
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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遍府務リ）,且こ］も複む頑彊り巷しを賞` り
ほほえみグループでは、高校・大学・専門学校を卒業、新社会人として

入社以来3年間にわたり日夜業務に精励された職員の頑張りに対し、

感謝の意を込めて表彰させていただいております。

自分に負けずほほえみグループの

理念を忘れず頑張りたい
3年経ったことにとても驚いています。入社した当初は右も左も

わからないし、想像以上に大変な仕事で何度も辞めたいと思った

こともありました。それでも何度も先輩方に助けてもらい4年目

を迎えました。今でも分からない事はたくさんあるけれど、自分に

負けすほほえみグループの理念を忘れす頑張りたいです。今後は

介護福祉士の資格取得を目指し努力していこうと思います。

ほほえみ有料老人ホーム

エクセレント〔介護付〕

横尾文香

温かいお言葉もあり

ほほえみ有料老人ホーム

呉蔵本通り［住宅型］

胡濱ひより

笑顔で仕事ができています
学ぶ事や覚える事がある中で、知識、介護技術を優しく時に厳しく

指導、サポートしていただき支えられました。今の私が介護の仕事

を続いていられるのも、声をかけ助けて下さった方がたくさん

いるからです。温かいお言葉もあり、笑顔で仕事ができています。

こ利用者様一人一人の思いを受け止め向き合い、今後も一層

努力し責任を持ちいろいろなことに挑戦していきます。

ご利用者様より「ありがとう」と

言われることがとてもうれしい
石の上にも3年、高校を卒業してすぐに入社して自分にできるかどうか

すこく不安がありましたが、先輩方にやさしくこ指導していただき頑張る

ことができました。仕事をしている中で大変なことや辛いこともあり

ますが、ご利用者様より「ありがとう」と言われることがとてもうれしく

日々努力しているところです。これからもこ利用者様が安心して 介護老人保健施設ほほえみ呉中央

過こせるように精一杯努力して頑張っていきたいと思います。 川瀬恵梨佳
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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

「壁画作りと劇観賞」
毎年恒例であったお花見も、コロナ感染拡大の為、数年行けておりません。そんな中でも春の季
節を昧わっていただきたく、午前は大きな桜の木の壁画作りを行いました。子どもの頃に行った
お花見の話や、お母さんに作ってもらったお弁当の話をしながら、桜の花を一枚一枚貼っていた
だきました。ご利用者様の思い出話から、お花見は一大イベントだったようで、皆様の心の中に
鮮明に残っているようでした。午後からは、再びほほえみ一座がやってきた～ということでスタッ
フによる劇を行いました。（感染予防の為、巨大パーテーションを設置しての劇観賞でした）幼い
頃、誰もが一度は耳にしたことがある「大きなかぶ」をどうやったらご利用者様が大笑いしてくれ
るか試行錯誤しながら内容をおもしろおかしくアレンジして披露しました。登場人物が出る度に
笑い声が聞かれ、「楽しかった～」との言葉をいただき笑顔を引き出せたのではないかと思いま
す。まだまだコロナ感染が終息せず制限された中ですが、しつかり感染対策を行いながら、日々
笑顔の絶えないデイサービスを目指していきます。

ほほえみ呉デイサービス6F

「お花見パーティー」
4月に入って桜も見頃になり、お花見を兼ねて外出できれば良いのですが、まだまだコロナ

禍で感染リスクが高く、フロアの中に手作りした桜を飾り6階でお花見パーティーを開きま

した。午前中は、じゃんけんで、自分が出したグー・パー・チョキでチームを作リ歌の対決を

しました。前の週の同じ曜日に課題曲の「さくら」を特訓した成果を発表し、もう1曲はこの

チームで歌を考えた自由曲で勝負しました。照れながらもしっかりと歌われ、スタッフの判

定に一喜一憂されていました。午後からは、給食方式でパフェを作りました。順番に具材を

選びながら、盛っていったパフェを満足そうに自分の席に持ち帰られました。パフェの下に

桜の花の敷き紙を昼休憩の間に作りました。紙鉄砲を「いただきます」の合図で鳴らして、

幸せそうに食べてくださリ、桜よりも笑顔がたくさん咲きました。

ほほえみ呉デイケア

「4月のお楽しみ会」
桜の花もそろそろ終わりに近づく今日この頃、呉デイケアでは4月11日、行事「4月の

お楽しみ会」を行いました。午前中は桜柄の色紙に桜の文字を書いていただきまし

た。ご利用者様の中には、ふでペンで書きたいという方もおられ見本を見ながら一生

懸命、丁寧に書いておられました。午後からは、午前中に書いていただいた色紙を

持っての写真撮影です。「ハイ・チーズ」、ご利用者の皆様、笑顔も見られうれしそうで

した。その後は、朝から楽しみにしていたおやつの時間。おはぎと桜もちを食べてい

ただきました。ご利用者の皆様、おいしい！おいしかったと話しに花が咲き、あっという

間に楽しい一日が終りました。

ほほえみ呉東

「お花見ドライブ」
4月2日（土）、年に一度の外出行事「お花見ドライブ」をしました。仁方桟橋通りを適って目的地
は、仁方の山手にある中筋公園です。道中、仁方桟橋通りの両脇の桜並木は満開に咲きほこり、
車中では‘‘きれいじゃね～”‘‘すごいね一’'といった歓声がわき起こっていました。公園に着くとそ

こも又、満開の桜と色とりどりに並んだチューリップの花が出迎えてくれました。木のそばに行く

ととても見応えがあり、青空も広がリ最高の花見日和で、皆様とても感動されていました。お菓

子と暖かいコーヒーを飲んで身体もぬくもり、桜の木の下でおしゃべりしながら楽しいひと時を
過ごしました。残られていたご利用者の皆様は、桜の木の制作です。各自、色画用紙で型取った

桜の木に、ピンク系の花紙を花びらに見立てる様に折り、のりで貼る作業ですが、なかなか折る
のが難しく、四苦八苦されていました。色々な形の花びらがあって、それも趣があり、桜の木がた

くさん出き上がりました。後日、壁に一つひとつ貼って、春らしい壁画となりました。
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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 
「春のお菓子と桜」
朝晩と換気中は、ちょっぴりひんやりすることもありますが、よく晴れた日は、暖

房をつけなくても週こせる日が多くなってきました。中央公園の桜を見に行け

た日が懐かしく思い出されます。今月は、春のおやつと、ちぎり絵貼り絵を楽し

んでいただきました。B6のスケッチブックに木を描いたものをお渡しして、ピン

ク系の4色フラワーペーパーを、思い思いにちぎっていただきのりでお好きな

ょうに貼りつけて、皆様の心の中の桜を表現してもらいました。「きれい、きれ

い」と仰いながら、満開の桜に仕上がりました。長い間、見てきた桜。3年見ない

くらいで忘れやしません。ですが、皆様の日々は、より貴重なものだと思うので、

また、春風に舞う、本物の桜を戸外に見に行けるようになるといいですね。

ほほえみ呉安浦 j 
「お花見ドライブ」
ホームの裏の桜は、3月には満開でしたが、恒例の野呂山の桜の見頃はいつ？

と、待っていたらその時は突然やって来ました。4月1日たまたまつけていた

TVで「野呂山の桜が満開です！」と、取材をしているではありませんか。「今か

ら見に行こう！！」と、スタッフの一声。 16時すぎからのお花見ドライブ。車から

は降りませんが、満開の桜のトンネルは、本当に見事でした。皆様、口々に「き

れいなね～、思いがけす見せてもらってありがとね～」と、素敵な笑顔で語ら

れ、ほんのひと時ですが、春を楽しんでいただきました。

ほほえみつばき 」
「花見茶会」
桜が満開の季節になりました。コロナウイルス感染症の影響で気軽にお花見

が出来ませんが、施設内で花見茶会を行いました。施設内の壁に貼り絵の桜

の木を作りました。こ利用者様の協力も有り、2週間かけて桜の木が完成。貼

り絵を囲いながら緑茶と和菓子をいただきます。こ利用者様から「去年より上

手になったね」「私らも手伝ったのよ」等、様々な声が聞こえてきました。桜の

歌が流れる中で春の雰囲気を味わいながら「ゆっくり出来るね。」「絵見ながら

食べるのもいいね」と言われ好評いただきました。

ほほえみ広国際通り 」
「ボーリング大会」
4月10日、広国際適りでは、ボーリング大会を開催しました。コロナ禍で運動

不足ということもあり、皆様、楽しんでボーリングをされていました。一番多く

ピンをたおされた方は16本！！ストライクを出された方はいませんでしたが、

皆様、思い思いに楽しまれました。茶話会では、季節の4月にちなみ甘酒を準

備しました。ノンアルコールですが、「よっぱらいそうじゃ」「久しぶりに甘酒を

飲んだ」など聞かれました。こ入居者様の中には、輪になり歌を歌ったり、お

しゃべりをしたりと宴会を行う方もいらっしゃいました。皆様それぞれが楽しい

時間を過こされたようです。
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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

「お花見」
4月、ほほえみ呉蔵本適りでは「お花見Jを行いました。と言いましても、外出し

てのお花見はまだまだ難しいところです。「でも、お花見したいよね！」ということ

で、ご入居者様ご自身にお花を咲かせていただくことにしました。食堂入口横の

壁に、白い壁紙を貼り、皆様に指サックをはめてもらいます。そして、赤、ピンク、

黄色など、お好きなインクを指につけ、花の形に押していただきました。大きく

立派なお花、小さくかわいらしいお花、少しかすれたような雰囲気のあるお花な

ど、いろいろなお花が咲きました。「ここに来たら、パッと気が晴れたわ」とおっ

しゃられる方や、他の方が押された花を見て「こういうふうにするといいのね、今 9 

度はこう押してみよう」と言われる方もいらっしゃいました。みんなで咲かせたお

花を愛でた幸せな春のひとときでした。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「お花見」
ラポルトほほえみでは、折り紙でいろいろな色の小さなお花、大きなお花

をつくり、とても大きな桜を製作し記念撮影をしました！とても綺麗に出来

上がり皆様もとても喜んでおられました。コロナ禍で中々、盛大なレクリ

エーションはできませんが、皆様に楽しんでいただけるよう工夫しながら

実施していこうと思います。

ほほえみ矢野

「春を楽しもう会」
ほほえみ矢野では4月「春を楽しもう会」を行いました。この度もコロナ感

染対策の為、各階にて行いました。なかなか、大きな声で歌を歌う事が難

しい状況で少しでも皆様に楽しんでいただこうと色々と工夫をして行いま

した。職員が、衣装に着替え、曲に合わせて、歌や踊りも披露しました。当

初の行事予定日にコロナの影響があり、なかなか予定通りに行事が上手

く行えない中、皆で協力して、なんとか行う事が出来ました。

ほほえみ安芸路

「手形をとりました」
換気の為に窓を開けると、やっと心地良い風を感じる季節になりました。コ

ロナ感染予防の為、外出が未だ叶わないこ入居者の方々には、職員ー同

大変申し訳ない気持ちでおります。そこで、ご入居者様と職員で楽しい事

をしよう、何か作ろうと、こ入居者様の手形をとって、現場職員は画策して

おります。写真の様子はその時のものです。さて何が出来上がりますや

ら、来月のお楽しみです。

(4) 
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| ↓まほえみ広島西 J 
「お花見」
春の陽気で近くの川土手の桜が満開になりました。コロナ禍でなかなか

外出の機会がないご入居者様は、お花を見に行くのを楽しみにされてい

ました。窓から外をながめては「まだかねえ、まだ少し寒いしねえ」と首を

長くして待っていらっしゃいましたが、一気に暖かくなり満開になりまし

た。皆様順番に）1|土手まで散歩され、咲き揃う桜の下で写真を撮りまし

た。「きれいねー、満開だね」「やっぱり外は気持ちいいねー」と皆様とても

喜ばれました。

ほほえみ井口 J 
「書道レクリエーションで春の季語を書こう」
ほほえみ井口では、季節の移ろいを感じていただけるように、様々な春の季節

の言葉を用意し、書道を行いました。最初にご入居者様に見本となる言葉を選

んでいただきました。真剣な眼差しで選ぶ方、ニコニコしながら書きやすいもの

を選ぶ方と様々でした。いざ筆を取り書こうとすると「手が震えて緊張する」「も

う一回書いてもいい」「上手く書けたかなぁ」と皆様いろんな思いを持ちながら

楽しそうに書かれていました。書道の後は、お楽しみのおやつタイム。お花の形

をした苺昧の和菓子を、お好きな飲み物と一緒に召し上がっていただきました。

皆様「可愛い」「美昧しい」と言われながら、表情も満面の笑みで、楽しい時間を

過ごしていただきました。

ほほえみみゆき 」
「イースター」
「イースター」という行事をご存じでしょうか？最近はスーパーや100円

ショップにもイースターグッズコーナーが出現していて、可愛いウサギや

タマゴを見かけます。キリストの復活をお祝いするお祭りで、タマゴは生

命の誕生を表す象徴、ウサギは子孫繁栄の象徴だそうです。みゆきでは、

スタッフ手作りのウサギと春らしいパステルカラーのタマゴにご利用者

様も「あら、可愛いわね！」と思わず手に取ってニッコリ笑顔になり、和やか

な気持ちになりました。

(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

ゼリシンについて2

ラットにグリシンを飲ませると体の末梢の血流が増加して深部体温（体の中心の温度）が低下する

事とノンレム睡眠（深い睡眠）の時間が長くなる事が明らかになりました。分かりやすく言うと赤

ちゃんは寝る前に手足が温かくなってよく眠りますよね。これと同じようにラットだけでなく人がグ

リシンを飲んでも手足の血流が良くなって体の中心の体温が下がってよく眠れるという事が引き

起こされます。グリシンを飲ますに同じ事を生活習慣でやろうとすれば夕方に達度な運動をしてお

風呂にゆっくり浸かると良いです。深い眠りにする為に冬に注意して頂きたいことは電気毛布と暖

房です。電気毛布で加熱したままの状態で眠ると手足だけでなく体の中心も温めてしまうため浅

い眠りになりやすいです。電気毛布を使用する時には一定時間経ったらタイマーで切る方が良い

でしょう。部屋の暖房が効き過ぎている場合も浅い眠りになりやすいので、部屋の温度を低めに設

定するか眠る前に暖房を切ってしまった方が良いでしょう。
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貨こんにちは！ 株式会社千成です没

五月病を
予防する

食事術

春になり、少しすつ気温が上昇すると共に、気分も上向きになって

きます。新年度が始まって、気分も一新！「さぁ頑張るぞ！！」と言いた

いところですが、実際にはどうも違うところがありますよね。忙しい

1日の終わりに「今日も良く頑張った！」と思えていたのが、「なんだ

か疲れたな…」と感じるようになり、生活環境が大きく変化し、新し

い生活や環境に適応できないまま、コ‘ールデンウィーク中に疲れが

一気に噴き出し、長い休みの影響で学校や職場への行く気を削ぐ

要因から、コールデンウィーク明け頃から理由不明確な体や心の不

調に陥る、これがいわゆる五月病です。

ウげり
・パンテノン酸：抗ストレスのビタミン

（鶏レバー、子持ちカレイ、納豆、鶏肉）

食事で予防をしましょう

・ビタミン86：神経の働きを正常に保つ

（かつお、まぐろ、バナナ、さつまいも）

・ビタミンBl2:不足すると神経過敏になる

（鶏レバー、牡蠣、さんま、あさり）

凸

・葉酸：不足すると神経過敏、うつ状態、健忘症になる

（鶏レバー、菜の花、枝豆、いちこ）

・ビタミンC、E、Bカロチンなどの抗酸化ビタミンも大切

⑮ee 

之ョも
毎Bの食い

しつ
力し）とつて、

五印病を

予防しまし
ょう＼＼

(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。




