
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 



ほほえみグループ近況のご報告

新型コロナウイルスの世界的流行が始まって、もう少しで丸3年になります。

その間、ほほえみグループにおいても感染防止対策を講じていたにも関わらず、ご利用者様や

スタッフがしばしば感染し、そこから感染拡大に繋がり、その対応中に重症化され亡くなられた

ご利用者様もおられ、多大なるご心配とご迷惑をおかけ致しました事に深くお詫び申し上げます

とともに、改めてご冥福をお祈り申し上げます。

今年になりウイルスの毒性低下や、ワクチン接種、医療体制の充実などにより、重症化すること

が随分少なくなりました。その結果、一般社会では経済とのバランスをとるため、元の生活様式

に戻していく流れが顕著になってきています。

その反面、介護施設は免疫力の低い高齢者の利用が多いため、厳戒体制は継続せざるを得ず、

ご家族様の面会制限も続いており、ご利用者様やご家族様の心情を察すると無念以外の言葉が

見つかりません。

更にスタッフは、感染予防に対してはコロナウイルス発生当初と変わらず、相当の緊張感をもった

自粛生活を続けており、先の見えない中で闘っています。

この3年間でほほえみグループの施設において発生したクラスターによって、閉鎖や利用停止に

追い込まれた施設もありましたが、幸い経営基盤を揺るがすまでには至っておりません。

ところが、ご存知のようにウクライナ情勢や今般の為替円安により、石油やガスなどの燃料費の

値上がりが顕著になり、現在、電気料金の値上がりは、当月より来月、来月より再来月と次第に

上げ幅が拡大してきており、今後も続きそうです。ほほえみ株式会社全体の水道光熱費は

昨年までは年間で1億2千万円前後でしたが、この値上げにより、年間5,000万円強の支出が

増加してしまうことが予想されます。政府からはこの光熱費の値上がりに対応し負担軽減策を

講じる旨の発表がありましたが、詳細は未だ不明であり今後の電気料金だけでなく物価全体の

高騰に対する政府の総合経済対策に期待するしかない状況ですが、施設運営が厳しさを

増す事は間違いありません。

この12月で新型コロナウイルスの世界的流行が4年目に突入し、我が国では第8波が予想され

インフルエンザの流行も懸念されており、この冬は大変厳しい状況が続くと考えられます。

スタッフー同、この難局を乗り越えるべく一致団結して日々の業務に邁進していく所存です。

皆様方におかれましてもご健康に十分ご留意され健やかな毎日を送られますよう、心より

祈念しております。

(1) 



・1月
※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

「秋の大運動会」
5Fでは秋の大運動会を開催いたしました。今回も蜜にならないよう工夫しながら両チーム
の力強い選手宣誓からスタート。最初の競技は足でたぐり寄せ競争です。相手チームより
早くたぐり寄せようと、デイサービスで培ったリハビリ体操の効果を発揮させ、それはそれ
は皆様真剣そのものでした。次は紅白玉入れ競争です。コロナ禍で残念ながら全員で行う
ことは難しい為、個人戦で行い「残り10秒！」のカウントに慌てながら玉を入れる姿に皆様
大爆笑。午後からは応援団長も加わり更に団結して最後の種目、風船飛び出し競争です。
風船をうちわで外に追い出す競技ですが、仰いでも仰いでもなかなか出てくれない風船
に皆様はタジタジで笑いも絶えず、日頃見られない表情がたくさん見られました。最後に
記念品として、とびつきりの笑顔の写真入り賞状を贈呈。コロナ禍が続く中ではありますが
競技中のマスクの中からはたくさんの笑い声と「楽しかった～」と言いながら達成感にあふ
れた笑顔を残しデイサービスを後にする姿で幕を閉じました。

ほほえみ呉デイサービス6F

「秋を楽しもう！」
雨ごとに秋を感じる季節になりました。室内でも秋を感じてもらおうと『秋の収穫対抗

戦』『秋喰い競争』を行いました。午前中は、紙と折り紙で作った秋の果物と野菜を

チームごとに収穫し点数をつけ競うゲームです。まるで本物と間違えそうな出来栄え

の大聾作な品々を採っては「本物みたい。まつたけ食べた一い」と声が上がっていま

した。午後からは、色々な秋のスイーツ等をパン喰い競争に真似てみました。口を大

きく開けて取ろうとするも上手く口に入らず「なかなか取れんわ～」と必死にチャレン

ジされていました。最後は未経験スタッフが一生懸命練習し手作りの銭太鼓で「おて

もゃん」を披露。終了後こ‘‘利用者様から温かい大きな拍手をいただきとてもうれし

かったです。秋の1日笑顔あふれる日となリました。

ほほえみ呉デイケア

「秋を楽しむ会」
10/13（木）「秋を楽しむ会」を行いました。午前中は「野菜すくい」缶の中に入った野菜
をお玉ですくい、 1個ずつ器に移していきます。キャベツやピーマン、なすやとうもろこ
しなど、形は様々。細長い野菜は、お玉から滑り落ちてしまうので大変です。しかし皆様
段々とコツを握み、6種類の野菜を上手にすくうことができていました。本物のような形
にも興味をもたれ「ようできとるねえ」と驚かれていました。午後からは『ピラミッド作
り』メロンカップをピラミッド型に積み上げていきます。カップの形が丸いため、途中で
崩れてしまうことも多く、悔しがる方が何人もおられました。その分何度も挑戦され、成
功すると「やった一、できたよ、見て見て」と、とてもうれしそうな表清をされていました。
おやつは生バウムクーヘンです。しっとりとやわらかく甘いおやつに、手が止まらない様
子でした。食べ終わると「おいしかった、また食べたい」と喜ばれていました。

ほほえみ呉東

「運動会」
10月8日土曜日に秋の大運動会を行いました。恒例のマシュマロ・パン食い競争、原型
をガラリと変化させた玉入れ、徒競走、綱引き、秋を感じる芋ほりゲーム等など盛りだ＜
さんの種巨を行いました。狙いを定めて玉を投げ入れたり、掛け声に合わせて綱にみた
てたテープを引っ張り合ったり、力を合わせて送ったバトンと、どれも真剣に活き活きと
競われ楽しまれていました。応援合戦ではスタッフ全員によるキラキラ衣装を着ての
“南中ソーラン節’'を披露しました。『ドッコイショ ドッコイショ ソーラン ソーラン」
のところはご利用者様も大きな声で一緒に応援してくださりなんだか部屋全体が1つ
になった様な瞬間でした。「すごく楽しかったよ」「今日はずっと笑わせてもらったよ」と感
想をもらい楽しんでもらえたことを嬉しく思いました。沢山、体を動かし大ハッスルした
とても楽しいひと0寺でした。
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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 
「スイートポテト」
コロナの時節柄、しばらく、アクティブなレクリエーションは控えております。

フロアも、パーテーションを設置しながらも、両手を広げられる距離に離して

いたりするので「前、隣りにおったひと、今日はお休みか」と尋ねられることも。

受診帰りの方も2日間は居室で過こしていただいています。今月は、安納芋を

使ったスイートポテトと紅茶、甘酒をおやつに行事食としてお願いしました。

「おいしいQ」とペロッと召し上がられ、写真を撮ろうとシャッターを切ったら、

お皿が空になっていました。ワクチンも、4回接種しましたが、早く、皆様と体

操したり、競技に熱中したり、肩を組んで歌ったり、外の空気を吸いに出たり、

もちろん、ご家族との面会をしたりの日々が戻ってくるといいですね。

ほほえみ呉安浦 j 
「祝日パトロール犬参上！」
僕の名前は「湯葉」トイプードルのlO歳だよ。今日は久しぶりにお婆ちゃん達に

会いに来たよ。今は悪い病気が流行ってて外に美味しいもの食べに行けない

し蒙族の人たちにも会えなくて寂しい思いをしてるよね。落ち込んでるお婆

ちゃんの傍で僕は寄り添うよ。僕はいいワンコだから吠えたりしないし咬んだり

もしないよ。ほら、ふかふかの頭を撫でてみて。昔飼っていた犬や猫を思い出し

て懐かしくあったかい気持ちになってくるでしょ。抱っこも全然いやじゃないか

らね。え？重たいって？まあl0kg近く体重がありますけど重たいかな。これで

もダイエット中なんだけどほら、犬は飼い主に似るっていうけどあれは本当なん

だよね。今日はいっぱいお婆ちゃん達にかわいがってもらって嬉しかったよ。あ

りがとうこざいました。また来るからね、それまで元気でいてね。湯葉より。

ほほえみつばき 」
「ハロウィンパーティー」
陽が沈むのも早くなり肌寒い季節になってきました。ほほえみつばきでは10

月という事でハロウィンパーティーを行いました。皆様それぞれ自分で選んだ

アイテムを使って仮装されます。魔法使いや悪魔、海賊等仮装しポーズを決

めて記念撮影を行いました。記念撮影が終わると次は駄菓子選び。クッキー

や果物、チョコレート等好きな物を選びます。皆選んだら一緒に「いただきま

す」駄菓子を食べながら話に花を咲かせ楽しいハロウィンパーティーになりま

した。

ほほえみ広国際通り 」
「運動会」
10月9日（日）、ほほえみ広国際通りでは「運動会」を行いました。久しぶりの

運動会という事で、皆様はちまきを巻かれると一気に表情がやる気と笑顔で

溢れていらっしゃいました。ボール送り、おたまリレーの競技に参加していた

だきましたが、皆様一生懸命隣の方にボールを渡され、落とすことなく終了し

ました。結果は仲良く引き分けとなりました。皆様それぞれ「楽しかった」「面

白かった」と嬉しそうな表情で感想を言われていました。運動会で疲れた後は

待ちに待ったお茶会です。今回は秋らしく栗鰻頭を召し上がっていただきまし

た。皆様□々に「おいしい！」と喜ばれていました。楽しく充実した一日を過ごさ

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。
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1 ほほえみ呉蔵本通り

「ハロウィン」
ほほえみ呉蔵本通りでは、ハロウィン写真撮影会を開催いたしました。ハロ

ウィンをモチーフにした飾りや小物をみて、「わあ、すこい」と素敵な笑顔を見

せてくださいました。恥すかしがりながらも、髪を再度整えたり、身支度をして

カメラの前に立たれる姿がとても微笑ましく素敵な時間を過させていただき

ました。また、カボチャの飾り物やお菓子のプレゼントも行いました。「どこに飾

ろうかしら」と嬉しそうにされる姿も見受けられました。少しでも、皆様に秋を

お届け出来ていればと思います。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「お誕生会」
ラポルトほほえみでは、こ入居者様の誕生月にお誕生日会を開催し、

職員とともにお祝いをさせていただいております。フロアーにて、皆

様で、クーキを食べたり、職員とでハッピーバースデーを合唱。皆様笑

顔で誕生日のお祝いをし大変喜んでいただいております。

ほほえみ矢野

「運動会」
ほほえみ矢野ではlO月「運動会」を行いました。なかなか以前の様に盛大に

とはいきませんが、各階にて少人数で開催しました。ますはラジオ体操で、身

体をほぐして、玉入れを行いました。玉入れでは紅白に分かれて、動くカコに

狙いを定めて、玉を投げ入れました。慎重に投げる方や大胆に投げる方など玉

が飛び交いとても白熱した戦いになりました。次に釣り競争では、景品のアン

パンが貰える引換券を釣っていただきました。ゆらゆら揺れる釣り糸をゆっく

り引換券に近づけて、皆様、上手に釣っておられました。アンパンと引換券を交

換する時、笑顔がこぽれ、運動会後は皆で美味しく食べました。

ほほえみ安芸路

「ミニ運動会」
10月はスポーツの秋という事で、コロナ感染予防の為しばらく封印していた

運動会をフロア別に行いました。2年ぶりの行事で、人数も少なく職員手作り

の小さな小さな運動会でしたが、紅白に分かれて熱戦が繰り広げられました。

例年ですが、一番盛り上がったのはパン食い競争！やっぱり食べ物がかかって

いると皆様、一生懸命になられるのはいつもの光景です。来年度、全員で集

まってにぎやかに運動会が出来ますように…•

(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 
「散歩」
ほほえみ広島西では、お天気の良い日に施設周りの散歩に出かけました。コロ

ナ対策で外出の機会がほとんどなくなってしまったので、久しぶりの散歩をとて

も喜ばれました。ゆっくりと外を歩いていると、普段あまり気にしていない景色

も新鮮に目に映りました。いつも桜を見に来ている川土手の小道の木の葉が少

し色づいていたり、コスモスがきれいに咲いていたリと、小さな秋の訪れをあち

らこちらで感じることができました。「風が気持ちいいねー、この季節が一番好

きなのよ」「お花がかわいいね」と皆様喜ばれました。

ほほえみ井口 J 
「万華鏡作り」
ほほえみ井口では、ご入居者様に第二の脳と呼ばれる指先を複雑に意識して使

っていただき、脳を活性化させ詔知症予防に効果的な万華鏡作りをしていただ

きました。最初にスタッフが説明を行い、工作を始めましたが、複雑な作業もあ

る為、スタッフも一緒に作成しました。途中で辞める方もなく、皆様一生懸命に

作成され完成した時は、達成感と充実感を得ていただいたと思います。出来上

がった万華鏡を手にとり「どうやって見るの」「キレイ、キレイ」と喜ばれながら何

度も覗かれていました。工作が終わった後も皆様、万華鏡を居室に持ってかえら

れ、一人で楽しそうに見られていました。

ほほえみみゆき 」
「ハロウィン」
10月31日はハロウィン！今やバレンタインデーと並ぶ市場規模だそうです。渋

谷のスクランブル交差点に仮装した若者が集まっているニュースを毎年、目に

しますが、広島でも毎年ハロウィンパーティが中心部で行われ仮装した若者が

ゲームをしたりおしゃべりをして交流しているそうです。そのハロウィンにちな

んで、今年は皆様に魔法使いに変身していただきました。「みゆき魔女よ！」「ほほ

えみ魔女よ！」と笑顔でポーズをとってくださリ、「可愛いわね。」と喜んでくださ

いました。

(5) 

焼き芋と紅葉
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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.81日？ガラシについて
ある特定の形態のトウガラシは顔に触れると激しい眼の痛み等の不快な症状を引き起こすので、護身

用のスプレーに使われています。トウガラシは防犯だけでなく医療の分野でも使われています。例えば

糖尿病が原因で神経障害が出ている患者がトウガラシの有効成分であるカプサイシンを含むクリーム

か貼り薬を使うと疼痛が緩和されるという研究結果が出ています。実際にカプサイシンを0.075％含

む特定のクリームが糖尿病に関連する神経障害の治療薬として米国食品医薬品局(FDA)の認可を受

けています。この他にも帯状疱疹が原因で神経障害のある患者がトウガラシの有効成分であるカプサ

イシンを8％含む貼り薬を使うと、24時間の疼痛が27~37％軽減します。この貼り薬も医薬品として

米国食吊医薬品局(FDA)の認可を受けています。トウガラシは辛くて痛みを引き起こすイメージが強

いと思います。トウガラシの有効成分であるカプサイシンに痛みを和らげる効果があるという研究結果

は少し不思議な感じがしますね。
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寒くなり風邪をひきやすい季節がやってきました。

風邪予防の基本は栄養バランスのよい食事・適度

な運動・休養を心がけることです。胃腸も体も疲れ

気味…そんな体の弱った時は乾燥によリウイルス

が侵入しやすくなり、また体の免疫力も低下して

いれば、体調を崩し風邪をひく人が増えます。普段

の生活から食事に気をつけて風邪に負けない体

づくりをしっかりサポートし、風邪を予防して楽し

い冬を過ごしましょう！

風邪予防にはどんな栄養素が必要なの！？ 遭•;そ:99
①たんぱく質 基礎体力をつけて抵抗力を高めます。高齢者は肉などを食べる量が少なくなり

がちですが、体力をつけるためにたんぱく質は欠かせない栄養素です。

［魚介類・肉類・卵・大豆製品・乳製品など］

②ビタミンC
免疫力をアップさせます。できれば風邪をひく前に多めに摂取したい栄養素です。

緑黄色野菜にはビタミンCが豊富です！野菜や果物もしっかり摂りましょう。

ほうれん草・春菊・小松菜・ブロッコリー・ピーマン・さつまいも・じゃがいも・
いちご・柑橘系全般・キウイなど

③ピタミンA 免疫機能を維持するほか、皮膚や粘膜などの健康を保つ働きがあります。不足すると、のど

や鼻から細菌やウイルスが侵入しやすくなり、風邪などの感染症にかかりやすくなります。

ほうれん草・春菊・小松菜・にら・水菜・貝割菜・にんじん・かぼちゃなど

(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| 

＂ 

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。




