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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
Ill 
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、 面会制限について
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ご家族様におかれましては新型コロナウイルス感染症拡大

防止の為に行っている面会制限にご協力いただき心より

お礼申し上げます。

再度、現在対応可能な面会についてご案内を申し上げます。

（ リモート面会 ） （ ガラス越し面会 ） 

タブレットを使用した 空間の違う部屋で

ビデオ通話にて、 ガラス越しにて、

ご面会いただけます。 ご面会いただけます。

※構造上、対応できない施設もございますので、

お問い合わせください。

（
 

ご 予 約 方 法 ‘._ノ

準備の為、予約制とさせていただきます。

事前に、「リモート面会希望」、もしくは「ガラス越し面会希望」

の旨と「ご希望日時」を直接各施設にお伝えください。

日程調整をさせていただきます。

ご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、感染防止の観点から

ご理解、ご協力を何卒宜しくお願いいたします。

(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

「新年会」
新しい年が始まる中、コロナ、オミクロン株の感染拡大は止まリません。ご利用者様にはご

利用中だけでも楽しい時間を過ごしていただこうということで、新年会を開催致しました。

まず最初に福笑いですが、今回はコロナ対策としてご利用者様に前に出ていただくのでは

なく、スタッフが目隠しをして誘導していただきましたが、声が大きくなりそうになるのを

おさえての誘導が大変でした。その後でおみくじ引きです。ほほえみ大黒様が登場し、一人

ひとりにおみくじを引いていただきましたが、不思議とご本人にピッタリなコメントで皆様

頷いておられました。（少しでも前向きな気持ちになっていただけたでしょうか…？）代表で

引いたスタッフが凶を引いてしまい大爆笑！！手作りの干支色紙とおみくじを嬉しそうに握り

しめて下さっていましたが、やはり笑顔が一番！！今年もご利用者様が笑顔の絶えない一年

になれるよう頑張っていきます。

ほほえみ呉デイサービス6F

「新年会」
1月14日（金）新年の始まりを祝う会を行いました。改めて明けましておめでとうござい

ます、と元気に挨拶をしてから羽付き大会をしました。前の週に自分で作った寅柄の特

製羽子板を使って2チームに分かれて行い、羽が落ちた方のチームには、黒シールを墨

の代わりに貼っていきました。連続して打ち返す事もできればすぐに落ちてしまった

り…仕舞いには顔にシールだらけ。お互いの顔を見て笑顔がいっぱいになりました。昼

休憩はカルタ取りをして週ごし午後からは、トラの顔を描いたパンケーキを一人ずつ焼

きました。色んなトラの顔が出来上がり、もったいないと思いながらも、おいしくいただ

きました。お正月にちなんだ歌も歌い今年もコロナに負けず楽しい一年になればと思

いながら、新年会を終えました。

ほほえみ呉デイケア

「新年会」
新年を新しく迎え1月13日に新年会を開きました。午前中には福笑いを行いました。

皆で声を掛けながら笑顔で楽しく過ごされていました。午後にはロールケーキを用意

させていただき皆様大変喜んで食べておられました。今年も1年健康に気を付けが

んばっていきましょう。

ほほえみ呉東

「新年会」
1月8日（土）ほほえみ呉東では「新年会」を行いました。新年を祝い、ご‘利用者様の無病息災を願

うという趣旨のもと「おもちつき」を行いました。最初に木うすの中に蒸した餅米が入り、景気づ

けに職員が息を合わせて杵でつきました。続いてご利用者様一人ひとりに杵を持っていただき

「がんばります」と写真をパチリ（ハッピも着用）。「よいしょ～、よいしょ～」5回のはずが、はりきり

すぎて6回、7回、10回つかれる方もおられ、皆様とても気持ちよさそうな良い顔をされていまし

た。2回ついたのですが、つき終わる度に餅を丸めていただきました。「あ～、熱いね」「難しいわ

～」と昔を思い出されながら、粉だらけになり丸めました。待っている間に箱入リのおみくじも楽

しまれながら、お正月気分を味わっていただきました。午後からはおやつに「ぜんざい」をおよば

れし、お腹も心も満たされた楽しい行事となりました。

(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 
「元気に頑張っています」
早いもので、2022年ももう大寒を迎えます。そして、早いところでは、3回目のコロナ

ワクチン接種とか、ほほえみ呉中央の近くの公園駐車場にも検査のテントが張られて

います。TVや新聞で、情報をこ存知の方もいらっしゃいますが、こういう時こそ、明る＜

前向きで過こしたいと、「福笑い」と「書きぞめ」を行いました。目隠しをして、皆様に、お

多福に目や鼻などのパーツを並べたり、貼り付けたりしていただきました。目隠しをとっ

た瞬間、「ありゃりゃ？」と言われる方もおられ、「そうこなくっちゃ」と心の中でガッツポー

ズ！「書きぞめ」も、さすが筆を使われていた世代の方々 です。普段、書かれるのを見た

ことがめったにないので、「うゎ、お上手。達筆ですね」と思わす口にしてしまいました。

書道がやってみたい、とおっしゃる方も何人か、おられるんですよ。今は、「クラブ」を復

活させられそうにないけれど…。きっと、いつか。希望を持って、今日も元気に、呉中央の

皆様とスタッフは頑張っています。

ほほえみ呉安浦 j 
「お誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、 1月17日に「お誕生日会」を開きました。令和4年に

なって最初のお誕生日の方2名のお祝いをさせていただきました。「何歳に

なられましたよ」とお伝えすると「ほ～」「長く生きさせてもらった」と言われ、

お生まれになった年、その後の出来事を紹介させていただくと「そんな事が

あったね」「あの頃は大変だったよ」など懐かしく思い出されていました。こ入

居者の皆様から、お祝いの言葉、お誕生日カード、歌のプレゼントがあり、とて

も喜んでおられました。茶話会では、お楽しみにされていたケーキを美味しく

召し上がっていただきました。賑やかで温かいお誕生日会になりました。これ

からも、お健やかにお過こしください。

ほほえみつばき 」
「正月」
新年あけましておめでとうこざいます。コロナウイルス感染症対策にこ協力

いただきありがとうこざいます。スタッフー同精進してまいりますので宜しく

お願いいたします。ほほえみつばきでは、施設内にほほえみ神社を設置して

初詣を行いました。こ利用者様は順番に1人ひとり参拝していただきます。最

初に参拝された男性の方に何をお願いしたか聞いたところ、「家内安全」と

おっしゃっておられました。その後に引いたおみくじはなんと大吉。「今年1年

元気にすこせそうじゃわ」と笑顔でおっしゃっておられました。全員参拝後はお

汁粉をいただき、今年1年の健康とコロナ終息を願った行事になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「書初め大会」
1月9日、ほほえみ広国際通りは「書初め大会」で大いに盛り上がりました。半

紙に向き合い筆で字を書かれ、「間違った、こうじゃない」「もう1枚半紙くださ

い」と言われる場面があり、満足のいく字が書けるまで頑張っておられまし

た。茶話会ではおしることかっぱえびせんをお出しし、「おしるこの甘さとかっ

ぱえびせんのしょっぱさがちょうどいい、美味しかった」と好評をいただきまし

た。コロナ禍でいつも通りのお正月を迎える事ができませんでしたが、少しで

も新年を迎えた喜ばしい気分を味わう事ができたと思います。

(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

「新年、あけましておめでとうこざいます」
令和四年度、初の行事として今年も一階のロビーで参拝できるようにしまし

た。今年は昨年とは違い、赤い鳥居と日の出の写真を後ろに設置し、おみくじ

と賽銭箱もバージョンアップ。お正月の雰囲気をより一層盛り上げてくれまし

た。一階へ降りてこられた方々がそれぞれ、おみくじを引いたり、神社へ参拝

されていました。おみくじを引いた後は、持って帰られたり、木へくくったり楽し

まれているこ様子でした。まだまだ、コロナ禍で思いのまま外出することが難

しい世の中ではありますが一日一日を大切にこ利用者様と一緒に楽しい毎日

が送れます事を職員ー同、心より願っています。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「ほほえみ初詣」
1月1日、ラポルトほほえみでは館内に「ほほえみ神社」を設置し、毎年「ほほ

えみ初詣」を開催しています。密にならないよう分散してこ入居者様に参拝し

ていただきました。コロナが収まりますように…。健康で過こせますように…。

家族が幸せでありますように…。皆様、願いは色々のようです。当施設といたし

ましても、感染対策を徹底すると共に、病気平癒健康長寿一日も早くコロナ

が収まるよう心からお祈りいたします。

ほほえみ矢野

「新年会」
ほほえみ矢野では1月「新年会」を行いました。コロナウイルス感染拡大の為、

盛大には行えませんが、各階にて感染対応を徹底し出来る範囲内で行いまし

た。新年会と言う事で、各階にて甘酒で乾杯を行いました。久しぶりに飲む甘

酒に「美味しい」や「酔っぱらった」等、皆様とても喜ばれていました。ゲームで

は、羽子板ゲームを行いました。風船を使い、羽子板をテニスのラケットに見

立てて行いました。風船なので、とても割れやすく割れるたびに皆様驚かれ楽

しまれました。コロナ禍での行事で、企画する事も様々な工夫等が必要でした

が、全員が楽しめた新年会となりました。

ほほえみ安芸路

「コロナ禍の中で」
コロナ変異種オミクロン株が猛威をふるっている為、施設内の感染予防対策

でご家族様とこ‘入居者様とのご面会を再開出来す、職員は大変心を痛めてお

ります。楽しいはすのお食事時もお互いの間に距離があり、アクリル板が置か

れ黙食。お喋りも出来ません。コロナで次々とお楽しみが奪われている中、ガ

ラス越しのこ面会やタブレットでの動画面会がこ入居者様のささやかなお楽

しみとなっているようです。早く、こんな異常な日常が収まって欲しいと願うば

かりです。

(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 
「お正月」
ほほえみ広島西では元亘におせち料理を召し上がっていただきました。グルー

プホームでは、折詰にかける、のし紙やランチョンマットもお正月柄で揃えてお

出ししました。お食事のあとは、ほほえみ広島西神社に初詣（手作り神社を館内

に置きました）。「ほんとに初詣に来たみたい！」「おみくじもあるのね。」と大変喜

ばれました。コロナ禍ですが、少しでも楽しんでいただけるよう職員ー同がんば

ります。今年もよろしくお願い致します。

ほほえみ井口 J 
「福笑いで楽しもう」
ほほえみ井口では、密を考慮して福笑いを行いました。A4サイズの紙に福笑い

の輪郭を2パターン用意し、その輪郭の中に目、鼻、口を貼っていただきました。

最初は目隠しをして行っていただきましたが、皆様にはなかなか難しく、とんで

もない顔ばかり出来上がり、目隠しを外しては出来上がりを確認して「上手くい

かんねぇ」と大笑いをしながら、何度もチャレンジされました。最後は目隠しを外

し皆様きれいに修正して記念撮影。少人数で、小さい型を使用してのレクリエー

ション、来年は大きな紙を用意して皆で楽しく出来ればいいねと話ながらおや

つを食べていただきました。

ほほえみみゆき 」
「お正月」
新型コロナウイルス「第6波」の流行により、感染対策として皆様には、

面会、外出等の制限の中のお正月になりました。我慢のお正月ですが、

ロビー、食堂、各階にお正月用の花や飾りを華やかに設け、おせち料理

も召し上がっていただき、着物を着て写真撮影等をして過ごしていただ

きました。お花は皆様お好きで「立派なユリだね。お正月らしいわね。」と

見入って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

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.72ピ翌Aについて

EPAはエイコサペンタエン酸（イコサペンタエン酸とも呼ばれている。）の略称です。このEPAは

イワシ、本マグロ、サバ等の青魚の油に多く含まれています。 EPAが研究されるようになったきっ

かけは 1963~1 967年にかけてデンマークのDyerberg（ダイアベルグ）博士らが行ったグ

リーンランドのイヌィットを対象にした疫学調査でした。この疫学調査からアザラシを主食として

いるイヌィットの人々は野菜を殆ど摂らないにも関わらす肉食中心のヨーロッパ人より脳梗塞や

心筋梗塞の発症率が極めて少ない事が分かりました。さらにイヌイットの人々の血液中にEPAが

高い濃度で存在していた事も判明し上記の調査結果に何か関係しているのではないかとダイア

ベルグ博士は考えました。この疫学調査についてダイアベルグ博士は 1975年に報告して以来、

EPAと皿栓性疾患の関係が注目されるようになりました。

U汽 B々
そヽ 貨こんにちは！株式会社千成です没

2月5日は「節分」です！！
2月の行事食と言えば、節分ですね。本来、節分というのは立春・立夏・立秋・

聾笠。。嚢りは二霊t,；翌言ご⑰ば、唸誓`二ご品
eョ翫／ー すようになりました。節分に行われる豆まきは、追髄（ついな）という宮中行事

三゜ 芦りと寺社が邪気を祓うために節分に行っていた、豆打ちの儀式が合わさったも
／ のと言われています。

逗］豆まき
炒った豆を年神様にお供えした後、その豆を年男が「鬼は

外、福は内」と大声で唱えながら蒔きます。ご家庭では、

一家の主が「鬼は外、福は内」と大声で唱えながら家の出

入口や各部屋に豆を蒔きましょう。蒔くのは夜。窓を開け

て「鬼は外」と唱えながら、家の外に向かって2回蒔き、す

ぐに窓を閉めて「福は内」と唱えながら、部屋の中に2回蒔

きます。家の奥の部屋から順番に。玄関は最後です。

⇒災いを追い払う。

蒔き終わったら、その蒔いた豆を年の数（または年の数十

1)だけ食べます。 ⇒1年の無病息災を願う。

裟イワシ
しきたりではありませんが、恵方巻きとともに焼いたイワ

シを食べる家庭が多いようです。一説には鬼は、日本神

話では死後の世界に住んでいて死体の汁をすすってい

るとされました。つまり鬼は生臭いにおいが好きだそう

で、数ある食品のなかでもイワシの頭が最も臭いそうで

す。そこで節分にイワシを食べ、そのイワシの頭をヒイラ

ギの枝につけ玄関にかけます。イワシの頭の臭いに釣ら

れてやってきた鬼はヒイラギのトゲに目をついて逃げて

いくと言われており、鬼は痛い目にあった家には近づか

ないとあります。

◎9恵方巻
節分の日に、その年の恵方を向いて太巻きを食べるという風習は、関西から始まったものですが、今では全国的に定着

しているようです。元々は、大阪の海苔問屋協同組合が節分のイベントとして行ったのをマスコミが取り上げたのをきっ

かけに広まったものだと言われています。「福を巻き込む→巻き寿司」「福を切らない→包丁を入れない」

一種の縁起かつぎですが、楽しいものです。食べ終わるまで話をしてはいけない、と言われています。

恵方巻きは節分に食べる太巻きというだけでなく、中に入る具材にも決まりがあり、中に入れる具材は7種類という点で

す。この7という数字は、七福神に由来するものだと言われています。現在はスーパーやコンビニで様々な種類の恵方

巻きが売られており、中には具材が7種類でないものもありますが、よりこだわって選ぶのであれば、具材が7種類入っ

ているものを選びましょう。特に、エビ、だし巻き、しいたけ、きゅうり、うなぎ、かんぴょう、でんぶなどが、縁起の良い定

番の具材と言われています。

(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

．． 

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

令」

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。


