかった」と好評でした。ご入居者様全員に楽しんでいただき良

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。

※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

「音楽鑑賞会」
芸術の秋食欲の秋にちなんで、クラシック音楽に触れながらお食事を楽しん

でいただきました。思い出の曲が流れてきたようで、「昔、子供が一生懸命練

習して弾けるようになった曲なのよ」と嬉しそうに微笑まれる場面や、「私、

歌っちゃおうかしら」と朗らかな笑顔を見せていただくこともできました。秋を

モチーフにしたフオトプロップスを製作し、職員と一緒に写真撮影も行いまし

た。皆様の素敵な笑顔を収めることが出来ました。秋の味覚、栗やサッマイモ

で作ったお菓子もプレゼントさせていただき、ささやかですが、秋を感じてい

ただけたのではないでしょうか。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「広島県知事選挙」
ラポルトほほえみでは、当施設に「広島県知事選挙投票会場」を設置

し、選挙の投票意思を示されたこ入居者様において、選挙管理委員会

立会いのもと不在者投票を実施しました。投票に来られたこ入居者様

は、じっくりと悩まれ投票されておられるこ様子でした。

ほほえみ矢野

「秋のお楽しみ会」
l l月、ほほえみ矢野では、秋のお楽しみ会を各階にて行いました。職員お手

製の釣りゲームでは、秋に旬となる食べ物等を各自で釣竿で釣ってもらいま

した。皆様「美味しそう」「よく食べていた」等、口々に言いながら思い出を語っ

ていました。その他にも身体を動かすようなゲームを幾つか行い一生懸命さ

れていました。各階の皆様とても楽しんでおられました。引き続き、これからも

皆様に笑顔になっていただける企画を考えていきたいと思います。

ほほえみ安芸路

「年越し準備」
コロナに振り回されながら年が明けた今年でしたが、あっという間にその今年

も終わりを迎えようとしています。相変わらすコロナは退散してくれていませ

んが、昨年の今頃に比べれば、ご入居者様とこ家族様の嬉しいこ面会も、条件

付きではありますが叶えられています。これまで誰もこ家族様を出迎えてい

なかった施設内も、ほとんど外出が出来ないこ入居者様に楽しんでいただ＜

為、季節感を出した飾り付けをさせていただいております。そして…年末年始

はきっとこ面会も増える事でしょう。こ入居者様もヘアスタイルを整えられ来

たるべくこ家族様との面会に備えています。どうかこのまま、コロナの感染が

ぶり返しこ家族様とのこ面会が中止になりませんように！！

(4) 

・量

※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 
「畑シリーズ第2弾」
ほほえみ広島西の畑シリーズ第2弾、たまねぎを植えました！先月さつま芋を

掘った畑をスタッフが丁寧に耕して植える準備をしました。細くて小さな苗は全

部で100本以上ありました。「これで100本もあるの？ほんとに？？」と驚きなが

ら、スタッフが作った溝に苗を植えていきました。「昔は私もたくさん作ったの

よ、お芋と玉ねぎとにんじんは畑の定番だったからねえ」「私も！親の手伝いでた

くさん植えたわ」と段々と昔ばなしに花が咲き、和気あいあいとした時間を過ご

されました。春には立派なたまねぎが収穫できるといいですね。

ほほえみ井口 J 
「季節の絵はがき消しゴムはんこ」
秋も深まり山では紅葉や黄葉もかなり進んでまいりました。ちょうどこういう時

期なので今月のレクリエーションではご入居者の皆様に消しゴムはんこでカラフ

ルな季節の色を楽しんでいただくことにいたしました。はがきサイズの用紙にス

タッフが彫った消しゴムはんこを押すというものです。数種類の色のスタンプ台

を使って紅葉や楓、イチョウの葉などのスタンプに赤や黄色、緑や金色（！）などの

色を使って仕上げていただきました。「色が華やかね」とか「家族へのはがきにい

いわねぇ」などと皆様お喜びいただけたようです。実際にご家族様へのお手紙と

してご使用された方もいらっしゃったようです。上手に出来上がった後はプリン

やココアをお召し上がりいただき、楽しい時間を過ごしていただきました。

ほほえみみゆき 」
「お相撲さん登場」
大相撲の11月場所が始まり、ご入居者様の中には、テレビに釘付けの

方もいらっしゃいますが、なんとそのお相撲さんがみゆきにも参られま

した！あまりの大きさに皆様、びっくりして大笑いしながら写真撮影！なか

には、取り組みしたいと言われる方もいらっしゃいました。また、 1階口

ビーでは、大きなクリスマスツリーを飾りつけ、皆様に華やかな気分で

楽しんでいただいています。

(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.70 ~狙Aについて1
□HA（ドコサヘキサエン酸）は脂肪酸でイワシやサバ等の青魚に多く含まれています。

青魚以外ではマグロやウナギ、鮭等にも□HAが豊富に含まれています。□HAは眼

や神経組織の発達に重要な役割を担っています。□HAとEPA（イコサペンタエン

酸）を摂取した場合に以下のような予防効果が期待される研究報告があったのでご

紹介します。□HA及びEPAの摂取量が多いと加齢黄斑変性症の発症リスクが低下

する。日本人の妊婦を対象とした研究では□HA及びEPAの摂取量が多いとアレル

ギー性鼻炎に罹りにくかった。この他にも□HAの摂取量が多い人違では骨密度が高

かったことや高齢者の認知機能の悪化が少なかったこと等も報告されています。

|L町距哀到 貨こんにちは！株式会社千成です没

今年も大変お世話になりました
コロナ禍で迎える2回目の師走。そうでなくても、あれこれと慌しい中、クリスマス、年末とあっという間

に新年を迎える12月。そして、お正月。お正月といえば御節料理です。最近は、簡単、豪華で美味しく

て、お値段もお手ごろとあって、年々人気となっていま

す。御節料理とは、節日（節句）に作られる料理。節日のう

ち最も重要なのが正月であることから、正月料理を指す

ょうになったとのことです。そこで毎年恒例となりますが、

御節料理の中に入る中身について一部ご紹介します。

黒豆の煮物
--------------------. 

数の子ニシンの魚卵
---------------------------------

田作り（ごまめ）
イワシの幼角の佃煮

長寿と無病息災を願ったもの。
----------------------------------. 

ニシンは「二親」に通じ、五穀豊穣と子孫繁栄を願ったもの。
-------------------------------------------------------------------

カタクチイワシを田の肥料としたところ五万俵ものコメが収穫できた

とのいわれに由来し、「田作り」の名とともに五穀豊穣を願ったもの。

たたきごぽう（酢ごぼう） ＿ 
たたきごぼうは瑞鳥（豊年の象徴）を表したもので農作と息災を願っ

たもの。

紅白かまぼこ
-------------

伊運巻
-------------

票金団（くりきんとん）
・---------------・ 

お多福豆

(6) 

形状が初日の出の形に似ることから用いられる。

紅白の色が縁起が良いとされる。
------------------------------------------------------

巻物（書物）に似た形から文化・学問・教養を持つことを願う縁起物。
---------------------------------------------------------------------------

撓ち栗は「勝ち」に通じることに由来。「金団」とは金色の団子という

意味で、金銀財宝を意味しており金運を願ったもの。
・--------------------------------------------------

文字通り福が多からんことを祈願したもの。



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。




