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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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|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
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ほほえみのリハビリ
※無償、有償サービスがあります。

ほほえみエクセレントではリバビリ強化取組中です！

グループリハビリ

医療・リハビリの専門スタッフが、集団で行うグループ

リハビリを提供し、機能回復や日常生活の向上を目指し

「リハビリ・運動・健康相談」を行っております。

個別リハビリ

医療・リハビリの国家資格を持つセラピストチームが、

個々の症状・ご要望に応じた個別リハビリを提供します。

また、グループ内の鍼灸院による「マッサージ・はり・灸」が

健康保険で受けれます。

大幅にパワーアップ
［強化前のプラン］ 1 日 1 回（20分）を週4日

; 1 ::I 2：分 I 火 I2日木 1 ょ；： 1:̂ 
居

喜 ［強化後のプラン］
F 1 日 2回（計40分）を週4日と2f音にi曽訓［l

<合 11 午前 120分

午後 120分

20分

20分
20臼
20分 20分休

(1) 

※ご状態によっては、

ご希望の回数に
ならない場合も

ございます。



※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

「書き初め＆お楽しみ会」
体調に十分注意を払いながら今年も皆様はとてもお元気です。新しい年を迎えた最初の
行享は、書き初めとお楽しみ会でスタート。午前は書き初めですが、墨をつけ筆は持ったも
のの、なかなか書けず、数枚見本を貼り出すと何とか書き始めることができ、「手が震える
～！」「失敗したから半紙頂だい！」と徐々に書く意欲が湧いてきたようです。午後からはお楽
しみ会です。大きなおみくじに長い紐をたらし、一人ずつ引っ張っていただき、それぞれ今
年の運勢を真剣な表清で読んでいました。おみくじの中にナンバー数字を入れ、ちょっとし
たプレゼントを持ち帰っていただきましたが、袋の中身がとても気になっていたようです
（笑）温かいぜんざいを食べながら今年の豊富を語り合っている姿を拝見する限り、皆様お
元気で通所していただける実感を得ることができて、私達のモチベーションも↑ ↑。今年
も皆様に楽しい時間を提供させていただきます。

ほほえみ呉デイサービス6F

「お笑い新年会」
「お笑い新年会」と題して、ザ・ドリフターズのコントを行いました。 10時半だよ、全員集合！
と、スタッフのいかりや長介の合図で始まり、仲本工事と体操を行いました。ドリフの早口
言葉を、それぞれのメンバーでチームを作って練習し、音楽に乗って楽しく披露しました。
午後からは、加藤茶と志村けんとご利用者様の明ちゃんが、ひげダンスを披露し、他のご利
用者様にもバケツ回し等を挑戦していただきました。高木ブーと仲本工事も負けずにウク
レレで歌を皆と歌った後は、ドリフの学校コント。いかりや長介が「お一つす」と挨拶をして
他のメンバーが登校し、ボケると、いかりや長介にポコっと頭をたたかれ、クスクスと笑って
見ていただきました。最後はカトちゃんが音楽に合わせて「ちょっとだけよ～」・・大笑いで
コントを締めくくる事ができました。 2023年も楽しく励まし合って明る＜ご利用者様と頑
張りたいと思います。

ほほえみ呉デイケア

「新春おたのしみ会」
呉デイケアでは新春おたのしみ会として、みかんのつかみ取りを行いました。みかん

箱の中でつかんだものの、数が多くてみかん箱から出すことが出来ません。それでも

何とか箱から出して大満足な様子。ひとりで5ヶ、 6ヶと食べる方もいらっしゃいまし

た。冬はやっぱりみかんですネ。また機会があれば皆様で食べましょう。まだまだ寒い
日が続きますが、皆様お体に気をつけて笑顔でお過ごしください。

ほほえみ呉東

「新年会」
令和5年 1 月 14日（土）ほほえみ呉東では「新年会」が行われました。餅つきは毎年恒例で、
ご利用者様は法被を着て、杵を持ち、順番についていきました。皆様‘‘つくぞ’'といった意気

込みで、スタッフに支えてもらいながら、かけ声に合わせてしっかり力強くついておられま
した。つきあがった餅を切り分け、すでにエプロンを着て待機しておられた3人のご利用者
様が、手際よく丸めていき、おいしそうな餅がたくさんできあがりました。その後、羽子板
ならぬ、バネで飛ばすピンポンキャッチボール競争を対面2列で行いました。ご利用者様が
飛ばした玉をスタッフがミニコーンでキャッチするのですが、とんでもない方向に飛んで
ゆき、笑いと歓声がわき起こり、盛り上がりました。おやつは、臼玉だんご入のぜんざいで
す。甘くておいしいと言って、皆様ゆっくり味わって食べておられました。新年を迎え、現在

では珍しい「餅つき」を行い正月気分も昧わえ、有意義で楽しい 1 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。
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ほほえみ呉中央 J 
「新年明けましておめでとうこざいます」
お正月に年神様にお供えしていた鏡餅を下げ、割って食べる、鏡開きの日、ほほえ

み呉中央では「お餅風ムースぜんざい」を皆様に召し上がっていただきました。大
晦日の「年越そば」元旦の「お節」弁当、 7日朝の「七草粥」行事食は大切にしたい

ことのひとつで、いつも栄養土が一人ひとりにカードを添えています。さて、今年

の年女、年男に当たられるのは 7939年己卯（っちのとう）生まれの84歳の方と、

1927年丁卯（ひのとう）生まれの96歳の方。 1951 年辛卯（かのとう）生まれの

72歳の方もいらっしゃるでしょうか。 1915年乙卯（きのとう）生まれの方は 708

歳になるけれど如何でしたかね？日本では「免（うさぎ）」という漢字が「免（まぬが）

れる」という漢字に似ていることから、厄から免れる、縁起のいい干支とされてい

ます。ぜひ、あやかって、いい年になりますように。

ほほえみ呉安浦 j 
「お誕生日会」
ほほえみ呉安浦では、 1 月 17日に 1 月生まれの方2名の、お誕生日会を開き

ました。お誕生日会では、お誕生日の方の生まれた頃の話、 10オの頃の話、

20オの頃の話などエピソードも交えて紹介させていただきました。こ入居

者様一人ひとりがお祝いの言葉を言ってくださり、お誕生日の方も大変よろ

こんでおられました。終始笑顔で行う事ができたとスタッフー同うれしく思

います。

ほほえみつばき 」
「正月」
新年あけましておめでとうございます。コロナウイルス感染対策にご協力い

ただきありがとうございます。スタッフー同感染対策を行いながらより精進し

てまいります。新年の始まりという事でほほえみ神社に参拝していただきまし

た。スタッフの手作り感のある鳥居に「立派なもんが出来とる」「去年ご利益

があったから今年も楽しみ」と言われ好評でした。参拝が終わったらおみくじ

で今年の運試し。大吉をひかれた方が「今年は幸先がいいわ」未吉をひかれ

た方が「今年は末広がりに良くなっていくわ」等、皆様それぞれの運試しに思

いを馳せていました。最後に皆様でぜんざいをいただいて 1 年のスタートを

切る行事になりました。

ほほえみ広国際通り 」
「新春！書初め大会」
1 月 15日（日）、ほほえみ広国際通りでは「新春！書初め大会」を行いました。ご

入居者様それぞれ真剣に集中して筆を運ばれている姿が見られました。他の

方が書き終わって茶話会の準備が始まっても、満定いくまで書き続けられる

方もいらっしゃり、素晴らしい書がたくさん出来ました。書初めが終わった後

は、お汁粉と塩気のあるお菓子を召し上がっていただきました。今年 1 年、皆

様が健康で過こせますように。

(3) 
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1 ほほえみ呉蔵本通り
「初詣」
新年明けましておめでとうございます。ほほえみ呉蔵本通りでは、感染対応で居室

で過ごしていただきながらの新年の年明けとなってしまいましたが、皆様お元気に

過ごされております。職員が居室へ入ると、丁寧に新年の挨拶をしてくださり、職員

ー同新たな気持ちで今年も頑張ろう！と業務を行っています。まだまだ外出は難し

いですが、少しでも初詣を味わっていただけるよう、簡易ではありますが一階に「ほ

ほえみ蔵本神社」を設置しました。お正月三が日には出来ませんでしたが、入浴で

一階に降りられた際には、手を合わせて御参りされるご利用者様もおられました。

暗くなりがちな日々が続いていますが、パアッと明るい笑顔で神社を見てくださり

とても嬉しく思っています。来年にはもう少しバージョンアップした蔵本神社をお

見せできたらなと思っていますので、楽しみにしていてください！

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「ほほえみ初詣」
1 月 1 日、ラポルトほほえみでは館内に「ほほえみ神社」を設置し、毎年「ほほ

えみ初詣」を開催しています。密にならないよう分散してこ入居者様に参拝し

ていただきました。コロナが収まりますように…。健康で過こせますように…。

家族が幸せでありますように…。皆様、願いは色々のようです。当施設といたし

ましても、感染対策を徹底すると共に、病気平癒健康長寿一日も早くコロナ

が収まるよう心からお祈りいたします。

ほほえみ矢野

「新年会」
ほほえみ矢野では 1 月「新年会」を行いました。「皆さん、明けましておめでと

うこざいます。今年も宜しくお願い致します」と盛大に新年会を行う予定でし

たが、コロナ感染が広がり新年会を盛大に行う事が出来ませんでした。それで

も皆様には、少しでも行事を楽しんでいただこうと各階にて簡単ではあります

が、甘酒を配り皆で乾杯をしました。久しぶりの甘酒に皆様「美味しい」「身体

が温まるわ」と大変喜んでいただきました。その後は、 1 月のお誕生日の方を

祝い、おやつにぜんざいを食べました。皆様、大変喜ばれ、中には3回もおかわ

りされる方も••。今年も皆様が元気で過こしていただけるよう職員ー同努めて

まいります。

ほほえみ安芸路

「今年の節分」
今年は年明け早々、施設内でコロナ感染が相次ぎ、お正月気分も吹き飛ん

だ 1 月を過ごしました。あれだけコロナ予防に気を付けてここまで来たつも

りでしたが、今回のコロナ感染でご入居者様、ご家族様には大変なご迷惑を

おかけし、職員ー同大変なショックを受けておりました。とはいえ、いつまで

もその気持ちを引きすっているわけにはいきません。これを教訓に気持ち

を切り替え、コロナに振り回され準備不足の中でしたが、こ入居者様には楽

しい気分を味わっていただこうと、節分の日にコロナと言う鬼を追い払い、こ

入居者様に恵方巻を召しあがっていただきました。どうぞ今度は福の神が施

設に訪れますように…•。

(4) 

※顔写真は、了解を得て掲載させていただいております。



|ほほえみ広島西 J 
「手作り神社とおみくじ」
ほほえみ広島西では、館内に手作り神社を設置しご入居者様に初詣気分を昧

わっていただきました。お賽銭箱とおみくじも準備し準備万端！おせち料理を召

しあがられた皆様が、次々とお参りにやって来られました。お賽銭を入れて二礼

二拍手し、今年も元気で過ごせますようにとお願いして、おみくじを引かれまし

た。「やった一大吉」「末吉ってどうなん？」「中吉ってどのくらいの吉？」など引かれ

る度笑い声が上がり、なごやかな新年の雰囲気を楽しまれました。これからもた

くさんの笑顔を見せていただけるよう職員ー同がんばります。今年もよろしく

お願いいたします。

ほほえみ井口 J 
「鬼の福笑い」
ほほえみ井口では、密を考慮して「鬼の福笑い」を行いました。鬼の顔色は、赤・

青・緑・桃色の4種類用意し、その輪郭の中に目・鼻・ロを貼っていただきました。

皆様なかなか難しくとんでもない顔ばかり出来上がり、目隠しを外しては出来

上がりを確認して「上手に出来んねぇ」と大笑いしながら何度も挑戦されました。
最後は目隠しを外し皆様きれいに修正して記念撮影。少人数、個別で、小さい型

を使用してのレクリエーション、来年は大きな紙で出来ればと思いながらおやつ

を食べていただきました。

ほほえみみゆき 」
「お正月」
今年の年始も新型コロナウイルス感染予防対策で面会制限や外出していただ

くことが出来ない中、ご入居者様、ご家族様にとっては寂しいお正月になりまし

たが、できるだけお正月気分を昧わっていただこうとお正月の花や菓子、おせち

料理でお正月を迎えていただきました。昔壊かしい羽子板を見て「これ、うちに

もあったわよ！」と喜ばれる方、お花をゆっくり見せてとじっくり見られて花の名前

を悩み「万両ね！！！」と思い出し喜ばれる方もおられました。

(5) 
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ほほえみ 生年月日 1978年5月 17日

長寿の秘訣
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漠方薬の効果に驚き現在勉強中。
川崎孝明 合気道初段

vol.84 ビ四かについて
玄米の表面をけすって精米すると米ぬかができます。具体的には玄米5kgから米ぬか約500g（重さ

で約 1 割分）ができます。この米ぬかの中には玄米に含まれている栄養素の9割以上が含まれていま

す。玄米を1プすって栄養素の9割以上も減らしてしまうなんて少しもったいない気がしますね。米ぬか

にはビタミン類やミネラル、フィチン酸、イノシトール、 Y（ガンマ）—オリザノール等の多くの栄養素があ

ります。ある研究結果によると低脂肪の食事に加えて毎日米ぬか85gを摂取すると血液中の総コレス

テロール値が8%、 LDL—コレステロール（悪玉コレステロール）が 74％低下したそうです。このコレス

テロールを低下させる効果はY—オリザノールによるものではないかと考えられています。実際に日本

では毎年 75万トンの米ぬかから7500トンのY—オリザノールを製造しており脂質異常症の治療薬とし

ても使われています。見た目にはあまり栄養が無さそうな米ぬかが実は栄養豊富でさらに薬の成分ま

で含まれていたという事実はとても不思議ですね。

に：”

詞謬厚

豆まき

玄こんにちは！株式会社千成です玄

`̀ 月3日は 2月の行事食と言えば節分ですね。本来、節分というのは立

春・立夏・立秋・立冬の前の日のことを指しますが、旧暦では、

立春の頃が一年の始めとされ、最も重要視されていましたの

玲,.ロニ如□：：ごごご言：ょ
｀し、i多］；：：t：悶竺もをご；こわ言言。つていた、豆打ちの

炒った豆を年神様にお供えした後、その豆を年男が「鬼は外、福は内」と大声で唱えながら蒔きます。ご家庭では、一家の

主が「鬼は外、福は内」と大声で唱えながら家の出入口や各部屋に豆を蒔きましょう。蒔くのは夜。窓を開けて「鬼は外」と

唱えながら、家の外に向かって2回蒔き、すぐに窓を閉めて「福は内」と嘔えながら、部屋の中に2回蒔きます。家の奥の部

屋から順番に。玄関は最後です。 ⇒災いを追い払う

蒔き終わったら、その蒔いた豆を年の数（または年の数十 1)だけ食べます。 ⇒ 1 年の無病患災を願う

恵方巻
節分の日に、その年の恵方を向いて太巻きを食べるという風習は、関西から始まったものですが、今では全国的に定藩してい

るようです。元々は、大阪の海苔問屋協同組合が節分のイベントとして行ったのをマスコミが取り上げたのをきっかけに広

まったものだと言われています。「福を巻き込む→巻き寿司」 「福を切らない→包丁を入れない」

一種の縁起かつぎですが、楽しいものです。食べ終わるまで話をしてはいけない、と言われています。恵方巻きは節分に食べ

る太巻きというだけでなく、中に入る具材にも決まりがあり、中に入れる具材は7種類という点です。この7という数字は、七福

神に由来するものだと言われています。現在はスーパーやコンビニで様々な種類の恵方巻きが売られており、中には貝材が

7種類でないものもありますが、よりこだわって選ぶのであれば、具材が7種類入っているものを選びましょう。特に、エビ、だ

し巻き、しいたけ、きゅうり、うなぎ、かんぴょう、でんぶなどが、縁起の良い定番の具材と言われています。

イワシ
しきたりではありませんが、恵方巻きとともに焼いたイワシを食べる家庭が多いようです。一説には鬼は、日本神話では

死後の世界に住んでいて死体の汁をすすっているとされました。つまり鬼は生臭いにおいが好きだそうで、数ある食品の

なかでもイワシの頭が最も臭いそうです。そこで節分にイワシを食べ、そのイワシの頭をヒイラギの枝につけ玄関にかけ

ます。イワシの頭の臭いに釣られてやってきた鬼はヒイラギのトゲに目をついて逃げていくと言われており、鬼は痛い目

にあった家には近づかないとあります。

(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。




