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高齢者医療と介護
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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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、 対応可能な面会についてのお知らせ
ヽ

ノ

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 ） 

ターブこレッートを使用したー1 ［空間の違う部屋で

ガそヌ肴越tb-（こ、ー、

ご面会いただけます。 ご面会いただけます。

（
 

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、「f-リモー＝卜面会希望卦 もしくはrf-ガラス越し面会希望~J

の一旨とrf-ご希望且時-J1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。
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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

「母の思い出話」
新緑の色も増し若葉が清々しいいい季節となりました。ご利用者様からもずっとこの季節が続いたら

いいのにねえ…とあちらこちらから声が聴こえてきています。今月もコロナ禍の中、知恵を絞りながら

の行事となりましたが、5月と言えば頭に浮かぶのは母の日ということで、午前中は皆様にお母さんの

思い出話を語っていただくことにしました。スタンドマイクとパーテーションを設置しての語りでした

が、貧しくても愛情たっぼりに育ててもらったと熱く熱く語ってくださいました。やはり明治、大正時代
のお母さんは私達の想像を超えるものであり、苦労しながら家事や子育てをされていたことを再認識

させられました。午後からは、昔のお母さんの姿を皆様に思い出していただきながら当時の姿を再現。

「＜たくたになって破れた服でも何度も何度も縫って着ていたよ」「あなた達は直ぐに捨てるでしょ！」と
厳しい声。今では平和な生活が当たり前のようになっていますが、そうではないことを実感させられま

した。今、他国でもあり得ない戦争が勃発し、全く関係のない人達が犠牲になっていますが、いつどこで

何が起こるかわかりません。今、平和に過ごせていることに感謝Q

ほほえみ呉デイサービス6F

「大相撲5月ほほえみ場所」
両国国技館では大相撲夏場所が5月から始まり、にぎわっていますが、ほほえみ呉6階でも大相

撲5月場所を開催しました。まずは、自分の力土と土俵を作成しました。紙コップと輪ゴムを使っ

て跳ねる力土を2つ作り、 1つは自分の顔写真を貼り、化粧まわしに四股名を考えて書きました。

士俵にも力土と同じ紙コップを使って空き箱に取り付け、跳ねる土俵が完成。昼休みに自分の土

俵で練習し、昼からは東西のチームに分かれて対戦しました。チーム分けは昼に行った握力測定

の結果で分けました。巳頃から運動訓練で、握力測定をしているので、気合を入れて測定しまし

た。行司が、“ひが～し、00山～’'と東西の力土の四股名を呼び、いざ対戦。白熱した対戦でほほ

えみ場所も盛り上がりました。優勝した西チームは、おやつの和菓子の種類を先に選ぶ権利を獲

得し、嬉しそうに悩まれていました。

ほほえみ呉デイケア

「こいのぼり祭り」
5月12日（木）、ほほえみ呉デイケアでは「こいのぼり祭り」をしました。午前中は「鯉の滝登

り」。黒と赤の2匹のこいのぼりを、川に見立てたブルーシートの上で引っ張ります。本物の

こいのぼりを前に、皆様意欲満々。スタートの合図とともに勢いよく引っ張る方、一巻き一

巻き丁寧にロープを引き寄せる方など様々でしたが、こいのぼりが手先までくると「やっ

た一」ととてもうれしそうな様子でした。皆様、満足そうにこいのぼりを高々と掲げられて

いました。午後からは写真撮影。かぶとや子どもの日のパネルを背景にして、とても優しい

素敵な笑顔がみられました。おやつは生どら焼き。あんことホイップクリームが入ったやわ

らかいどら焼きです。「おいしかった、よかった」と何度も言われる方もおられ、ゆっくりと昧

わって喜ばれていました。

ほほえみ呉東

「皐月会」
5月14日（土）、ほほえみ呉束では行事「皐月会」を行い、5月にちなんだゲームをチーム対抗

で2つ行いました。まず1つ目のゲームは「皆で柏餅作りゲーム」です。フェルトで作成した柏餅 ⇒ 

をご利用者様に本物さながら包んでいただき、チーム毎に柏餅を包む速さを競いました。丁

寧にゆっくリ包むご利用者様や、スピード重視で柏の葉がぐちゃぐちゃになっているご利用者

様など個性が沢山見られました。2つ目は「鯉のぼりで洗濯ゲーム」です。紙で作成した鯉のぼ

りを洗濯物に見立て、ロープに鯉のぼりを洗濯バサミを使ってTしたり、洗濯カゴに取り込ん

だりというゲームです。焦りの為か洗濯バサミが上手く外せなかったり、「早く早く」と隣の方

を急かしたリと、皆様楽しそうにゲームに参加され、勝敗に一喜一憂されていました。おやつに

はどら焼きを食べられ、「大きくて美味しい」と大変喜んでいただきました。ご利用者様やス

※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。

タッフの沢山の笑顔と賑やかな声に包まれた素敵な行事となりました。 ※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。
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ほほえみ呉中央 J 
「兜と鯉と鯉」
午の月 (5月）の「最初の午の日」が、5と5が重なる日であることから、5月5日は端午の節句

として、しまってある鎧兜を縁側などに飾り、虫干しする習慣が、五月人形を飾る風習の原型

のひとつでもあるそうです。明治6年から昭和23年までは祝日ではなかったので、入所され

ている皆様には、「お父さん」「お母さん」になってからのイベントでしょうか。それも、新聞紙

などで折った兜をかぶって遊んでいた記憶が、子ども世代のスタッフにはあります。皆様も、

鯉兜風車を折ったものを貼り付けられながら、「ああ、小さい頃に仲良かった人が」「私の子

どもも、こういうのを作って遊んでいたわ」と懐かしそうに仰って。昭和も後期に入るまでは、

何でも、あるもの、手づくりのもので遊んでいたものでした。「お好きな色の画用紙の鯉に、

お好みの片で、ウロコ模様に貼りつけてください」との、スタッフの声かけで作られた鯉は、

今、それぞれの皆様の食卓に貼られています。席に着くたびに「私が作った鯉がいる私の席」

と思い出していただけますかね？そして、土・日曜の午後と夜、新聞を回し読みして、「もうひと

つの鯉の行方」を熱心に追っておられる方々もおられ「今日は、どうなっとるん？」と、広島の

鯉の行方も見守っておられます。

ほほえみ呉安浦 j 
「誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、5月14日に「誕生日会」を開きました。今月はお誕

生日のご入居者様が2人おられました。ご入居者様方からお祝いの言葉

を言っていただいたり、お誕生日カードを渡すと、とても喜んでいただけ

ました。おやつには、つぼやのケーキを出しました。イチゴのショートケー

キやチョコレートケーキ、モンブランケーキなど、いろんなケーキを用意

し、ご入居者様方から「おいしい」という声が聞けて良かったです。

ほほえみつばき 」
「クッキング」
日差しも強くなり暑い季節が近づいてきました。夏を乗り切るためホットケーキ

作りを行いました。ホットケーキミックスをボールに入れて牛乳と混ぜます。こ

利用者様にはフロアに移動していただき、工プロンを着けて手指消毒をしてか

ら調理開始。3つのボールを使って3人で混ぜてもらいます。3人が混ぜている

閻、ホットプレートを温めて焼ける準備をします。しっかり温もったら自分のホッ

トケーキを焼いていきます。焼き加減を見ながらひっくり返ししっかり火が通っ

たら出来上がりです。皿に盛り付けしたら各自自由にトッピングを行い完成。皆

様一緒に「いただきます」「チョコレートのソースが美味しいよ」「ホットケーキと

言ったら蜂蜜よね」と皆様思い思いに言葉が自然と口に出て、大変好評な行事

になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「こいのぼりの川渡し」
山が新緑に染まる5月、ほほえみ広国際適りではこいのぼりの川渡しを作成し

ました。毎年、この時期に高知県四万十町では、子供たちの願いを叶えるた

め、色鮮やかなこいのぽりが川幅いっぱいに悠然と泳ぐ姿を見ることができ

るそうです。各フロアに赤•藍にと着飾ったこいのぼりが窓から入ってくる新緑

の香りを漂わせて吹く風にゆれている姿をいつでも眺めることができ、こ利

用者様に元気を与えられたらと思います。おやつにロールケーキを堪能さ

れ、穏やかな笑顔が広がる楽しい時間を過こ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。

※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

「母の日」
コロナの感染対策により、色々制限がある中、コロナに負けず元気に過

ごされているご入居者様に感謝の気持ちでいっぱいです。母の日は5月

8日（日）。行事は5月9日（月）で一日遅れとなりましたが、日頃からの感謝

の気持ちを込めて手作りのカーネーションを皆様に送らせていただきま

した。本物のカーネーションだと思っていた方が多く、紙で作っている事

を知ると驚く方が多かったです。皆様に喜んでいただき、いい行事となリ

ました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「五月人形兜飾り」
ラ・ポルトほほえみでは、五月人形の兜飾りを、今年も飾りつけしました。

五月人形とは、男子の誕生を祝うとともに、無事に成長し、強く、遅しく、賢

い大人になるようにとの願いを込めて、5月5日端午の節句に飾る人形で

す。ご入居者様も立派な兜飾りに興昧津々。一緒に写真を撮ったりし皆様

に愛される五月人形になりそうです。

ほほえみ矢野

「お楽しみ会」
ほほえみ矢野では5月「お楽しみ会」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。事前にペットボトルにこいのぼりの絵を貼っ

て、紐をつけ、その紐に通したこいのぼりを早く進めるというゲームです。

紐に適したこいのぼりがなかなか前に進まなく、皆様必死にこいのぼりを

動かしていました。最後おやつに柏餅プリンを食べました。皆様、美昧しい

ととても好評でした。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

「鯉のぽり作り」
相も変わらずコロナに振り回されているこの頃ですが、密にならないよう

気を付けながら職員も工夫を凝らして、ご入居者様の楽しみ作りを色々

考えて、行っていただいておリます。今月は、ご入居者様全員の手形をと

り、それをウロコに見立てて一同で大きな鯉のぼりを作りましたが、残念

ながら画像はありません。とにかく願いはひとつ。早くコロナ騒動が収束

して、日常が戻りますように…・。
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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。
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| ↓まほえみ広島西 J 
「端午の節句・母の日」
有料老人ホーム広島西では、端午の節句にちなんで兜・金太郎・熊をかた

どった和菓子をお出しし、職員が折った兜をかぶりミニ鯉のぼりと一緒に写

真をお撮りしました。「わあーかわいいね、食べるのがもったいないねえ」と、

とても喜んでくださいました。グループホーム広島西では、母の日にカー

ネーションのお花とカードを贈り、ケーキをお出ししました。日頃の感謝をお

伝えすると、「こちらこそいつもありがとうね」とステキな笑顔を返してくだ

さいました。

ほほえみ井口 J 
「野菜トランプで神経衰弱をやろう！」
まもなく梅雨が始まる5月、朝晩はまだ少し寒い時がありますが日中は暑い日が多

くなリました。ほほえみ井口ではコロナ過の中でもご入居者様に達成感を味わって

いただこうとトランプの神経衰弱を行いました。皆様に分かりやすく楽しんでいただ

くために普通のトランプではなく野菜の絵のトランプを手作りしました。今回は感染

対策の為、皆様ご自分の机で1人ひとりゲームをしていただきました。もちろんス

タッフが見守り応援しました。トマト、ピーマン、カボチャなど色々 な種類の色とりどり

の絵のカードでゲームをされ「わ～ナスが出た！」「トマトが当たったよ～」と皆様には

とても喜んでいただきました。ゲームの後は写真撮影とおやつの時間です。和菓子

と飲み物はカルピス、梨ジュース、りんごジュースなどお好きな物を選んでいただき

ました。早くみんな輪になって一緒にゲームが出来る日が来ることを願っています。

ほほえみみゆき 」
「端午の節句」
5月5日、端午の節句、ペーパークラフトで作った兜の飾りとこいのぼり

と一緒に記念撮影しながら季節を昧わっていただきました。「本格的な

兜ができたね。」「うちにもりっぱな兜があったのよ。」「屋根より高いこい

の～ぼ～り P」「あら、ずいぶん可愛らしいこいのぼりね～」と昔を思い

出しながら、楽しんでいただきました。

(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

Eんにくについて

「にんにくは体に良いですか？」という質問を受けたのでにんにくの効果について調べてみました。にん

にくの有効な成分と独特の匂いの元は同じものでアリシンです。このアリシンは不安定ですぐに他の形

に変化します。この性質を利用して熟成したにんにくを使って匂いを消している製品があります。少し残

念ですがこの方法では有効な成分のアリシンが減ってしまうのでにんにくの効果も低下している可能

性があります。にんにくの効果について次のような研究報告がありました。にんにく粉末サプリメントを

1日2回、2年間摂取すると動脈硬化が抑制される。高用量のにんにく粉末サプリメントを4年間摂取す

ると男性より女性の方が動脈硬化の抑制効果は高かった。まだ研究の結論は一致していませんが、現

時点で信頼性が高い研究の中に次のような研究結果がありました。高コレステロール血症患者がにん

にくを摂取すると総コレステロールが約l5mg/dl、LDLコレステロール（悪玉コレステロール）が約

6mg/dl低下する可能性がある。ただし、HDLコレステロール（善玉コレステロール）は増加しない。
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冒戸三戸□□三I；[［/［口カ：しr；：ご‘：喜や
B生食に気をつけることが大切です。

B時間の経ってしまったものは、

必ず再加熱または廃棄をするようにしましょう

日 手をよく洗うことが重要です。

6月の旬の食材としては、「さやえんどう」と薬効効果の高い「らっきょう」が旬の時期です。そこで今回は、

らっきょうを使って疲労回復と食欲不振に効果があるといわれている簡単レシピをご紹介します。

＜ 

材 料

•生らっきょう… ••50g

・豚肉・・・・・・・・・・・100g

•木綿豆腐…… 1 /2丁

・にら・・・・・・・・・・・・・20g

•かつおぶし•…… Sg

らっきょうチャンプルー＞

①らっきょうは皮をむき、根を切り落とし、薄切りにする。

②豚肉は食べやすい大きさに切る。

③豆腐は水切りする。

④にらは2~3cm長さに切る。

⑤フライパンに油大さじ1を熱し、手で崩した豆腐を入れて炒め、

表面に焼き色がついたら取り出しておく。

⑥ ⑤に油大さじ1を加えて熱し、豚肉を入れて炒め、火が通ったら⑤、

らっきょう、にら、かつおぶしを加えて炒める。

⑦塩、しょうゆで味を調える。

(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。


