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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
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面会制限について
ヽ
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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 、・j
タブレットを使用したビデオ通話にて、 空間の違う部屋でガラス越しにて、

ご面会いただけます。 ご面会いただけます。

a 
I 

※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。
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 感染拡大防止へ の ご 協 力 を お 願 い し ま す

ヽ
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正しく使おぅマスク！
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4 9‘ 〇鼻の形に合わせ 〇あこ下まで伸ばし顔に

すき間をふさぐ 烈型阿悠？．1．吋ド．させる

€会話時は
必ず着用！

鼻出しマスクX あごマスクX

・着けたら外側は触らない

•ひもを持って着脱

・品質の確かな、できれば不織布を

こまめにしよう

手洗い・
手指消毒！

こんなタイミングでは
必ず！

・共用物に触った後

・食事の前後

・公共交通機関の利用後など

01¥ 
指先・爪の間・指の間や手首も

忘れすに洗いましょう！

目指そうゼロ密！

一つの密でも
避けましょう！！

ゞ (I// ¥I/ 

＾^ゾ9密接マスクなしx
大声X

塁｝品罹鼎消
密集
大人数X

近距離X

密閉
換気が悪いX

狭い所x
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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

「節分祭」
まだまだ終わりが見えそうにないコロナ禍の中、デイサービスでもご利用者様には歌やレクリ

工ーションの内容に制限をかけながら厳しい日々が長く続いております。こんな時だからこそ、 19 
皆様に何とか元気になっていただきたいという願いを込めての行事を行いました。午前は雛祭

りも近づいてきたので、皆様の自宅に色鮮やかな壁掛け雛人形を飾っていただこうと思い、各

テーブルに見本を置いて各自で飾りつけをしてみました。眉間にシワを寄せながら真剣な表情

で作っていましたが、徐々に完成に近づくと自然と表情も緩み安堵した様子。（意外にも桃の花

の配置に苦戦した様でした）午後からは巨大なお多福が登場！まずは手を合わせ願いを込めなが ．． 

ら、お多福の大きな口をくぐり抜け、最後に「ハイ、ポーズ！！」いろんな制限がある中で忘れがちな

笑顔を失わないように私達も試行錯誤しながら、日々のレクリエーションを考えておりますが、今

回の行事も少しはストレス発散に繋げることができたのではないでしょうか。 ※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

ほほえみ呉デイサービス6F

「バレンタイン」
2月14日（月）バレンタインの行事をして過ごしました。午前中は、誰かを想いながら、

メッセージカードを作成しました。ハートの形なので照れながらも、カラフルなペンの

りを使って「いつもありがとう」等、思いおもいの一言を添えオリジナルな1枚が完成。

それぞれ家族や知り合いに渡して気持ちが伝わればと思います。午後は、アップルパ

イ作りに挑戦。コロナ禍なので、自分の食べる分は自分で作りました。餃子の皮にリン

ゴジャムを入れて包み、一人ずつホットプレートの場所まで移動してバターで焼きま

した。その間、待っている方には、コーヒー・レモンティー・ココアの中から好きな飲み

物をチョイスして作りました。香ばしいアップルパイの匂いに包まれながら楽しい一

日となりました。

ほほえみ呉デイケア

「2月」
2月に入リ暦のうえでは春だけど、三寒四温の日々の連続で、やっぱり寒いです。少し

温かい日には、少しお日様の光を浴びに。青空と海の景色がなんとも心地良い。寒い

日には、フロアで「鬼退治」を決行。節分で倒し損ねた鬼の残党を根こそぎ彊滅してや

りました。バンザーイ！！これで今年いっぱい良いことありそうです。たぶん。鬼を追い

やったあとは、神戸老舗のバウムクーヘンで至福のひととき。ああ、なんだか福の神

が降りてきたようだ。もうひと月ほど寒さが続きますが、何とか健やかに年を重ねて

いきたいですね。バウムクーヘンみたいに。

ほほえみ呉東

「節分会」
2/12（土）呉束では節分会を行いました。最初のゲームは大きな口を開けた鬼箱に恵方巻きを

投げいれるゲームを行い、皆様とても集中されて両チームとも僅差の白熱したバトルが繰り広

げられました。2月といえばドキドキなイベント『バレンタイン』に因んでバズーカーで大きな

ハートを狙うゲームを行いました。バズーカーを引っ張って離すという動作に苦戦している方も

おられましたが、見事ハートのど真ん中に射抜かれたご利用者様もおられスタッフと共にとても

喜ばれておりました。その後は呉東特製の福豆くじ引きを行いました。当たりは金の豆でした

が、前半はなかなか出ず皆様半信半疑の中、後半に見事3名の女性のご利用者様が引き当て

て、今年の呉東の福女が決まりました。そうこうしていると2匹の鬼が登場し暴れ始め、会場一番

の盛り上がりとなり、引いた福豆を投げながら邪気を払い今年の無病息災を皆様で願いました。

(2) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

※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 
「ほほえみリモート面会」
今では、私たちにとって身近になってきたリモートですが、ご利用者様にとっては、

はじめて体験される方が多くいらっしゃいます。タブレット越しに映るこ‘家族様と会

話ができることに「すこいね！」「これ欲しいわ」と驚かれたり、はじめての体験で戸

惑われたりするこ利用者様もおられました。慣れた頃には、リモート面会当日の朝

「今日はテレビ電話がありますよ」と、お伝えすると、ニコ～っと笑顔もみられます。

限られた時間の中でお話されているときの姿は様々で、穏やかな表情でお話され

たり、笑い声が絶えなかったり、久しぶりに声が聴けて、嬉しくて涙を流されるこ利

用者様も••その姿を側で見守っているスタッフもつられて笑ったり、一緒に涙ぐむ

ことも。「元気しとる？」と、お互いを心配し合う会話に、家族を思う暖かさを感じま

す。こ利用者様が元気で明る＜過こせるよう、時には家族のように寄り添いなが

ら、一日も早く面会ができる日がくるようスタッフー同心から願っております。

ほほえみ呉安浦 j 
「誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、2月9日に「誕生日会」を開きました。こ入居者様方か

ら、お祝いの言葉を言ってもらったり、バースデーソングを歌ってもらい、楽

しく過こしていただきました。おやつには、いちこのショートケーキやチョコ

レートケーキやチーズクーキなど、いろんな種類のクーキを用意しました。

こ入居者様方から「おいしい」という言葉が出て、とても楽しい誕生日会に

なりました。

ほほえみつばき 」
「バレンタインデー」
厳しい寒さが続いています。感染症対策に協力していただきありがとうござ

います。スタッフー同感染症対策に努めてまいりますので宜しくお願い致しま

す。ほほえみつばきでは、2月、バレンタインデーという事でケーキパーティー

を行いました。色々なケーキを並べてこ利用者様に選んでいただきます。

「チョコレートケーキは有りますか？」と言われる方、「チョコレートは苦手だけ

ど苺のショートケーキがあって良かった」等言われそれぞれ好きなケーキを

持って自分の席に戻って、皆様揃ってから「いただきます」。「美味しいもの食

べたら元気になったよ」「久しぶりに食べるケーキは美味しいね」等言われ、感

染症対策の中リフレッシュした行事になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「バレンタインデー」
ほほえみ広国際通りでは新型コロナウイルス感染症対策のため、通常の行事

の代わりにバレンタインデー企画として2/15（火）に一日遅れで男性ご入居

者様にチョコレートケーキをプレゼントいたしました。長期に及ぶ感染対策で

こ‘入居者の皆様も我々スタッフもストレスとの戦いですが、甘いものを摂取し

て少しでもストレス軽減になればと思っております。いつまで続くかわからな

いコロナ禍ですが、我々にできる事は日々の基本的な感染対策（マスク着用、

手指衛生、三密回避）を粛々と続けながらも‘‘ほほえみ’'を忘れす免疫力を高

める生活を送る事に尽きると考えます。
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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

「バレンタインデー」
ほほえみ呉蔵本通りでは、バレンタインデーを楽しんでいただこうと、

おひとりすつにプレゼントをご用意しました。ハートの形や可愛いクマ

の柄の袋にチョコレートのお菓子を詰めて、皆様にお渡ししました。大

変喜んでくださり、良い思い出となりました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「脳トレ教室」
ラポルトほほえみでは、感染対策を実施しながら「脳トレ教室」をおこ

なっています。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コ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。

ほほえみ矢野

「節分祭」
ほほえみ矢野では2月「節分祭」を行いました。コロナウイルス感染拡大の為、

各階で感染対策をして行いました。ゲームでは、ペットボトルに鬼や桃太郎の

仲間たちの絵を貼りカラーボールを投げて、倒すといったゲームを行いまし

た。水の入ったボトルは、重たくなかなか倒れないので、皆様、悪戦苦闘！！ペッ

トボトルを倒すのに沢山ボールを投げられていました。その後、桃太郎の曲に

合わせて、体操をしました。皆様楽しみながら体を動かされました。最後に今

年も皆様が、楽しく健康でありますようにと一本締めをして、おやつに鬼の絵

が書いてある、プリンを食べました。その後、鬼の衣装を着た職員と一緒に記

念写真を撮り、楽しい一日となりました。

ほほえみ安芸路

「3月春」
コロナに振り回されているうちに早いものでもう3月となりました。施設の感

染予防対策で外出する機会がめっきり減ったご入居者様ですが、施設内で春

のお花を生けられたり、ご家族に手紙をしたためたり…と過ごしてくださってま

す。施設の玄関先には、ご入居者様がかつて製作された手作り（すこい！）ひな

人形が飾られ、こ入居者様を楽しませてくれてます。こ面会が以前のように解

禁され、訪れたこ家族様にも是非楽しんでいただきたいものです。

(4) 
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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。



| ↓まほえみ広島西 J 
「鬼の格好で写真撮影」
ほほえみ広島西では、節分の時に、にぎやかに鬼退治の豆まきを行っていました

が、今年もコロナ禍のため行えませんでした。そこでご‘入居者様に鬼の恰好を

していただき写真を撮りました。始めは恥ずかしいからと還慮がちだった皆様で

すが、だんだんと気分が乗ってきて「どう、このポーズ？かっこいいでしょ」「似合

う？」と会話が弾みました。写真の後におやつの甘納豆をお出しすると、「これが

楽しみなのよ！」と喜んでくださいました。来年はコロナが収束し、皆様で鬼退治

の豆まきができるといいですね。

ほほえみ井口 J 
「桃の節句クイズ＆ひな祭り」
「寒い、寒い」と言っていた日々も終わり、暖かい春の息吹を感じられるようになってき

ました。3月には桃の節句ひな祭りの時期になります。今回はご入居者様に桃の節句を

クイズと塗り絵、そしてちぎり絵でお楽しみいただくことに致しました。まだこういう時

期ですので皆様そろってのクイズ大会、というわけにはいきませんので、あらかじめス

タッフが作成した桃の節句に関わるクイズをお渡しし、考えていただきました。塗り絵

では春らしくウグイスに色付けをしてみることに。色鉛筆やクーピーペンシルを使用し

てご‘入居者様それぞれが個性的な色付けを。ウグイスそっくりに塗られる方や、まるで

セキセイインコのようにカラフルに塗られる方と様々です。ちぎリ絵では色紙を少しず

つ丁寧にちぎり、糊を使って時間を忘れるほど細かくきっちりとお内裏様とお雛様を仕

上げられていました。上手に出来上がった後は、各々の居室でプリンやケーキと飲み

物を召し上がって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 」
「節分」
2月3日の節分といえば、豆まきそして恵方巻ですね。みゆきでは、3日

の昼食は、ちらし寿司と天欧らがメインメニューで、巻きずしではなかっ

たのですが、ペーパークラフトで作った巻きずしで恵方巻の風習を楽し

んでいただきました。「昔はこんな風習無かったのにねえ…」「節分はイ

ワシを食べたよね」など懐かしみながら鬼と記念撮影を行いました。

(5) 
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ほほえみ
長寿の秘訣 薬剤師

川崎孝明

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

卒業後はドラッグストア、調剤薬局で調剤を経験。

薬剤師になってから漢方薬の効果に驚き現在勉強中。

合気道初段

住 A雪謬芦：とも呼ぶ）］について2

EPAはサプリメントだけでなく薬としても使われています。 1990年にEPAを使った閉塞性動脈

硬化症の治療薬が発売されました。さらに 1994年には高脂即症の治療薬としてもEPAが使わ

れるようになりました。 EPAの長期摂取試験で以下のような結果が得られていたので御紹介しま

す。このEPAの長期摂取試験は血液の総コレステロール値：250mg/dl以上の高脂血症の人で

コレステロールを下げる薬を飲んでいる約2万人を対象に行われました。このうち半分の約 1万

人には毎日コレステロールを下げる薬とEPAを一緒に飲んでもらい、残りの約 1万人にはコレス

テロールを下げる薬だけを飲んでもらいました。そして血液や血管の問題が原因である心臓病の

発生率の違いを約5年間追跡調査しました。そしてコレステロールを下げる薬とEPAを一緒に飲

んでいる人はコレステロールを下げる薬だけを飲んでいる人に比べて心臓病の発生率が最大

l 9％低下したという結果が出ました。

vol.73 

|L四距哀鯰I 貨こんにちは！ 株式会社千成です没

もうすぐ春ですね,．
 ‘̀ 

2022年も早いもので2か月が過ぎました。「1月は行く」「2月は逃げる」「3月は去忍」陛

言われるように、特にこの3ヶ月は時が経つのがとても早く感じられます。r -
3年目のコロナ禍で冬らしさをあまり感じることができませんでしたが、も立春は蒻でi
そこまで来ていますね。今回は春が旬の食材「菜の花」についてお話し超匡迅し9

菜の花はお食事でご提供している一品にあり、特にこの時季が「旬」真っ只出声需し

な
ん
て
大
人
し
い

ネ
コ
ち
ゃ
ん
で
し
ょ
う

＜栄養＞
カロテン、ビタミンB1、B3、ビタミンC、カルシウム、鉄分、食物繊維などが豊冨。

------------------------------------------------------------------------------------

く目利き•保存＞
つぼみの部分が、やわらかくて美昧しいので、花が開いていないものを選びましょ

う。茎の切り口がみずみずしく、緑の濃いものが良品です。

＜菜の花の調理＞
豊富に含まれるビタミンCは水溶性なので、苑ですぎや水のさらし過ぎに気をつけ

ましょう。また、油と一緒に食べることでカロテンの吸収率を高めることができます。

く保存方法＞
その日のうちに食べられないものは、湿らせた新聞紙かキッチンペーパーに包んで冷蔵庫の野菜室で保存すれ

ば2~3日は日持ちします。日々のお食事でも、菜の花や筍、ふきなど春の食材をご提供します。

春の昧を楽しんでください。

(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。




