
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●中電病院様●マツダ桔院様

|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灰療
介護サービスを利用し、さらに地域の区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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ほほえみ ほほえみ
株式会社 診療所

|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区療（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 



本年も宜しくお願いいたします

旧年中は格別のお引き立てを賜リ厚く御礼申し上げます。

平素よリ、ほほえみグループをご愛顧＼ヽただき

ありゞとうござ＼ヽます。

ご入居者様、ご家族様におかれましては、

新型コロナウイルス感染防止対策の為に行っておリます、

様々な制限のお願＼ヽに対しまして、ご理解ならびに

ご協力＼ヽただき心よリ感謝申し上げます。

本年も、「ほほえみ」をお届けできるよう全職員一丸となリ、

安心安全な施設運営に精励する所存でございますので、

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜リますよう、

よろしくお願＼ヽ申し上げます。

,, 
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令和5年 1 月

ほほえみグループ



. 
1 月

v、.ゞ
※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。

「忘年会」
12月に入り、寒い日が続くようになってきましたが、今月も5Fのご利用者様はとてもお元気で

す。今月の行事は、 1 年の苦労したことや辛かったことを忘れて楽しい年末年始が迎えられるよ

う忘年会を行いました。来年は卯年ということで、玄関や室内に置ける干支飾りを作っていただ

きました。黒の土台の上に赤いフェルト布を敷き厚紙で作った金屏風を置いて楕円形の白い発

泡スチロールをうさぎに見立て、耳としっぼを付け、赤いビーズで目を埋め込みました。「良い年

が迎えられそう！」と皆様、嬉しそうに目を細め、眺めておられました。午後からは紅白歌合戦で

す。ご利用者の皆様に歌に見合った衣装に羞替え自慢の喉を披露していただきました。コロナ感

染対策中のため、歌う際はマスク着用、マイクの除菌、等身大のパーテーション設置での披露に

はなりましたが、皆様堂々と歌い上げ、楽しい年末気分を味わっていただけたと思います。

「クリスマス会」
今年も2022年を締めくくる「クリスマス会」を催しました。午前は、サンタ帽を手作り

しました。型紙にフェルトを貼っていく作業に、皆様苦戦されていましたが、目を付け、

鼻を付けると「いいねぇ」「かわいいねぇ」と声があがり喜ばれていました。午後はスタ

フが用意した心ばかりの品物をくじ引きでプレセントさせていただきました。その後、
小さなケーキに泡立てた生クリームやチョコ等をトッピングし、オリジナルのクリスマ
スケーキを作りました。最後に皆でサンタ帽をかぶり、歌を歌ってとても楽しいクリス

マス会になりました。

「クリスマス会」
12月に入リ、寒さに震え上がる毎日のなか、少しでも心の芯から温まる行事をと、クリ

スマス会を開催。皆で飾りつけたツリーは、白黒写真では伝わらないけど、とても華や

か。サンタクロースもこれに喜んでるのではないでしょうか。クリスマスツリーを飾リ

つけたお礼なのか、サンタクロースからいちごのショートケーキをプレゼントにいた

だきました。これをおやつに食べて唇にクリームのヒゲをつけてニッコリした姿は、ま

さにサンタクロースそのものでした。

「クリスマス会」
12月 10日土曜日に「クリスマス会」を行いました。今年はクリスマスリース飾りを個々のご利
用者様に作っていただきました。紙皿を利用したリース台に、ちぎった緑色の折紙を貼り合
わせます。その上にリボン、トナカイ、星型など切り抜いたパーツを飾りつけ、最後に雪だるま
型に貼り合わせた色紙を貼ります。雪だるまには顔（目と口）をペンで描いていただきまし
た。麻紐で吊り下げ飾れる素敵なクリスマスリースの完成です。クリスマスソングやツリー、
サンタに扮した職員達と共にご利用者様それぞれが個性的な作品を熱心に作られていまし
た。「うわ、可愛いリースが出来た」「あのキラキラパーツをもう少し付けたい」等、皆様より
様々な声が聞こえ、楽しい雰囲気でした。おやつには、チョコレートケーキが出ました。ボ
リュームがあり柔らかく「美昧しいね」と言っていただきました。一足先にクリスマスを満喫し
ていただけ、とても楽しい会となりました。

(2) 

※頻写真は、了解を得て掲戟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、了解を得て掲戟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 
「ほほえみ呉中央のちょっびり早いクリスマス」
師走に入り、冬らしい気温になってきました。 12月ということが視覚的にピンと
くるには、宗教関わりなく、クリスマスツリーにトナカイ、サンタ。もっとも、 12月
25日に昭和を迎え、戦争を知る世代の方々の子ども時代にはなかったでしょう
が、なじみの情景かと思います。それで、クリスマスには少し早いですが、クリス
マスの飾りつけと、色画用紙にサンタトナカイ•ツリーを貼り、思いおもいに顔

を描いていただきました。凛々しいサンタや、こちらまでほっこりしてくるような
サンタ。色んな表清のサンタができました。ツリーも華やかに飾れています。そ
して、ティータイムには、クリスマス絵皿にチョコレートケーキと紅茶をサンタ
帽、トナカイ帽を着用して飲んでいただきました。会報をお届けする頃には、寅
から兎ヘバトンタッチしているので、 12月 25日を過ぎたら、さあ今度はお正月
の準備です！ Ready go! 

ほほえみ呉安浦 j 
「お誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、 12月 12日に「お誕生日会」を開きました。午後から準備
も整い、お誕生日会を開始しました。いつも快くお手伝いをしてくださるお誕生

日の方に感謝の気持ちを込めて、お誕生日をお祝いさせていただきました。各

ご入居者様から「おめでとうございます」のお祝いの言葉とお誕生日カードのプ

レゼント、バースデーソング｝を歌ってお祝いされると、お誕生日の方が立ち上
がり、お一人おひとりとオ屋手をされ「嬉しい」「ありがとうこざいます」「これから
も宜しくお願いします」とお礼を言われたのが印象的で、とても喜ばれているの
が伝わり嬉しくなりました。茶話会では特別感のあるおやつに舌鼓を打たれて
いました。最後になりますが、改めましてお誕生日おめでとうございます。皆様

と元気にお祝いが出来て、良いお艇生日を迎えられました。

ほほえみつばき 」
「クリスマス会」
気温も下がり本格的な冬が到来しました。ほほえみつばきではクリスマス会

を行いました。ご利用者様が順番にクリスマスツリーの前に移動して飾り付

けを行って行きます。鈴やオーナメントを使い綺麗に飾っていきます。飾り

付けをしながら「 1 年早いね」「飾り付けするとクリスマスらしくなるね」等、

言われ楽しんでおられました。飾り付けが終わるとケーキが運ばれてきまし

た。苺のケーキや、チョコレートケーキ等色々な種類から選びます。好きな

ケーキを選んだら「いただきます」。ケーキを食べながら年の瀬を感じる行

事になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「クリスマス会」
12月4日（日）、ほほえみ広国際通りでは早めの「クリスマス会」を行い、クリ

スマスカード作りをしていただきました。あらかじめ用意していたイラストを

皆様が好きなように台紙に貼っていきます。皆様「これでいいかね」と考えな

がら作られていました。出来上がったカードと一緒に写真撮影を行うと皆様

につこり笑顔になられました。茶話会ではロールケーキを召し上がり、「美味し

かった」と満定なご様子でした。

(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
「クリスマス会」
ほほえみ呉蔵本通りでは、 12月 8日（木）、少し早いクリスマス会を行いまし

た。クリスマスのプレゼント渡しや「きよしこの夜」を職員によるハンドベル演

奏、ご利用者様が手拍子されたり、一緒に歌を口すさまれたりといった光景に

職員ー同とても嬉しく思いました。楽しい一時を過ごせて良かったです。また

各階にもクリスマスの飾り付けを行い、ご利用者様も喜ばれ、とても嬉しく思

いました。今年 1 年ありがとうこざいました。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「クリスマス会」
l 2月 18 日（日）ラ・ポルトほほえみでは、各フロアーごとに「クリス

マス会」を開催いたしました。やきそば、おでん、おまんじゅう、ケー

キ、アイスなどを準備し、一年を振り返りながら楽しい会話、笑顔あ

ふれる、とても充実した一日となりました。

ほほえみ矢野

「クリスマス会」
ほほえみ矢野では 12月「クリスマス会」を行いました。今年最後の行事とい

うことで、盛大に行う予定でしたが、コロナ感染拡大にてこの度の行事は、各

階にて、こじんまりと行いました。クリスマスなので、皆様にクリスマスプレゼ

ントを渡し、おやつにクリスマスケーキを食べていただきました。色々と今年

最後の行事の企画をしていましたが、この様な状況となりとても残念でし

た。それでも皆様に少しでもクリスマスの気分を味わっていただけたのかな

と思います。来年も宜しくお願い致します。

ほほえみ安芸路

「施設で初詣？」
今年の元旦は天候にも恵まれ絶好の初詣日和…でしたが、やはり人手の多

い場所はコロナの感染リスクが高く、ここ数年実際に参拝に行くのは難しく

なっています。そこで、職員がコッコツと『安芸路神社』の鳥居賽銭箱を手

作りし、ついでにおみくじやお守りも手作りしてご入居者様に参拝（？）してい

ただき初詣気分を味わっていただきました。なかなかクオリティーが高い出

来と思いますが如伺でしょうか。皆様、手を合わせてこ家族様の事を祈られ

ていました。いつでも心の中に、離れて暮らしていてもこ家族様の存在があ

るんですね。

(4) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。



|ほほえみ広島西 J 
「芋掘り」
ほほえみ広島西では、畑で季節のお花や野菜を育てています。今回は春に植え

たさつまいもを掘りました。諸事清で芋掘りの予定が延び延びになり、遅くなっ

たけど大丈夫かなと心配していましたが、掘ってみるといつもよりたくさん採
れ、中でも今までで一番かと思われる特大お芋がありました。「すごい！こんなに ' .... 

大きいのは初めてよ」「どうやって食べる？」など、驚きの声が上がりました。「昔
は私もたくさん掘ったのよ、親を手伝って」「そうそう、たくさん作ってた」と話に

も花が咲きました。

ほほえみ井口 J 
「楽しくクリスマスの飾り付け」
秋がいつのまにか通り過ぎる冬の気配。井口ではご入居者様とクリスマスの準
備を行いました。密を避ける為、 3回に分けて制作を計画しました。 1 日目は紙粘 / 

土を使っでソリーのオーナメント作り。しかし！ご入居者様もスタッフも紙粘土で
のエ作は生まれて初めて。「これくらい練ればいいかな？」「粘土が剥がれない。」
四苦八苦です。型で抜き、キラキラシートで飾ります。結果、無謀な計画と思わ

れましたが色とりどりのオーナメントが出来上がりました。 2日目、壁面飾り作り
です。夜空に見立てた藍色の模造紙に丸く切った色画用紙と星型の折り紙を貼
りツリーを作りました。カラフルなツリーが壁ににぎやかです。 3日且定番の飾
りと 1 日目に作ったオーナメントをツリーに飾りつけました。何だかウキウキして
しまうクリスマス。ご入居者様の笑顔もあり、楽しく準備する事が出来ました。

ほほえみみゆき 」
「秋を感じていただきました」
紅葉が色づく良い季節になりました。長い自粛生活でそろそろ紅葉狩り

にでも出かけたいと思われている方も多いと思いますが、コロナ感染

者も又、増加傾向にあり、ご高齢者にとってはまだ安心できる状況では

ないのが現状です。今月はデイケアで作成していただいた紅葉やイ

チョウの葉を持ってポーズを取っていただきました。「あら、かわいらし

い紅葉！」「イチョウは大きいわね！」「もう秋なんだね。」と季節を感じてい

ただきました。

(5) 



｣ 

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漠方薬の効果に驚き現在勉強中。

合気道初段

戸ヒーについて2
前回に引き続いてコーヒーの効能の可能性が科学的に示されている研究について御紹介します。日本

vol.83 

の成人で 1 日2~3杯のコーヒーを飲む人は、 1 日 1 杯以下しか飲まない人に比べて、 2型糖尿病を発

症するリスクが42％低かった。カフェインレスコーヒーには糖尿病を予防する効果が無かった。コー

ヒー、紅茶、コーラなどのカフェインを含んでいる飲み物をよく飲む人は、パーキンソン病のリスクが低

かった。具体的には男性の場合、カフェイン入りコーヒーを 1 日840ml(3~4杯）飲んだ人でパーキン

ソン病のリスクが最も低下した。女性の場合、カフェイン入りコーヒーの摂取量が中程度(l 日 1~3杯）

の人でパーキンソン病のリスクが最も低下した。この他に興味深い結果として喫煙者がコーヒーを飲

んでもパーキンソン病を予防する効果は無かった。
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本年も皆様に安全で美味しいお食事を
お届けできるよう励んで参ります。

年末年始は毎年ついつい食べ過ぎてしまうという方も多いのではないで

しょうか？日本にはお正月に弱った胃腸を「七草粥」を食べて回復させるとい

う習慣があります。もともとは無病息災を祈って食べられていた七草粥です

が、現在では栄養の多い七草で胃腸を回復させるという意味合いも込めら

れています。七草って何があったかな．．？という方に今回は七草の効能も一

緒にご紹介します。

［春の七草］

効能は健胃・解熱•利尿など。爽やかな香りは食欲増進の効果も
あります。

----------------------------------------------------------------------------------------------

【ナズナ】 別名「ぺんぺん草」とも呼ばれることもあります。効能は健胃・
解熱•利尿・下痢止めなど。

---------------------------------------------------------------------------------------------

【ゴギョウ】 効能は咳止め・去痰・扁桃腺炎予防など。
----------------------------------------------------------------------------------------------

【ハコベラ】 効能は利尿・歯痛・消炎など。
-----------------------------------------------------------------------------------------------

【ホトケノザ】 効能は健胃・食欲増進・解熱など
-----------------------------------------------------------------------------------------------

【スズナ】 現在のカブをさし、葉の部分を用います。効能は健胃・
消化促進・解熱·咳止めなど。

-----------------------------------------------------------------------------------------------
現在の大根をさし、葉の部分を用います。効能は健胃・消化促

進・解熱・咳止めなど。

【せ り】

【スズシロ】

(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®
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®
〒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 Hohoem i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

DD日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。

ー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 1 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時間あなたの墓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。
＂＂ゃ 経管栄養可。

·拿’' 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
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ピリ
に積極的に取り組んでいます。

璽可霞置翫匹ー

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 総施設概要
■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（定員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、＿人
＿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。

隔射しがいっぱいのリビングでゆったり落ち羞
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 呉地区疇 TEL.0823-21-2525

クリニックほほえみ呉
◆菫度認知症デイケア
◆デイサーピスセンター
地域に根付いた嵩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及び要介護 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 1 ・ 2及び要介護 1 以上
の語定を受けている方。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
て碩いており、一日一日を穏やかに過こして
頂けるよう高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ご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。


