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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 



ラ・ポルトほほえみリハビリ棟(69床）が、

9月1日から介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

『ほほえみ有料老人ホームエクセレント［介護付］リハビリ棟』

としてリニューアルいたしました。

引き続き、安心•安全な施設運営を行ってまいります。

リハビリセンター ほほえみカフェ 屋上ガーデン

体験入居 2泊3日無t胆|

悶店霊tゞ(082)541-2525
※2泊3日以降、延長ご希望の方は、 7,700円／日最大7日まで利用可能

(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

「納涼会」
8月の暑い夏を元気に乗り越えていただけるよう、今月は納涼会と題し行事を行いました。午前

は打ち上げ花火の壁画を全員で協力し合い作成。花火をかたどった色とりどりの画用紙を、夜空

に見立てた黒い巨大な紙に貼っていき、たくさんの花火を打ち上げました。「昔はよぅ花火大会

を見に行ったわ～」と、あちらこちらから思い出話が打ち上がっていました。午後からは、ストレス

発散で盆踊りを行いました。まずはご利用者様と一緒に手作りで花笠を作り、法被にねじりはち

巻きで雰囲気作りから入っていきました。とは言ってもコロナ禍の中、円陣を組まず椅子に座っ

たままの盆踊りとなりましたが、花笠音頭や炭坑節の曲が流れると、自然と花笠を手にし真剣な

表情で踊っておられました。しっかり体を動かし、少しお疲れモードのあとでのアイスクリームを

ほおばる姿は、本当に幸せそのものQまだまだ暑い日は続いていますが、暑さに負けずコロナ

にも負けず、これからもご‘利用者様と一緒に楽しく元気に週ご‘せていけたらと思います。

ほほえみ呉デイサービス6F

「夏のおもいで」
8月9日（火）に8月の行事「夏のおもいで」を行いました。午前中は本物の貝がらを

フオトフレームに貼りつけて飾り、中には夏の格好（麦わら帽子・虫かご・虫とりあみ）を

したご自分の写真を入れました。「虫とりしたねぇ」など子供の頃の思い出を話しなが

ら楽しんで行っておられました。午後からは2色白玉だんごを作りました。ふっくら柔

かくゆであがったおだんごを冷やし、あんこを添えていただきました。「おいしいねぇ」

と皆様ペロッと食べてしまわれました。暑い夏のひととき、笑顔いっぱいの時間となり

ました。

ほほえみ呉デイケア

「8月の行事」
コロナ禍の今、呉デイケアでは以前のようにカラオケ、合唱など歌を歌うことや集団

でのレクリエーションを行っていません。そんな中、本日はタオル体操、数字並ベゲー

ムを行いました。しっかりと身体、頭を使っていただいた様です。おやつは夏の果物の

ゼリーです。毎日暑い中、少しでも涼を感じてもらえたでしょうか？皆様引き続きコロ

ナ感染予防、まだまだ暑い日が続く中、しっかリと水分補給をして残暑をのりきってい

きましょう。

ほほえみ呉東

「納涼会」
ほほえみ呉東では、8月13日（土）に納涼会を行いました。大きな2つの円になって座っていただ
きまずはチーム戦で2つのゲームを行いました。 1つ目は風船バレー。職員が円の真ん中に
入ってご利用者様と交互に打ち合い、「何回続くか」と「どちらが長く生き残れるか」の2回戦を行
いました。目の前に風船が飛んでくると皆様必死に打ち返され、周りの声援もすごくて一体感が
生まれました。2つ目はタオル輪っか送り。タオルを結んで円状につなげた物に輪っかが通って
いて、その輪っかを早く一周させるというものです。輪っかには手を触れずに送らなければいけ
ないためタオルを波打たせるのですが、タオルの結び目に輪っかが引っかかるため手こずり、そ
れが逆に盛り上がりました。この後は、番号が書かれた紙に輪を投げ、その番号の景品がもらえ
るというゲームを行いました。最後に、盆踊り「九州炭坑節」を行い締めくくりました。おやつは、
呉で有名な「巴屋」のアイス最中を用意しました。「ここのは美味しいよねー」などと、とても好評
でした。スタッフもご‘利用者様も、暑さを忘れて楽しめたひと時となりました。

(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 
「夏と言えば…」
ほほえみ呉中央では、3Fと4・5Fで、それぞれのフロアスタッフが行事を企画しており

ます。が、おもしろいと思ったのが、偶然にも双方が、同じ「夏と言えば」のキーワードか
ら発想している点です。しかし、片や、向日葵の壁画に姿を変え、もう一方は、フルーツス

ムージー。エアコンを効かせているせいか、未だに「今日は少し冷えるけど、あなた半袖
で寒くないの？」とスタッフに言われる方が結構いらっしゃいます。それで、企画や飾り

つけ、メニューに当たっては、季節感も大事にしたいと思っています。おやつの西瓜も厨

房の方が、食べやすいサイコロカットにし、竹串で種も抜いてくださっているのです。魚
も骨が無い状態で、義歯・自歯が揃ってない方には、フレーク状で。そんな努力が報われ

た気持ちになれるのが、完食されたお皿や写真のような笑顔で「おいしかった」「また、

やってほしいな」って言われること。それは魔法の言葉で、スタッフのやる気スイッチで
もあるのです。ええ、また、ぜひやりましょうね。

ほほえみ呉安浦 j 
「お誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、お誕生日会を行いました。お誕生者様の生まれた頃の

話、 10オの頃の話、 20オの頃の話をすると、ご利用者様から「なつかしい

ゎぁ」「覚えとるよ」と声が上がり、とても盛り上がりました。コロナ禍で行うお

誕生日会と言う事もあり、スタッフー同緊張感の中での会の進行でしたが、喜

んでいただきささやかではありますが楽しい時間が過ごせました。益々お元

気で…と言う思いを込めて全員で力いっぱい拍手をして会をしめくくりまし

た。

ほほえみつばき 」
「夏祭り」
日差しも強くなり暑い季節になりました。ほほえみつばきでは夏祭りをおこな

いました。スタッフが法被を着てこ利用者様の周りを踊ります。こ利用者様の

手拍子に合わせてリズムよく。一部のこ利用者様はスタッフの手の動きに合

わせて踊り体が温かくなってきました。次は皆でかき氷作りです。かき氷の機

械に氷をセットして自分で機械を動かして貰います。自分で量を調節したら、

自分の好きなシロップをかけて完成です。「私は苺」「私はメロン」「わしはあ

すきがええで」等、それぞれのかき氷を作り食べていただきました。夏に負け

ない為に力を付けた夏祭りになりました。

ほほえみ広国際通り 」
「花の冠を作ろう」
8月7日、ほほえみ広国際通りでは「花の冠を作ろう」と題して作品作りを行い

ました。ひまわりとアネモネの2種類を使って作品作りをしました。ひまわりと

アネモネの色合いやバランスを考えながら慎重に貼る方、大胆に思うがまま

に貼る方と、それぞれが思いおもいの可愛らしい作品を完成させておられま

した。作品作りの後の茶話会では今が旬の西瓜をお出しし、「みすみすしくて

美味しかった」「夏といったらこれよ～」と季節の風物詩に舌鼓を打っておられ

ました。

(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

「かき氷作り」
ほほえみ呉蔵本通りでは、8月16日に「かき氷作り」を行いました。昔は一家

に一台あったかき氷機。本日は担当職員が用意したかき氷機を使いこ入居者

様に振舞いました。新型コロナウイルスの影響によりあまり時間を取ることが

できませんでしたが、皆様は「おいしい」「久しぶりに食べた」など大変喜んで

いただき笑顔あふれる会になりました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「ほほえみ夏祭り」
今夏、ラポルトほほえみでは、こ入居者様に夏を感じていただけるよう「ほほ

えみ夏祭り」を開催いたしました。感染対策をしながら、ヨーヨーすくいや綿菓

子作りなど夏を満喫していただきました。限られた中でのイベントでしたが、

工夫をこらした楽しい夏祭りで「楽しかった」「面白かった」「美味しかった」など

のご感想を笑顔と共にいただけました。

ほほえみ矢野

「夏祭り」
ほほえみ矢野では8月「夏祭り」を行いました。この度も以前のように盛大に

お祭りは出来ない状況で、雰囲気だけでもと提灯を天井に飾り付けて、少人

数での夏祭りを行いました。少しでも夏祭りを楽しんでいただこうと輪コムの

射的をしていただきました。的に当たった番号によって景品のお菓子を渡し、

ゲーム後は景品のお菓子とアイスを食べていただきました。射的は、なかなか

当てる事が出来なかったり、一発で当てる方もいて見る方もする方も、楽しめ

るゲームとなりました。なかなか盛大な夏祭りとはいきませんでしたが、少し

でも夏を感じ、昔を思い出していただけたのかなと思います。

ほほえみ安芸路

「ミニミニ夏祭り」
今夏も猛暑とコロナのダブルパンチに悩まされ、密を避けるためレクリエー

ションも控えざる負えませんでした。しかし、あまりにもいろいろな楽しみが無

くなるのではこ入居者様に申し訳なく、先日小じんまりではありますが、職員

手作りで小さな夏祭りを行い、束の間の夏気分を味わっていただきました。ミ

ニミニ夏祭りの後には色んな味のかき氷も召し上がっていただき皆様、童心 r 

に返って楽しんでくださいました。

(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 
「お誕生日のお祝い」
ほほえみ広島西では、お誕生日のご入居者様へお祝いをしており、8月もお誕

生日の方がおられたので、それぞれの施設でお祝いしました。グループホーム

では、お誕生日をユニットの皆様でお祝いしています。季節ごとに違ったケーキ

を用意してハッピーバースデーの歌を歌い「誕生日おめでとう！いくつになった

の？」「内緒よ」等和やかに談笑されていました。有料老人ホームでは、お誕生日

のご入居者様にバースデーハットをかぶっていただき、写真撮影をしています。

その様子を見られて周りのご入居者様も「誕生日おめでとう！帽子がすてきね」

とお祝いしてくださいました。

ほほえみ井口 J 
「井口花火大会」
夏も終わりに近づいていますがまだ毎日暑い日が続いています。ほほえみ井口

ではコロナ禍の為レクリエーションが出来ないので希望者のみ個々で貼り絵の

花火を作っていただきました。職員があらかじめ色画用紙で作っておいた色々

な色の花火のパーツを糊で貼ってもらいました。出来上がった貼り絵の花火を

黒い画用紙に貼ると、まるで夜の打ち上げ花火のように見えます。他のご入居

者様も「きれいじゃね」「ええの一花火かー」など言われながら絵を見ておられま

した。 1人のご入居者様が「早くみんなで一緒にやりたいね」と言われました。

我々職員も早くみんな一緒に賑やかなレクリエーションが出来る日が来る事を

願っています。

ほほえみみゆき 」
「ハワイアン」
うだるような暑さが続き、身体に堪える毎日ですが、みゆきのフロアー

は常夏のハワイ！ご入居者様にハワイアンになっていただきました。「フ

ラダンスを踊ったことがありますか？」とスタッフが尋ねると、手を揺らし

て踊るご入居者様が数人いらっしゃり、「昔、習ったことがあるのよ」と言

われる方もおられ、楽しい夏の日を思い出していただきました。

(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.79ピ？レコサミン硫酸塩について

「グルコサミンって膝に良いの？」と質問を受けたのでお答えします。グルコサミンに関する研究のほ

とんどがグルコサミン硫酸塩についての研究です。グルコサミン硫酸塩は関節液の中に含まれてい

ます。エビやカニなどの甲殻類から抽出したり化学的に合成する事もできます。グルコサミン硫酸塩

製品の中には、工ビ、ロブスターや力ニの殻を原料にしているものもあるので、甲殻類にアレルギー

がある人にアレルギー反応を引き起こす可能性があります。ただし、甲殻類アレルギーの人が適常反

応するのは殻では無く身の部分なのでサプリメントのグルコサミン硫酸塩でアレルギーを起こす可

能性は低いと考えられています。変形性膝関節症の人がグルコサミン硫酸塩を摂取するといくらか

疼痛を緩和する可能性があるとほとんどの研究結果で示されています。だたし医薬品の痛み止めの

ょうにすぐに効果が現れるわけではありません。グルコサミン硫酸塩で疼痛緩和効果が現れるのに4

~8週間かかる可能性があります。数年間、グルコサミン硫酸塩を摂取すると疼痛緩和効果以外にも

関節部の破壊を抑制したり疾患の悪化を予防できる可能性があります。

し叫這笠I 貨こんにちは！株式会社千成です没ぃ ＿＿＼
9 2022知「中秒火の名月」は9月1ぶg
日本の秋の行事といえば「お月見」です。七宝夜万詐月を「中秋の名月」と呼んでお月見を楽しみます。

2022年の中秋の名月は9月10日です。是非、月を見たいですね。秋は最も空が澄みわたり月が明る

く美しいとされていたため、平安時代から十五夜には観月の宴が開催されてきました。その後、秋の

収穫祭と結びついて、秋の実りに感謝する意味を持つようになります。そして、満月に豊作を祈願し

お団子・すすき・サトイモなどを供えるようになりました。ちなみに、こうした月見団子や里芋などの

食べ物のお供えは食べることで健康と幸せを得ることができると考えられているため、供えた後は

しっかり体に取り込みましょう。

月の満ち欠けがきっちり 1日単位ではないので中秋の名月（十五夜）が満月とは限りません。

今年は、9月10日が中秋の名月、満月も9月10日と、中秋の名月と満月の日付が一致しています。

| 2022年の中秋の名月（十五夜）： 9月10日（土） 満月：9月10日」

2023年の中秋の名月（十五夜）： 9月29日（金） 満月：9月298

2024年の中秋の名月（十五夜）： 9月17日（火） 満月：9月18日

2025年の中秋の名月（十五夜）：10月 6日（月） 満月：9月 8日

(6) 
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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| 

＂ 

La Porte Hohoemi 本館棟

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）
◇霊度認知症デイケア

La Porte Hohoemiグループリ已グ棟

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

Da〇 医霙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。

一La Porte Hohoemi リハビリ棟

ほほえみ有料老人ホーム
エクセレント［介護付］リハビリ棟

（特定施設入居者生活介護）

■入居定員／69名

◇ lFリハビリセンター

．． 

重度の方から、リハビ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］

（特定施設入居者生活介護）

■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時間あなたの驀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

（認知症対応型共同生活介護）

■入居定員／18名
■入居対象者／認知症がみられる要支援2及

ぴ要介護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こ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558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
ほほえみ呉東

（通所介護・介護予防通所介護）

■定員／40名
■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。
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。

グループホーム
ほほえみ呉安浦

（認知症対応型共同生活介護）

■入居定員／18名
■入居対象者／認知症がみられる要支援2及

ぴ要介護1以上の認定を受けている方。
隔射しがいっばいのリビングでゆったり落ち蒼
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

クリニックほほえみ呉
◆璽度認知症デイケア
◆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

ライフアシストほほえみ呉中央
‘ （高齢者専用賃貸住宅｝

' ■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］

（特定施設入居者生活介護）

■入居定員／36名
■入居対象者／要支援l・2及び要介護1以上

の窮定を受けている方。
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。




