
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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体験入居

体験入居のこ‘案内
施設での1日を実際に無料で体験いただけます。

空室の状況や入居に該当されない等で体験入居を

提供できない場合もございますので、事前に各施設

までお気軽にお問い合わせください。

I Jlis'iit!! 1K I合 (082)541-2525
~ ft (0823)21-2525 
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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

「梅雨晴れ会」
じめじめとした梅雨に入り、気持ちも滅入りそうですが、町のあちこちに咲いている色とリ

どりのあじさいの花を見ているとモヤモヤした気持ちもすっきり晴れやかになります。そ

んなじめじめした梅雨を乗り越えようということで今回は「梅雨晴れ会」と題し、行事を行い

ました。午前は翌月の七夕に向けて、押し絵作りをしてみました。一つひとつのパーツをス

ポンジでカットし、ちりめん布で覆い、台紙に貼リ付けていきますが、配置にとても苦戦して

いたようでした。午後からは、あ～した天気にしておくれ～と願いながら、てるてる坊主を

傘の中に投げ込むゲームをしました。コロナ禍の中、なかなか思いきり体を動かすことも

対策を考えながら行っていかなければなりませんが、今回は距離をとりつつ、思いきり体を

動かしストレス発散できたのではないでしょうか。

ほほえみ呉デイサービス6F

「夏越の大祓」
6月10日、「夏越の大祓」を行いました。まず、‘'ミニ茅の輪作り’'から始めました。水引を

嵯って作るのですが、作業が細かく、職員も手伝って、色とりどりのミニ茅の輪ができ、キー

ホルダーに仕上げました。午後は“茅の輪くぐり＂です。フロアに出現した、ほほえみ神社と

その前の茅の輪（と言っても、作製技術の未熟さから、アーチ形）で行いました。一人ずつ、

作法にのっとって八の字にくぐり、職員が扮した巫女さんのお祓を受けて、お守りをいただ

きました。どなたも神妙な面持ちでお祓を受けておられました。お守りは、自作のミニ茅の

輪に紙垂が貼られたものです。その後に引いたおみくじでは「正真正銘の大吉」や「とびっ

きりの大吉」などさまざまな大吉が出、喜ばれていました。今年の後半年も、ほほえみ神社

の御利益により、皆様が無病息災でお元気に過ごされますよう願っております。

ほほえみ呉デイケア

「6月の行事梅雨のお茶会」
6月15日（水）梅雨のお茶会と題して行事を行いました。午前中には、ご利用者の皆様

とテルテル坊主を作成しました。テルテル坊主に目、鼻、口を書いて完成させていた

だく為、スタッフと和気あいあい笑顔、笑い声等、皆様楽しそうに参加していただき、

可愛らしいテルテル坊主が出来上がりました。午後からは、おやつとして水羊羹をお

出ししました。おやつを食べられ「おいしい」と言われ笑顔もあり、お出しして良かった

と思いました。ご利用者様、スタッフ共に充実した一日でした。

ほほえみ呉東

「水無月会」
今年は関束が梅雨入りしましたが、中国地方はまだといういつもと変わった6月になっています。

ほほえみ呉東では6月11日（土）に行事「水無月会」を行いました。この日は朝から小雨で梅雨を

感じさせる天気でした。梅雨にちなんだ製作を行い季節の美しさを楽しんでいただけるよう「あ

じさい」と「かたつむり」の製作を行いました。「あじさい」は折り紙を一つひとつ丁寧に折ってくだ

さったり、色の配置を真剣に考えてくださったりと皆様集中してされていました。一人ひとりの作

品を壁に張り付け集合体になっていくと、とても華やかな作品になっていき、「わあ、綺麗なので

きたね」と手を叩いて喜ばれていました。「かたつむり」は花紙を丸め殻の模様を作っていただき

ました。カープのマークやストライプなど工夫され、とても固性的で素敵な作品を作ってくださ

いました。作品を壁に飾ると鮮やかで部屋が明るくなったようです。皆様と笑顔で過ごせてとて

も楽しい一日となりました。

(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 
「暑くなってきましたね」
梅雨入りし、暑くなったので窓を開けて換気をしつつ、温湿計を見ながら冷房や除湿を
行っております。さて、ほほえみ呉中央では今月ゲームを行いました。緑色の葉っぱの形
に切り抜いた画用紙に点数を貼りつけ床に置き、ビニールボールを投げて乗ったところ
の得点を競うゲームです。ボールの構えがとてもサマになっておられ、力加減も工夫さ
れ、スタッフは感じ＼しきりでした。又、別のフロアでは、フェルトの星に穴をあけ、クリップ
を通したものを磁石のついた割りばしの釣り竿で、おひとりずつ星釣りゲームをしてい
ただきました。フェルトの星は、去年作ったものをチェック・補充し、さらにアップデートし
て再利用しています。毎回、使い捨てで常に新しいゲーム器材を作るのも、もちろんアリ
ですが、前回の反省点を改善・補充しながら、活かせるゲーム備吊を作るのも悪くない
な！と思ったりします。まずはシーズンにはずれすぎないで、スタッフ共々 楽しめること。
何をどうしたらご利用者様、ご入居者様が、ひとときでも楽しんでくださるか。それでほ
んのちょっぴりでも、身体や心に響くものであればナイスプレイですかね？

ほほえみ呉安浦 j 
「第2回のど自慢大会」
ほほえみ呉安浦では、6月6日に「第2回のど自慢大会」を開催しました。ご入居者

の皆様に楽しく歌って、リフレッシュしていただきたいと思い企画しました。昼食は

美昧しいお肉を食べて、体力をつけていただき、午後から開始しました。皆様の歌

われる曲は、前もって決めていただいたので、当日まで練習をして本番に臨まれま

した。畏初に全員で「君が代」を斉唱したあと、お一人ずつ歌っていただきました。

マイクを持って少し緊張されながらも、しっかりと歌われ練習の成果を発揮されま

した。「マラカス」や「タンバリン」で盛り上げていただいたので緊張が和らぎ楽しく

歌われていました。おやつ後に表彰式を行いました。審査の結果、「優勝」と「特別

賞」を受寅されたご入居者様、おめでとうございます。今回、惜しくも優勝を逃され

たご入居者様、次回の「第3回のど自慢大会」をお楽しみに：

ほほえみつばき 」
「誕生日会」
梅雨に入り暑い季節が近づいてきました。ほほえみつばきでは合同誕生日会

を行いました。今回の誕生日の方の中に100歳の方がおられ百寿のお祝い

を行いました。ご利用者様の前に並んで貰って一人ひとりインタ

ビュー。「100歳になられた気持ちは？」や「若い頃はどんな人でした？」といろ

いろな質問が飛びました。インタビューが終わるとケーキを皆で食べます。

ケーキを切るのは今回の誕生日の方々。「うまく切れるかね」と言いながら上

手に切ってくれました。ハッピーバースデーの歌を歌った後皆でケーキを食

べました。美昧しくケーキをいただいた後「沢山の人に祝ってもらえるとは

思ってなかった」と言われ楽しい誕生日会になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「魚釣りゲーム」
6月12日（日）ほほえみ広国際適リでは魚釣リゲームをしました。コロナ禍で

あり、なかなか身体を動かす機会がないため、半年前から少しずつ計画・準備

をしてきました。それぞれの魚たちには点数を付け、個人戦で得点を競ってい

ただきました。中でも‘‘銀色のエイ＂が重量があり、釣り上げるのが難しいため

一番高得点で、それを釣り上げた方が優勝でした。「やった！釣れた！」と喜ばれ

る方、他の方の釣竿の先の磁石同士が引っ付くと「ありや、魚じゃなくて人が釣

れた！」と喜ばれる姿も見られました。ゲームの後のお茶会では大きなどら焼

きを口いっぱい頬張り、楽しいひと時を過ごされた様子でした。

(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

「かたつむり作り」
梅雨の睛れ間の青空が新鮮です。紫陽花の花の色も一層濃くなりました。呉

蔵本通りでは、ご入居者様にいろいろな種類のかたつむりを作っていただき

ました。ピンク、水色、黄緑の3色の紫陽花の中から好きな色の紫陽花を選ん

でいただき、葉っぱの上にかたつむりを乗せていただきました。楽しそうな様

子で笑顔をたくさんみることができました。また、毛糸で花を編んだワッペン

を渡すと喜んで身に付けてくださるご入居者様もいらっしゃり、楽しい行事に

することができました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「お茶会（様々 なレクリエーション）」
ラ・ポルトほほえみでは、様々なレクリエーションを実施しています。お茶会で

は、 1杯ずつ丁寧に心をこめてお抹茶を点てます。その様子を皆様がご覧に

なって、職員のお点前を楽しんでくださいます。毎回、その時の季節・時期に合

わせた和菓子を職員が調達し、お抹茶とご一緒に提供させていただいていま

す。細かい気泡が沢山あるお抹茶が美昧しいお抹茶の証拠で、「口当たりがや

わらかく、昧もまろやかで美昧しい」と大変喜ばれています。お茶の香リに癒さ

れながら、ゆったりと過ごしていただき、和気あいあいと笑顔あふれるお茶会

に毎回なります。

ほほえみ矢野

「演劇会」
ほほえみ矢野では6月「演劇会」を行いました。久しぶリのほほえみ矢野劇団

の出番です。演技にも力が入ります。題目は「和製シンデレラ」。なじみのある

シンデレラを‘おしんでれら、として和装で装い、おしんでれらを男性職員が、

王子として若君を女性職員が演じました。時々、ご入居者様も巻き込みながら

進行し、舞踏会シーンでは盆踊り大会とし、皆で東京音頭とお富さんを踊りま

した。演劇終了後は、拍手をいただき、楽しんでいただけた様です。最後に皆

で、桃の練り切り霞頭と水鰻頭を食べました。

ほほえみ安芸路

「七夕飾り」
コロナが収まりそうも無いので、残念ながら今年も施設内での大規模な七夕

イベントが出来ませんが、ささやかながらご入居者様と職員で七夕飾りをしま

した。短冊に書けない方は、お一人おひとりに職員が願い事を聞き取り代筆さ

せていただき、ご自分で書ける方は書いていただきました。それぞれの短冊を

みると、ご家族の心配や幸せを願った内容ばかりで、私達職員も感動しており

ます。直接ご入居者様とご家族様が会えない期間が長くなっておられるので、

コロナが早く収まりご家族様と会えますように…が私達職員の願い事です。

(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 
「たまねぎ堀り」
ほほえみ広島西では、6月のお天気のいい日に畑のたまねぎを掘りました。少し

暑いくらいでしたが、皆様元気に参加されました。たまねぎは、土から頭がはみ

出して葉を引っ張ると簡単に抜けて、次々と収穫できました。「小さいけどおいし

そう」「このまま煮たらいいのよ」「昔は私も畑でたくさん作ったのよ」など思い出

話にも花が咲き、時折吹く風が心地よく、「外はいいねー、気持ちいいわ」と喜ば

れました。

ほほえみ井口 J 
「七夕～天の川に願いをこめて～」
あっという間に梅雨も通り過ぎてしまい、もうすぐ七夕の季節となりました。この度

のレクリエーションでは、ご入居者の皆様に季節を感じていただくために、七夕の

短冊と、天の）1|を作成していただきました。丸めた新聞紙に絵の具をつけて、黒い

画用紙の上をスタンプのように、ポンポンしていただきます。普段はエ作などあま

りされていない男性のご入居者様も、楽しそうに上手な力加減でポンポン。金色、

銀色、白に黄色。4つの色が重なり合い、とても綺麗な天の）1|が夜空に流れまし

た。もちろん、その後はお楽しみのおやつの時間です。天の川作成の終わった方か

ら順に、おやつもお楽しみいただきました。短冊には皆様の願い事を書いていただ

きました。美味しいお寿司が食べたい、ご‘家族様に会いたい、世界平和など様々な

願い事がありました。皆様の願い事が、全てかないますように願っております。

ほほえみみゆき 」
「6月といえば紫陽花」
爽やかな気持ちのいい春が過ぎ、ジメジメとした梅雨に入りました。異常気象に

よる被害や気圧の変化による体の不調等、気を病むことが何かと多い季節です

が、6月といえば紫陽花。最近は、世界中で品種改良が行われ、毎年、新品種が

出ているそうです。自分のお気に入りの紫陽花を探してみるのもいいかもしれ

ません。みゆきにも、本物さながらの色鮮やかな紫陽花をたくさん飾り、ささや

かながらご利用者様に楽しんでいただいております。「本物みたいに綺麓ね！」

「私に似合うかしら？」「梅雨が来たのね～」と紫陽花を手に持ちにこやかに過ご‘

していただいています。

(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.77 ~~について1
緑茶はチャノキの葉を蒸して乾燥して作られます。緑茶には煎茶、玉露、抹茶、かぶせ茶、番茶、ほうじ

茶、釜炒り茶、玄米茶があります。「ほうじ茶は茶色だから違うでしょ？」と思いましたか？実はほうじ茶

は緑茶です。緑茶というと「緑色のお茶」と思いがちですが、お茶の色ではなく茶葉の発酵度によって

緑茶は定義されます。発酵させていないお茶を緑茶というので、発酵させないほうじ茶も緑茶に分類

されます。ちなみにほうじ茶は煎茶や番茶を強火で熱を加えて煎る（焙煎：ばいせん）ので茶色になっ

ています。緑茶の効果からかなり脱線してしまいましたが緑茶の効果に関して以下のような研究報告

があったので御紹介します。高コレステロール血症。高用量の緑茶を摂取する人は、コレステロール

値、 LDLコレステロール値（悪玉コレステロール値）、およびトリグリセリド値が低く、 HDLコレステ

ロール値（善玉コレステロール値）が高い。血中脂肪やコレステロール値が高い患者が1日150~

2500mgの緑茶エキス（玉露 1杯のカフェイン含有量は 160mg。玉露に換算すると約 1~16

杯。）を半年間摂取すると、総コレステロール値およびLDLコレステロール値が低下した。

1国 距襄翌1
1 , 

ア＂

貨こんにちは！株式会社千成です没

夏Itテに気を付けましょう！◎
人閻の体は、高温・多湿な状態では体温を一定に保とうとエネルギーを消費してかなりの負

担がかかります。通常は負担に耐えることができますが、特に負担が強い場合や長引いたリす

ると体に溜まった熱を外に出すこともできなくなり、この状態が続いて様々な症状が現れるの

が「夏バテ」と呼ばれるものです。

冷房の無かった時代は猛暑による体力低下・食欲不振などいわゆる「夏やせ」と呼ばれる症状

が主ではありましたが、空調設備が普及した現代では気温と湿度の急激な変化により自律神経

のバランスが崩れて起こることが多いと言われています。ストレスや冷房による冷え、睡眠不足

なども原因となります。「夏バテ」という名称から夏のみの症状であると思われがちですが、気

候の変化が激しい梅雨や初夏にも起こりやすいとされています。

【うざく（鰻ときゅうりの酢の物）】 I作り方：約

うなぎの蒲焼………． 1尾

きゅうり………………． 2本

生姜……••……………•．少々
かつおだし…………..60ml

酢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30ml

薄口醤油……••……… 10ml

みりん…••……………•.10ml

(6) 

①きゅうりは薄くスライスして塩もみをし、

しっかり水気を切ります。

②調味料を全て合わせて、針生姜と①の

きゅうりを加えて混ぜ合わせます。

③うなぎを焼くまでの間、②を冷蔵庫で

しっかりと冷やしておきます。

④うなぎを焼いて2~3cmの幅に切ります。

⑤きゅうりの酢の物とうなぎを器に盛リ

付けて完成です。



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。


