
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 
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本年も宜しくお願いいたします。

旧年中は格別のお引き立てを賜リ厚く御礼申し上げます。

平素よリ、ほほえみグループをご愛顧＼ヽただき

あリがとうござ＼ヽ 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おリます、

様々な制限のお願＼ヽに対しまして、ご理解ならびに

ご協力いただき心よリ感謝申し上げます。

本年も、全職員一丸となリ、安心安全な施設運営に

精励する所存でござ＼ヽますので、今後とも、なお一層の

ご指導ご鞭撻を賜リますよう、よろしくお願＼ヽ 申し上げます。

令和4年1月

ほほえみグループ
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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

「紅白歌合戦」
今年もあと半月余りになってしまいましたが、ご利用者様は風邪も引かず今月も元気いっぱ

いです。一年の締めくくりの行事として、午前中はクリスマスに向けて、ミニサンタケーキ作

りに挑戦してみました。丸いカステラを士台にして大きめの苺と生クリームでサンタの顔を

作り、おやつの時間まで一旦冷蔵庫へ。午後からは恒例になりつつある紅白歌合戦です。ご

利用者様は勿論のこと、スタッフも負けじとあの手この手で大奮闘！！他の方々は審査員の札

を胸に付け、紅白のカードを両手に持ち審査していただきましたが、皆様頭を捻りながらも

容赦ない素早い決定でした。（笑）そんな激しい決戦を終えたあとは午前中に作ったミニサン
タケーキを召し上がっていただきましたが、言うまでもなく幸せそうな食べつ13切でやはり食

に勝るものはないことを改めて実感いたしました。今年もコロナで始まリコロナで終わろう

としていますが、来年こそは明るい一年が訪れますよう切に願っております。

ほほえみ呉デイサービス6F

「師走を感じて」
12月9巳（木）、「師走を感じて」のテーマで行事を行いました。午前は、年賀状を書きまし

た。裏に虎の顔を描き「たくさんの福が来ますように」「今年も健康第一・元気いっぱいに

過ごす」等と言葉を添えました。表に自分の住所と名前を書いて完成。元旦に届くように

出しました。午後は「デイサービスセンターほほえみ呉・幸せ年末宝くじ」を渡して宝くじ

抽選会です。宝くじに自分で1~50までの好きな数字を書き、スタッフが順番に引いた

数字を読み上げました。全部、数字が揃ったら大当たり！景品場所に好きな物（手袋やマ

フラーなど）を1つ選んでもらいました。景吊が掛かっているので、真剣に目が輝いてい

ました。終わリにおやつのシュークリームを食べて、師走の1日を楽しく過ごしました。

ほほえみ呉デイケア

「クリスマス会」
午前中は1人ずつツリーの飾りつけです。「どこにつけたらいいかね？」と迷いながら

も、しっかリと手を伸ばして枝にひっかけていきました。皆様で協力してどんどん飾り

が増えていくと、赤や金銀で彩られたツリーの完成です。午後からはツリーやぬいぐ

るみを写真撮影。華やかなツリーやサンタとトナカイのぬいぐるみを見ると、普段以

上ににこやかな優しい表情がみられました。おやつはチーズケーキです。甘くてしっと

りしていて「おいしかったよー」と皆様、満面の笑顔でした。オレンジジュースやカフェ

ラテといっしょに楽しいおやつの時間を過ごしました。

ほほえみ呉東

「クリスマス会」
ほほえみ呉東でも12月11日（土）にクリスマス会を行いました。めったに雪が積もらない呉市で

すが、クリスマス気分を感じていただけるよう、雪の積もった野呂山にソリを引き、速さを競う

ゲームを行いました。手首をクルクルと回し、紐を巻きつける簡単な動きではありますが、皆様と

ても真剣勝負をされていました。負けそうになり最後は紐を引っ張ったり、負けても最後まで

しっかり巻き続けられたリと個性が溢れていました。もう一つは呉市にちなんだ事が書いてある

「呉市すごろく」を行いました。皆様興昧津々でマスに書いてある事を聞いては「ああ」と感ふし

てされたり、昔呉市に路面電車が走っていたなどのマスに入ると「そうそう長浜の方まで走っと

たんよね」と懐かしそうにお話をされていました。午後にはクリスマスケーキを召し上がられて、

とても充実した楽しい時間を過ごすことができました。
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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 
「ほほえみ呉中央からメリークリスマス！」
ほほえみ呉中央でも、玄関、各フロアにクリスマスツリーを点灯しています。今年は、手
の平サイズの緑色の画用紙をドーナツ型に切った「リース」に、シールやリボンを貼って
いただいて、ツリーのオーナメントを制作してみました。どのご入所様のも可愛らしく仕
上がって、飾りつけながら「これは私が作ったものよ」「あなたのもいいねえ」と、会話が
弾んでいます。また、違うフロアでは、緑と黄緑の市松模様のツリー型に切った紙に、ナ
イロン手袋をつけて、水彩絵の具をハケで塗った手でペタペタ、手形を押していただき
ました。素敵な出来ばえです。赤、青、黄色、緑、オレンジ、水色、お好きな色で、お好きな
向きに。もちろん「ソーシャルディスタンシング」の観点から、スタッフがおひとりすつ
回って、していただいています。皆様のが揃うと「あら、ええがいになったねぇ」「私のは
何処かな」「あっ、あれじゃない？」「ホンマじやあ」と指して言い合っておられました。これ
で、 12月と思い出していただけたでしょうか？面会も少しすつでき始めています。この
まま、いい方向に進んでくれるといいなとスタッフー同願っております。

ほほえみ呉安浦 j 
「誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、 12月l2日に「誕生日会」を開きました。今年最後の誕

生日会、69オになられる方の誕生日会です。その方はほほえみに来て初め

て祝われる誕生日会でした。昔の事を思い出しながら話をしていただいたり、

みんなの昔の話を聞いて笑い楽しまれていました。また、他のこ入居者様l

人ひとりにお祝いの言葉をもらい、喜ばれていました。その後は、茶話会で誕

生日ケーキをみんなで食べとても楽しい時間を過ごしました。

ほほえみつばき 」
「クリスマス会」
雪が降る季節になりました。スタッフー同感染対策に努めてまいります。 12

月という事でクリスマス会を行いました。ますはこ利用者様が順番にクリスマ

スツリーの飾り付けを行い、鈴やオーナメントを使い綺麗に飾っていきまし

た。順番に飾り終わったら次は記念撮影。写真を皆様で撮影しクリスマスらし

くなってきました。撮影が終わるときよしこの夜が流れてきます。それぞれ口

すさんでいると、目の前に順番にケーキが運ばれてきて、全員の前にケーキ

が並び「頂きます」。ケーキを食べながら年の瀬を感じる行事になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「クリスマス会」
今年最後の行事として12月12日（日）ほほえみ広国際適りでは「クリスマス

会」を行いました。鈴やボール、靴下、星などの飾りをご入居者様お一人おー

人がツリーに飾り付けをされました。「きれいね」「もっと上の方がいいかね？」

など、しっかりと手を伸ばして楽しそうな様子でした。きれいに飾り付けた後は

ツリーの横でにつこりと笑顔で記念撮影。その後は「ソリレース」です。2人の

うちどちらのソリが早くゴールに着くかを競い、トーナメント方式で行いまし

た。「早く早く！」「やったぁ～」など盛り上がり、皆様、力強く引っ張られており、

いい運動になった様子です。
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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。

※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

「クリスマス会」
l2月1日、蔵本では、早めのクリスマス会を行いました。一人ひとりサンタの

赤い帽子をかぶっていただき、写真撮影。「ハイポーズ」の声掛けに照れなが

らも、いい笑顔。おやつには、ブッセ。美味しいとすぐに食べられている方、あと

のお楽しみと持ち帰られる方、と様々。クリスマス柄の紙皿もかわいいと喜ば

れました。また、ささやかですが、皆様にお菓子のプレゼント。短い時間でした

が、皆様笑顔あふれる楽しいクリスマス会となりました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「クリスマス会」
12月22日（水）ラポルトほほえみでは、各フロアーことに「クリスマス

会」を開催いたしました。ケーキ、アイスなどを準備し、一年を振り返り

ながら楽しい会話皆様でクリスマスの歌を合唱！真っ赤なお鼻のトナ

カイさんはP笑顔あふれる、とても充実した一日となりました。

ほほえみ矢野

「クリスマス会」
酷寒の12月に入り、毎日厳しい寒さが続いています。ほほえみ矢野では、「ク

リスマス会」を開催しました。クリスマスのBGMで雰囲気を作り、様々なゲー

ムを行いました。「的当てゲーム」では、皆様、的に当てる為、一生懸命玉を投

げられていました。的に当て倒れると、メリークリスマスと文字が現れ、皆様ク

リスマスの事を思い出されていました。次に「黒ひげ危機一髪ゲーム」では、

ケーキを持って樽の中に逃げたトナカイに扮した聴員を出す為、剣を樽に突

き刺し、樽からトナカイが飛び出て来ると、皆様とても盛り上がっていました。

最後におやつのクリスマスケーキを食べられ「美味しい」「久しぶりにケーキを

食べたよ」と、とても喜ばれていました。

ほほえみ安芸路

「コロナ禍でのお正月」
去年に引き続き、今年のお正月もまさかコロナが収まっていないとは思って

いませんでしたが、今年のお正月もまた、コロナ禍であけてしまいました。こ‘

家族様とのこ面会も十分に叶えられないまま寂しいお正月となりましたが、せ

めてお正月気分を味わえますようにと心ばかりのお節料理をお出しいたしま

した。皆様、美味しい美味しいと、いつもは食がすすまない方もお節は完食さ

れた方も多く、私達職員もせめてものお正月気分を味わえていただけた事に

とても嬉しく思いました。来年こそは、コロナで振り回されていないお正月を

迎えられたら！…と願ってやみません。

(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 
「クリスマス」
今年もほほえみ広島西にたくさんのサンタがやってきました！コロナ禍で合同

のクリスマス会はできませんでしたが、それぞれにサンタがケーキとクリスマス

カードを持ってやってきました。有料老人ホームでは、ひさしぶりに皆様に集まっ

ていただき、サンタと一緒に歌体操をしました。軽い運動の後、イチゴのクリス I 

マスケーキをお出しすると、「これこれ！おいしそうなケーキ」とにつこり！グルー

プホームでは、お茶の時間にカードとケーキをお出ししてサンタと一緒におー

人ずつ写真をとりました。皆様クリスマスの雰囲気を満喫されました。

ほほえみ井口 J 
「クリスマス・プレート」
ほほえみ井口ではクリスマスのレクリエーションとして、ご入居者様にクリスマ

スプレートの作成をしていただきました。細かい作業のため、スタッフもお手伝

いをしながら作成しましたが、皆様とても集中され、声がかけにくくなる程の方

もいらっしゃいました。「これどうかね？」「このシールどう貼ろうか」と試行錯誤さ

れながらも、完成された作吊はどれも綺麗に仕上がっていました。プレート作

成の作業が終わった後は、おやつに用意していたロールケーキと紅茶を召し上

がられました。今年最後のレクリエーションとなりましたが、来年の抱負として、

今年以上にご入居者の皆様が楽しく笑顔になれるような企画を考えたいと思

います。

ほほえみみゆき 」
「クリスマス」
広島市では、コロナ感染者数0人がーか月あまり続き、今年のクリスマスは、昨

年よりは、繁華街の人出も増しているようです。ただ、国内でも徐々にオミクロ

ン株の感染者が増し、改めて感染対策を再確認し徹底しています。今年は、感染

予防のためクリスマス会は中止となりましたが、大きなクリスマスツリーを飾り

クリスマスグッズを身に着けていただき、クリスマスの雰囲気を楽しんでいただ

きました。クリスマスの日には、「長いこと楽しませてもらいありがとうございま

した。」とツリーを名残惜しんでいる方もいらっしゃいました。

(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.71 ~狙Aについて2
「DHAを最低どのくらい摂ったらいいの？」という質問を受けたのでお答えします。実は健康な日本人

が営む日常生活ではDHAやEPAの欠乏が原因と考えられる症状の報告はありません。つまり必要最

低限の摂取量を算定するための研究結果が十分に存在していないのではっきりとした数値は分からな

い状態です。ただし、日本人ではEPAおよびDHA量を1日0.9g摂取している人達が非致死性の心筋

梗塞に罹りにくくなっている。このことから厚生労働省から発表されている「日本人の食事摂取基準」

(2010年版）で「18歳以上では1日lg以上のDHA及びEPAの摂取（魚で1日約90g以上）が望まれ

る。」とされています。では反対に「DHA及びEPAを最大どのくらいまで摂って大丈夫なの？」と疑問に

思われるかもしれませんね。実は極端な大量摂取による健康障害の懸念はありますが、人における研究

結果が十分ではない為、日本では摂取の目標量（上限）も設定されていません。参考までに欧州安全機

関(EFSA)では1日約5gまで摂取しても問題ないとされています。

B々 念心ll. 作—小9 貨こんにちは！株式会社千成です没

本年もよろしくお願い致します！
本年も皆様に安全で美味しいお食事をお届けできるよう励んで参ります。

年末年始は毎年ついつい食べ過ぎてしまうという方も多いのではないでしょうか？日本にはお正月

に弱った胃腸を「七草粥」を食べて回復させるという習慣があります。もともとは無病息災を祈って

食べられていた七草粥ですが、現在では栄養の多い七草で胃腸を回復させるという意味合いも込

められています。七草って何があったかな．．？という方に今回は七草の効能も一緒にご紹介します。

［春の七草］

【せり】 効能は健胃・解熱•利尿など。爽やかな香りは食欲増進の効果もあります。
--------------- -----------------------------------------------------------------------------------・ 

【ナズナ】 別名「ぺんぺん草」とも呼ばれることもあります。効能は健胃·解熱•利尿・下痢止めなど。

【ゴギョウ】 効能は咳止め・去痰・扁桃腺炎予防など。 ぺ｝

i入五ベラ--j――ーー：［国ー五曇．ー、戸扇玉是。―--------------------i9`寸¥差囁
-----------------------------------------------------------------

●--
．．． 

【ホトケノザ】 効能は健胃・食欲増進・解熱など。
． 

．．ふ! → 
------------------------------------------------------------------------------

【スズナ】 現在のカブをさし、葉の部分を用います。 —.、“
ふ r知七十

効能は健胃・消化促進・解熱・咳止めなど。 そ} ..を
-------------------------------------------------------------------------------

現在の大根をさし、葉の部分を用います。 -' 
タ ば叩， 

【スズシロ】
｝祐

効能は健胃・消化促進・解熱・咳止めなど。
斉• し1こぺ；
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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。

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。




