
ご入居者さま・ご家族さま向け広報紙

ほほえみこ グループ

高齢者医療と介護

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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令和4年4月、今年度も新たに新卒社員を迎えました。

この度は、新型コロナウイルス感染対策の為、入社式は執り

行わず、各施設にて辞令交付を行いました。

辞令交付では、新卒社員も緊張した面持ちながらも明る＜元気に

邁進しようという強い意気込みが感じられました。

一日も早くご利用者様を「ほほえみ」いっぱいに出来る職員に

なれるよう全職員でサポートし、共に成長してまいります。

これからもご指導ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。

(1) 
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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

「日頃の感謝を込めて」
一気に暖かくなってきたかと思うと再び寒気が戻ってきて寒くなったりとこの時期は特に体調管

理に注意が必要なのですが、今月もご利用者様はとてもお元気です。3月の行事として午前は

卒業シーズンということもあり、私達はご利用者様に感謝状を贈ることにしましたが、思った以

上に喜んで下さる姿を拝見し、逆にスタッフのほうが嬉しくなりました。午後からは、日頃の感謝

を込めてお楽しみ会と題し三角くじを引いていただき、同じ番号の記念吊をゲットしていただき

ました。三角くじなので開けるまでがドキドキワクワク！番号が出たとたん、商品と同じ番号を探

す時の皆様の目は集中力もマックスで真剣そのもの！（笑）皆様が喜んで下さる顔を拝見する度

に私達のやる気度はもっともっと高まり、これからもずっと笑顔の絶えないデイサービスであり

続けたいと思いました。
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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。

ほほえみ呉デイサービス6F

「3月の思い出作り」
気候も変わり春の訪れを感じられる3月になりました。6階では自分史を綴る個人新聞を作成し

ました。予め自分が生まれた年の主な出来事を記入した新聞に生年月日や干支、座右の銘や好

きな歌、今までの思い出など、他にも人生を振り返りながら項目を埋めていただきました。書き

ながら記念写真も撮り、新聞に貼って完成。自分が生まれた年の出来事に触れながら会話が弾

み今までの人生を語っておられました。また、空き缶をリメイクしたペン立ての記念品も作成し

ました。皆様にはサンドペーパーの上でアルミ缶を根気よく磨いてもらいました。頑張って暫く

磨くと飲み口の部分がきれいに外れ、達成感でいっぱい。仕上げに空き缶の側面にリメイクシー

トやレース、名前が入った手作りラベルを貼ってオリジナルなペン立てが出来ました。団子に見

立ててポッキーに剌したカステラと缶に入っていたジュースをおやつにいただきながら今日も

楽しい思い出を残せたかな～と思います。

ほほえみ呉デイケア

「ほほえみ感謝祭」
日頃からの皆様のご利用に感謝を込めて表彰式を行いました。花束を持って

の写真撮影は皆様ニッコリ。笑顔満開です。おやつは呉の老舗の洋菓子で

す。口を大きく開けて食べていただきました。これからも皆様お元気にお過

ごし下さい。

※頻写真は、了解を得て掲載させていただいております。

ほほえみ呉東

「弥生会」
3月12日（士）弥生会を行いました。今月の行事は、お雛様にちなんだゲームを通して雛祭りを

楽しんでいただきたいと考えました。最初に菱餅作りゲーム、2種目です。雛あられに見立て丸

めた花紙を同じ色の菱形の箱にスプーンで入れ積み上げ菱餅を完成させ次の方へと繋ぐチー

ム戦です。 1つひとつ抄くい、間達わないよう箱に入れ、'|真重に積み上げ集中して行われていまし

た。次に団扇に1つずつ緑箱・臼箱・ピンク箱を乗せ次に送り、最後のスタッフが団扇に積み上げ

そのまま前方へ運買ゲームです。「次のが来るよ」とスピード勝負に意欲を見せる方もいらっしゃ

いました。お雛様飾リゲームでは、雛飾りの的におじゃみを投げ、入った所のお人形•お道具を

飾って行くゲームです。的に入ると「入った」と喜ばれ、外れると「あ～おしい」と残念がられる方も

いらっしゃいましたが全て飾り付けられると「かわいいね」とおっしゃっていました。季節を感じと

ても楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

(2) 



ほほえみ呉中央 J 
「呉中央の春は、ひなまつりと苺狩りから」
ほほえみ呉中央では、ひなまつり撮影会と、春のお茶会をしました。事前に、サロンに飾っ

てある、ひな壇の前で撮った写真を貼り付けたカードに、スタッフからのメッセージを入

れ、お一人おひとりに感謝の言葉と共に手渡ししました。当日は、牛乳やミルクココアで、

ティータイムも楽しんでいただきました。別のフロアでは、「ほほえみ苺狩り」と称して、し／

ジン（樹脂）でできた、リアルな苺チャームに、輪っかクリップをつけ、50ケ盛った紙皿か

ら、ヨーヨー釣りのコヨリ釣り具で、おひとりすつ釣り上げていただきました。4ヶ所、一斉

にスタートし、はすす時間を含め、待ち時間5分で、次の方と交替です。50ケを越えて予

備の苺を追加する方や、「こりゃ金魚すくいより取りやすうてエエわ」と言われる方、盛り皿

を回したり揺すったりして、輪っかが上向きになるように、頭脳を使われている方もおられ

ました。「これ、本物みたいに、おいしそうなけど、本物じゃないんか。食べれんのか」という

お声も出ましたが、フェイクガーランドにフェルトの苺を両面テープで貼り付け、ピンチで

はさんだ、個包装の冷凍苺を、おひとりすつ、つまみとっていただき、皆様のお口にも、 l

粒すつ入りました。（^ ＿^ ）

ほほえみ呉安浦 j 
「お誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、3月6日に「お誕生日会」を開きました。お誕生者様はお

誕生日会開始時間までにこ家族様からプレゼントしていただいた服に着替え

られ、うれしそうに着席されました。お誕生日会では、お誕生者様の生まれた

頃の話、 10オの頃の話、20オの頃の話など、お誕生者様のエピソードを交え

て紹介させていただきました。こ入居者様一人ひとりがお祝いの言葉を言っ

て下さり、お誕生者様も大変よろこんでおられました。感染症対策を十分に考

えた上での開催により、緊張感の中でのお誕生日会でしたが、皆様、終始笑顔

で行う事が出来たとスタッフー同うれしく思います。

ほほえみつばき 」
「ひな祭り」
日が昇る時間も長くなり日差しも暖かく、桜も色づいてまいりました。ほほえ

みつばきではひな祭りを行いました。雛人形の前で順番に記念撮影をしま

す。しっかり着替えて準備万端。男の人は凛々しい顔、女の人は麗しい顔。

色々な顔の楽しそうな写真が出来上がりました。写真撮影の後は皆でおやつ

を食べます。おやつの内容は桜プリンです。ちょっと変わったプリンに皆様興

味津々。「初めて見るの」「食べたことないから味が気になる」皆様一緒に「頂

きます」。「これは美味しいわ」「甘さ控えめで美味しい」等大変好評でした。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 」
「おひな様の置き飾りを作ろう！」
3月6日（日）ほほえみ広国際適りでは「おひな様の置き飾りを作ろう！」の会を

開催しました。こ入居者の皆様に男雛と女雛の顔を描いていただいたり、ぽ

んぼりや桃の花びらを自由に配置して台紙に貼り付けていただきました。皆

様それぞれの表情を思いおもいに描かれて、飾りの配置も様々で個性あふれ

る作品が出来上がりました。茶話会ではキャラメルコーンの“桃味＇という珍し

い味に「初めて食べたけどおいしいね」と好評をいただきました。

(3) 

ゞ
※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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※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。
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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

「日頃の感謝を込めて」
一気に暖かくなってきたかと思うと再び寒気が戻ってきて寒くなったりとこの時期は特に体調管

理に注意が必要なのですが、今月もご利用者様はとてもお元気です。3月の行事として午前は

卒業シーズンということもあり、私達はご利用者様に感謝状を贈ることにしましたが、思った以

上に喜んで下さる姿を拝見し、逆にスタッフのほうが嬉しくなりました。午後からは、日頃の感謝

を込めてお楽しみ会と題し三角くじを引いていただき、同じ番号の記念品をゲットしていただき

ました。三角くじなので開けるまでがドキドキワクワク！番号が出たとたん、商品と同じ番号を探

す時の皆様の目は集中力もマックスで真剣そのもの！（笑）皆様が喜んで下さる顔を拝見する度

に私達のやる気度はもっともっと高まり、これからもずっと笑顔の絶えないデイサービスであり

続けたいと思いました。

・ヽT
L叫一

-
＇̀
•

ら

ヽ
嵐
"

5

●
9
.
5

ぃ
｀
鼻

+9ー
鴫
雫
●
鴫

m・

_．-“・上`心
5

嶽

※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
4 

「3月の思い出作り」
気候も変わり春の訪れを感じられる3月になりました。6階では自分史を綴る個人新聞を作成し

ました。予め自分が生まれた年の主な出来事を記入した新聞に生年月日や干支、座右の銘や好

きな歌、今までの思い出など、他にも人生を振り返りながら項目を埋めていただきました。書き

ながら記念写真も撮り、新聞に貼って完成。自分が生まれた年の出来事に触れながら会話が弾

み今までの人生を語っておられました。また、空き缶をリメイクしたペン立ての記念品も作成し

ました。皆様にはサンドペーパーの上でアルミ缶を根気よく磨いてもらいました。頑張って暫く

磨くと飲み口の部分がきれいに外れ、達成感でいっぱい。仕上げに空き缶の側面にリメイクシー

トやレース、名前が入った手作りラベルを貼ってオリジナルなペン立てが出来ました。団子に見

立ててポッキーに刺したカステラと缶に入っていたジュースをおやつにいただきながら今日も

楽しい思い出を残せたかな～と思います。

ほほえみ呉デイケア

「ほほえみ感謝祭」
日頃からの皆様のご利用に感謝を込めて表彰式を行いました。花束を持って

の写真撮影は皆様ニッコリ。笑顔満開です。おやつは呉の老舗の洋菓子で

す。口を大きく開けて食べていただきました。これからも皆様お元気にお過

ごし下さい。

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。

ほほえみ呉東

「弥生会」
3月12日（土）弥生会を行いました。今月の行事は、お雛様にちなんだゲームを通して雛祭りを

楽しんでいただきたいと考えました。最初に菱餅作りゲーム、2種目です。雛あられに見立て丸

めた花紙を同じ色の菱形の箱にスプーンで入れ積み上げ菱餅を完成させ次の方へと繋ぐチー

ム戦です。 1つひとつ抄くい、間違わないよう箱に入れ、慎重に積み上げ集中して行われていまし

た。次に団扇に1つずつ緑箱・白箱・ピンク箱を乗せ次に送り、最後のスタッフが団扇に積み上げ

そのまま前方へ運ぶゲームです。「次のが来るよ」とスピード勝負に意欲を見せる方もいらっしゃ

いました。お雛様飾りゲームでは、雛飾りの的におじゃみを投げ、入った所のお人形•お道具を

飾って行くゲームです。的に入ると「入った」と喜ばれ、外れると「あ～おしい」と残念がられる方も

いらっしゃいましたが全て飾り付けられると「かわいいね」とおっしゃっていました。季節を感じと

ても楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

※顔写真は、了解を得て掲戟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。

(2) 



| ↓まほえみ広島西 J 
「ひな祭り」
ほほえみ広島西ではひな祭りに、少しでも春の訪れを感じていただきたいと桃

の花のアレンジメントを用意し、有料老人ホームではおひなさまの色紙、グルー

プホームではミニひな人形と一緒に写真をお撮リしました。春の花のアレンジ

メントを見て「きれいねー、春がきたのね、うれしいね」と喜んでくださいました。

おやつにひな祭りの和菓子をお出しすると、「ひな祭り、なつかしい、子供の頃を

思い出すわー」とお話にも花が咲きました。

ほほえみ井口 J 
「日本名城・桜めぐり～桜の花を咲かせましょう～」
寒かった冬がようやく終わり、つぼみのほころぶ春がやって来ました。現在、皆様でお花見

をするにはなかなか難しい状況のため、施設内にて、折り紙の桜の花を日本中に咲かせて

いただ＜レクリエーションを開催いたしました。大きな日本地図に、日本の名城の写真を

貼りつけたものを用意しました。お城といえば桜の名所！ということでご入居者の皆様に、

それぞれお好きなお城の周りに、あらかじめ桜の花を貼りつけていただきました。「このお

城行ったことあるよ」「このお城は何県にあるんだっけ？」と皆様楽しそうに思い出をお話

しされながら、お一人ずつ順番に日本中に桜の花を咲かせていかれました。お花を貼り終

えた方から、次はお待ちかねのお菓子です。少しはお花見気分になっていただけたかな？

来年は、皆様が本物のお花見を笑顔でしていただけるような世の中になっているように

願っています。

ほほえみみゆき 」
「ひな祭り」
今年のひな祭りは、ご入居者様が以前に作成した本格的な雛人形、タペスト

リーの雛人形、ペーパークラフトで作った雛人形と、とても賑やかになリました。

「わたしら、もう雛祭りを祝う齢ではないわよ。（笑）」「あら、可愛いわね！」「00さ
んの方が、べっぴんだよ！」と和やかに会話を楽しみながら、写真を撮らせていた

だきました。

これから、三寒四温、季節の変わり目ですが、皆様、お元気で過ごせますように！

つくし

(5) 
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ほほえみ
長寿の秘訣

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 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.74ピ四シンについて1

「TVで宣伝しているサプリメントのグリナは効くの？」と質問があったのでグリナの効果について

調べてみました。「グリナ」の主成分はグリシンというアミノ酸です。アミノ酸はタンパク質を構成

する成分です。人の体を作るアミノ酸は全部で20種類あります。そのうちの一つがグリシンです。

グリシンの睡眠の質を改善する効果が発見されたのは2002年です。この頃、グリシンは何の

作用もないアミノ酸だと考えられていました。別のアミノ酸の効果を確かめるために（作用が無い

と考えられていた）グリシンと比較する実験が行われていました。この実験中にある研究員がグリ

シンを朝晩2回飲むべきところを飲み忘れてしまいました。効果が無いアミノ酸だから2回分を一

度に飲んでも大丈夫と思ったのでしょう。この研究員は朝晩2回分のグリシンを晩にまとめて飲ん

だそうです。するとこの研究員の夜間のいびきが減り日中いきいきとしている事に研究員の奥さ

んが気付いたそうです。ここからグリシンの睡眠の質を高める効果について研究が始まりました。

IIL町尻忍遷l 貨こんにちは！株式会社千成です没

必届年『怨⑬即厠』g
⑮⑫屡翠類諏誤多も滋頑斑蜘噸遥霙

お花見は日本独自の風習で、花見の席では持参の花見弁当を愉しむのが伝統的

です。花を見ながら飲む酒は花見酒と呼ばれて風流なものではありますが、飲み

過ぎには、注意も必要ですね。桜は日本全園に広く見られる樹木であり、その花は

A 春の一時期に、ある地域で一斉に咲き競い、わずか2週間足らずで散るため、日本

→ 人の季節感を形成する重要な風物となっているそうです。可憐な花の美しさが開

―七花期閻の短さ、散り際の豪華さにより一層印象づけられ、しばしば人の命の倦盗

になぞらえる。そのためか古来より、桜は人を狂わせるといわれることもあるよう

です。また、花見は梅でも行われ、奈良時代では梅を観賞されていたそうです。

花見には団子がつきものといわれています。「花見団子」などともいい、庶民の

花見の供として江戸時代から定番となってお以桜色（薄い赤色）・白色・緑色

などの色で、華やかな色彩を付けられていますが、この3色の組み合わせは一般的で

桜色は桜を表して春の患吹を、

白は雪で冬の名残を、

緑は ヨモギで夏への予兆

を表現しているそうです。
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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

．． 

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。


