
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
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残暑お見舞い申し上げます I 
ョグ

秋暑のみぎり 皆様におかれましては

ご健勝のこととお慶び申し上げます

平素は格別のご厚情を賜り心よりお礼申し上げます

時節柄ご自愛のほどお祈り申し上げます
令和4年晩夏

ほほえみグループ

防
練

消
訓

ほほえみグループ施設で消防訓練を実施いたしました。

防災設備の位置や、消火器の使い方、出火確認、初期消火、

避難誘導など火災発生時の対応動作を実践しました。

訓練に初参加の職員も多く、ひとつずつ手順を確認しながら

の訓練でした。

火災が万が一起きてしまった場合に、全職員が冷静に対応、迅速に動けるよう、

今後も定期的に消防訓練・避難訓練を実施してまいります。

(1) 



※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

「暑さに負けない！コロナに負けない！！」
皆様がずっと楽しみにしているカラオケも、再開に向けての準備を行い、万全な感染対策を検討

していた矢先にコロナ感染者数が急増。なかなか先が見えてきませんが、このような状況の中

でも意欲向上に向け皆様に楽しんでいただこうということで、今月の行事は夏にピッタリの金魚

すくいに挑戦です。とは言っても本物の金魚ではなく、小さなゴム製の金魚を大きなプールに沢

山泳がせ雰囲気を昧わっていただきました。午後からはお楽しみビンゴゲームです。夏にちなん

だお題を沢山発表していただきましたが、「夏と言えば？」の問いに即答で出た答えが「火の玉

~！！」には皆様大爆笑。上がった順に小さな景品をプレゼントさせていただきましたが、いつの時

でも皆様プレゼントには弱いようで、目を輝かせとても嬉しそうでした（笑）。行事・レクリエーショ

ンとコロナ感染予防のために内容が制限されますが、これからも皆様から「楽しかった」の声が聞

けるよう、スタッフ全員が円陣を組み頑張ります。

ほほえみ呉デイサービス6F

「夏祭り」
7月に入り、暑い日が続き夏のだるさを吹き飛ばす為、夏祭りを張り切って行いました。まずは

午前のうちに、おやつのシャーベット作り。2人ペアになり、外側のジッパー袋に氷と塩を入れて、

内側のジッパー袋に甘いオレンジジュースを入れてしっかりと閉めました。その袋をタオルでく

るみ、2人でキャッチボールの様に投げたり振りながら固めてシャーベットのできあがり。午後か

らは、土用の丑の日にちなみ、ウナギ釣りを行いました。施設の方と在宅の方との2チームに分

かれてシートを持ち、各チームから釣る係とザル係の2人を選出して1分間勝負。スルスルと新

聞で作ったウナギが落ちて苦戦したり大漁に釣れたり大笑いしながら在宅チームが力を発揮し

て優勝しました。頑張った後は、自分で作った冷たいシャーベットをコーンに乗せていただきまし

た。これからの暑い日も元気に楽しく過ごして夏バテ知らずで頑張ります。

ほほえみ呉デイケア

「七夕の会」
7月7日、七夕の日。例年と違って梅雨は明けてしまったので、今年こそは織姫と彦星

は会えたのでしょうか？そんなこととか思いながら、星空に願いが叶うようにと短冊を

書いてみようかと。「いつまでも元気に…」「世界平和」それぞれ願い事は違うけど、叶

うといいですね。おやつには、夏らしく冷たい「因島のはっさくシャーベット」。南国らし

く甘い「ベトナムコーヒー」とともにいただきます。夏バテとか熱中症とか大変なこと

もあるけど、しっかり食べて、しっかり飲んで乗り切りましょう。

ほほえみ呉東

「七夕会」
7月9日（土）ほほえみ呉東では、「七夕会」を行いました。まず、織姫と彦星の七夕飾りを

作り、そこに願い事を書いた短冊を付けました。各々描かれた織姫と彦星の顔は個性に

溢れており、ご利用者様同士で見せ合って笑ったり、集中して制作されたり、ゆったりと

楽しい時間を過ごしていただけました。短冊に書かれた願い事からは、普段□数の少な

いご利用者様の思いも知ることが出来て良かったです。出来上がった作品を飾ってい

くと、「色んな顔があって面白いね」「いいのが出来たね」など、嬉しい声が多く聞かれま

した。会の終わりは、七夕様の歌を皆で合唱し、おやつは夏らしくゼリーを用意しました。

ゼリーは、さっぱりして食べやすいと好評でした。ご利用者様はもちろん、見守るスタッ

フもたくさん笑顔になれる素敵な行事になりました。

(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 
「2022 星祭り•星に願いを」
ほほえみ呉中央では、7月早々に笹を出すと、「そういう季節なんじゃね」「腰が痛いけん、願いこと書

く短冊をちょうだい」「はよコロナがないなって、家族に会えますようにゆうて書こうて」いろいろな

お声があちこちから聞こえていました。フロアによって、飾りつけとかき氷、リースや貼り絵、絵つけ

風鈴とポイによる里すくいも行い、いつもは横になっていることが多いご入所者様も「みんなの楽し

そうな声がするのに寝てなんかいられないわ。」と出て来られ。ささやかな記念品を各フロア5名分

用意していたのを見て、「そんなのあるんなら、もっと本気出して5番以内をねらったのに。」と言わ

れる方も。スタッフとマンツーマンで、リースや風鈴作りを頑張ってくださった皆様には、くじ箱に手

を入れて、ちっちゃな野菜や果物に動物や烏が乗っているオブジェをつかんでいただきました。「う

わ可愛い。見て。苺にリスが座っとる」「私のは、バナナにウサギよ」。普段でも、ジグソーパズルや塗

り絵に夢中な方、carpの勝敗をOXでつけておられる方。編み物や手紙を書いて過こされる方。の

ど自慢や野球中継をフロアで楽しまれる方。楽しみと、誰かの役に立っているというのは、「何もせん

でええよ。寝ときんさい」より豊かなんじゃないかなと思うこの頃です。

ほほえみ呉安浦 j 
「土用の丑の日」
ほほえみ呉安浦では、毎年恒例のうなぎを食べる‘‘土用の丑の日がやって来

ました。夏バテ、食欲減退防止、目に良い、美肌になる、うなぎの油が良質で血

行が良くなるなど、たくさんの効果が期待できるとあって、皆様、楽しみにされ

ています。今年は「うなぎとちらし寿司セット」。大好物のちらし寿司と共に、口

いっぱいに頬張り、大変喜ばれました。

ほほえみつばき 」
「七夕祭り」
梅雨も明けて本格的な夏の暑さがやってきました。ほほえみつばきでは七夕祭

りを行いました。皆様、思いおもいの願い事を書いています。「カープが勝ちま

すように」「いつまでも元気でいられますように」等それぞれの願いを短冊に込

めて笹の葉に吊るします。吊るし終わったら次はスイカ割り。机を皆様で囲って、

スタッフの掛け声と共に「えーい」と力いっぱいに振り下ろします。なかなか割れ

ません。順番に叩いていくと徐々にひびが入っていきついに「パッカーン」と音

が嗚り割れました。割れたスイカを綺麗に切り分けて皆でいただきます。「皆で

割ったスイカは格別じゃね」「スイカ食べたからこの暑さを乗り切れるよ」。笹を

背に食べるスイカは格別の味がして盛り上がった七夕祭りになりました。

ほほえみ広国際通り 」
「七夕～短冊に願いを～」
7 /3(E3)ほほえみ広国際通りでは七夕～短冊に願いを～と題して作品作り

をしました。年に一度しか出会えない織姫と彦星の顔を描いたり、短冊に願

い事を書いて飾りを貼り付けていただきました。願い事にはこ自身の健康

や歩けるようになりたい、カープ優勝などそれぞれの願い事が並びました。

茶話会では冷たいアイスクリームをお出ししました。普段あまり召し上がる

機会がないため、「冷たいけど美味しいね～」と喜ばれ、楽しいひと時を過こ

された様子です。

(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

「七夕会」
ほほえみ呉蔵本通りでは、6月の中頃、玄関に笹を設置し、こ入居者様と、職

員で、どんな願い事にしようかと話をしながら、短冊に願い事を書いていた

だき笹に飾りました。多かった願い事は、「健康に過ごせますように」「皆で楽

しく過ごせますように」「平和になりますように」などでした。7月7日には、菫

謡たなばたさまを聞きながら、祈り紙でちょうちんを作り、シールを貼って飾

り付けをしていただきました。皆様、楽しく作られていて「キラキラしてきれ

いね」「部屋にかざろう」と喜ばれていました。笑顔溢れる楽しい七夕になり

ました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

_第26回参議院議員通常選挙」
フ•ポルトほほえみでは、当施設に「第26回参議院議員通常選挙会場」

を設置し、選挙の投票意思を示されたこ入居者様において、選挙管理委

員会立会いのもと不在者投票を実施しました。投票に来られたご入居者

様は、じっくりと悩まれ投票されておられるこ様子でした。

ほほえみ矢野

「七夕会」
ほほえみ矢野では7月「七夕会」を行いました。今年も皆様には、事前に各階に

て笹に盛大に飾り付けを行い、短冊に願い事を書いていただきました。七夕会

の初めに皆様に書いていただいた、短冊を紹介させていただきました。その

後は、七夕にちなんだゲームを行いました。ゲームは、天の川を紙に書きそこ

に星を投げて橋を架けるといったものです。皆様、一生懸命天の川に橋を架

けようと投げますが、なかなか的に当たらなく苦労されていました。でもコッ

をつかむと最後には、立派な橋を天の）1|に架ける事が出来ました。久しぶりに

各階が集まっての行事が出来、とても盛り上がり、楽しむことが出来ました。

ほほえみ安芸路

「夏はやっぱりコレ」
今年の夏も、コロナの感染予防としてクーラーを使っていても換気をしないと

いけません。施設ではあちこちの窓を開け換気をしている為、クーラーの効き

も今一つ…あまりの暑さにこ入居者の皆様とで、かき氷パーティーをしまし

た。巷でも今年はかき氷が流行っています。私達も色んな種類の蜜をご用意

し果物もあしらい、ちょっと豪華なかき氷を皆様に召し上がっていただきまし

た。これが意外にも大•大好評で 「冷たくて美味しい～！」 とぺろりと平らげてく

ださいました。どうですか？皆様のこの美味しい顔••映えてます！！

(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 
「七夕」
ほほえみ広島西住宅では、七夕に願い事を書いていただいた短冊を、お一人ず

つ笹に吊るしてもらい笹飾りをつくりました。スタッフ手作りの折り紙の飾りも

吊るしてとても綺麗に出来上がりました。その後に涼しげな杏仁水ようかんを

お出しし、笹飾りを眺めながら「きれいねー」と喜んで召し上がられました。ほほ

えみ広島西グループホームでも、職員とご入居者の皆様で一緒に笹飾リを作っ

て飾りました。お昼ご飯に手作りの七夕そうめんをお出しすると、「おいしいね、

子供のころを思い出すわ」と喜ばれました。

ほほえみ井口 J 
「夏の絵画教室」
毎日うだるような暑さが続いていますが、ほほえみ井口ではご入居者様に少し

でも涼を感じていただくために「夏の絵画教室」を行いました。事前に夏をイ

メージし用意した鳥、花、景色、植物を題材にして、それに色彩をつけた用紙をご

入居者様に配布し色鉛筆を使って塗り絵をしていただきました。皆様真剣な表

情で色を塗って、途中声をかけるのをためらうぐらい没頭されている方もいらっ

しゃいました。ほとんどの方が、絵の枠内からはみ出すこと無く、色彩豊かに仕

上げられました。「楽しかったね」「またやりたいね」との声も聞けて携わったス

タッフも幸せな気持ちになリました。新型コロナが増加しているなか、今後も密

を防ぎ、少しでもご入居者様のストレスが溜まらぬように、ご入居者様に接する

事をこころがけていきたいと思います。

ほほえみみゆき 」
「七夕の短冊」
コロナ感染が収まらず依然全体でのレクリエーションは出来ていませんが、七

タの行事として、織姫、彦星に扮していただいたリ、短冊を書いていただいたり

（書くことが難しい方は、職員が代筆）しました。短冊の内容は、0寺節柄、平和を願

うもの、コロナ終息を願うもの、家族の健康、幸せを願うものがほとんどでした。

私たちも早くコロナ感染が終息し、ご入居者様がご家族様と会えることを願う

とともに、皆様の幸せのためにお手伝いができたらと思います。

(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

'について2
絶対に効くとまだ断言できませんが緑茶には以下のような効果があるかもしれないという研究報告

があったので御紹介します。緑茶をl0年間摂取すると骨密度が高まることが集団研究によって示さ

れた。さらに骨密度が低い閉経後の女性が500mgのカテキン（緑茶の抗酸化物質）を含む緑茶化

合物を1日2回、半年間摂取すると骨強度が改善することも示された。日常的に緑茶や紅茶などの茶

を摂取している女性では、卵巣がん発症リスクが低い。ただし緑茶が卵巣がんにかかったことがある

患者の卵巣がん再発を予防することは無い。緑茶の摂取が冠動脈疾患の動脈血栓リスクの低下につ

ながることが集団研究で示された。緑茶による動脈血栓リスクの低下は女性より男性の方が強かっ

た。歯肉の厚く白い斑点（口腔白板症）は緑茶を摂取すると縮小する。緑茶を1日l~4杯摂取すると

パーキンソン病の予防になる可能性がある。これは緑茶に含まれるカフェインによって脳内の神経伝

達物質の放出が増加されて、神経系や心臓、筋肉を剌激するためではないかと考えられています。

vol.78 

|L帽距哀鯰I 貨こんにちは！ 株式会社千成です没

茨

材 料

①水・・・・・ 1リットル

②塩・・・・・3g
（小さじ2分の1)

③砂糖・・40g

（大さじ4と2分の1)

夏は熱中症が心配な季節。室内でも熱中症が起こる

ことはあり、特に高齢者は注意が必要です。加齢に

よって活動星や筋肉置が低下するため、高齢になる

と体内水分量も50％に低下します。また、喉の渇き

も自覚しにくくなるので、水分不足に陥りやすいので

す。トイレに立つ回数を減らすために、水分補給を自

制してしまう高齢者も少なくありません。

熱中症の予防には、 1日の生活の中でこまめに水分

を補給することが大切です。しかし、脱水症になって

しまったら、水だけでなくナトリウムやカリウムなど

のミネラル雷解質も同時に失われてしまいます。そ

のため水よりも経口補水液のほうが効果的です。薬

局などでも販売されていますが、家庭でも箇単に作

ることができます。

経口補水液のレシピノ／百岳；；＼

ヘ\--—一

作り方

①～③をかき混ぜる。

作り方 Point

※レモン果汁などを適宜加えると

飲みやすくなります。

※水1リットルは、

トマトジュース300ml、

水700ml、でもいいです。

※氷は濃度が薄くならないよう
入れすぎないこと。
また吸収の妨げになるので、
凍らせずにそのまま飲みましょう！

(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。




