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高齢者医療と介護
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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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ご入居者様 ご家族様

面会制限の段階的緩和についてのお知らせ

平素は、様々な感染予防対策へのご協力ありがとうございます。

ご承知の通り、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけに

ついて令和5年5月8日より2類感染症から季節性インフルエンザ

などと同じ5類感染症に移行する方針が発表されました。

それに伴い弊社といたしましても、高齢層となるご入居者様の

重症化リスクを考え、継続して感染対策をしつつではありますが、

面会方法を緩和する方向で検討しております。

具体的な時期、施設の構造によって異なる事となります面会方法

などについては、改めてお知らせさせて頂きます。

また、面会制限の緩和について、ご意見などございましたら

お聞かせ頂ければと存じますので、各施設管理者までお申し付け

下さい。宜しくお願い致します。
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※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。

「節分祭」
まだまだ寒暖差は激しいですが、梅の木には紅色や白色の花が咲きだし春の訪れを感じさせて

くれています。体調を崩しやすい時期ではありますがご利用者様は今月もとてもお元気で行事

に参加されました。まず午前中は、来月のひなまつりに向けて雛飾り作りを行いました。卵型の

発泡スチロールを使って、お内裏様とお雛様にちりめんの衣裳を着せ、段の両サイドには、ぼん

ぼりを添えてみましたが、お内裏様とお雛様の置く位置が左右わからなくなったり、「昔は余裕が

なくて家に飾れなかったわ～」等、昔の思い出を語り合いながら飾りつけを楽しまれていました。

午後からは「鬼退治」です。紅白玉を赤鬼と青鬼に向けて投げ、籠の中に入れていただきました

訊皆様真剣な表情で投げ入れることに集中！！コロナ禍で、なかなか思うように体を動かすこと

ができない中、感染対策を行いながら思いきり体を動かしストレス発散ができたようでした。

「バレンタインデー」
まだまだ寒い日が続いていますが、春が待ち遠しい季節が近づいてきました。来たる

2月14日、デイサービス6Fでは、バレンタインお楽しみ会を行いました。午前中は、イ

チゴの絵手紙作りです。最初は、出来るかね～と心配そうにされている方もおられま

したが、始まると可愛い個性あふれる作品が出来上がりました。出来上がった作品と

記念撮影でハイ、パチリッ！！午後からは、チョコレートフオンデュ作りです。バナナ・イチ

ゴ・カステラをチョコに潜らす予定でしたが、なんとチョコレートが溶けません。想定外

のハプニングもありましたが、それはそれで大盛り上がりでした。皆様全員が「おいし

いね～！」と笑顔あふれる楽しいバレンタインデーとなりました。

「節分祭」
2月3日、呉デイケアでは節分祭を行いました。午前中は筒につけてある鬼の面に当た

る様に紅白玉をなげて倒す「鬼たおしゲーム」を行いました。ご利用者の皆様「鬼に当

たった」「鬼が倒れた」と声を出しながら紅巴玉を鬼の面に当たる様に上手に投げてス

タッフと一緒になり楽しんでおられました。午後からは「やぶ」と写真撮影です。太鼓と笛

の音色と共にやぶさん登場！！拍手喝采・大歓声、写真撮影が始まりました。やぶに肩を組

まれ「ハイ・チーズ」。ご利用者の皆様、笑顔も見られ、うれしそうでした。その後は楽しみ

にしていたおやつです。コーヒーを飲みながら鬼の顔のパン。パンの中はクリームとリ

ンゴでいっぱいです。ご利用者の皆様「おいしいわ～」「おいしかった」と話に花が咲き楽

しいーロが終りました。

「節分会」
ほほえみ呉東では、2月11日（土）に「節分会」を行いました。赤鬼・青鬼チームにわかれ、3種類の

競技を対抗で競っていただきました。 1つ目は「巻き巻き棒」。棒を使ってビー玉を通しているひ

もをぞうきん絞りする様に巻き上げていくのですが、器用に出来る方もいればそうでない方も

おられました。2つ目は本物の豆を使った「豆つかみ」です。箸やスプーンを使用するのですが、

豆の形態により上手くつかめたり、つかまれなかったりと悪戦苦闘しながら皆様、頑張られてい

ました。最後は「豆入れ」ダンボールに鬼の絵が描かれ口の所に穴が開けてあり、おじゃみを投げ ， 
入れてもらいましたが、なんと両チーム共パーフェクト！！全ての競技にスタッフも参加し全員で

一喜一憂しながら楽しい時間を過ごされました。結果を見てみると絵に書いた様に同点だった

※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。

ので両チームで万歳三唱をして「節分会」を終了しました。 ※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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「あひるのお風呂と鬼は内」
コロナ対策で、席も間隔を空けて座っていただいており、まだアクティブなレクリ
工ーションがためらわれる中、少しでも気の晴れるひとときを提供したくて、今月
は「温泉めぐりの素」を使った入浴と「あひる72個」を浮かべたお風呂を楽しんで
いただきました。お好きなお湯の香りのジュワーツと溶ける湯けむりに「あぁ気持
ちがいい、ポカポカするねぇ」「なんか肌がスベスベになったような」「腰が楽に
なったわ」と、皆様、すっと湯船にいたそうなこ様子で入浴介助スタッフもひと安
心。それと節分を意識して、栄養士スタッフの力を借りて、おやつに「赤鬼」の形を
した練りきりを出してもらいました。笑顔の小鬼の姿で本当に可愛いんですよ。
「ありやまぁ見て可愛らしい」「ホンマじやあ。へぇこんなのあるんじゃね」「なんか笑
い顔なのに食べるの可哀想なかも」「ああ節分じゃけんじゃね」今年は玉とかを鬼
の姿のスタッフに投げて外に追い出すのではなく、食べて皆様の内に入れ、パ
ワーの源に。今月も、すぐにお皿は空になりました。

「節分」
新年が明けてあっという間に一ヶ月が過ぎました。暦の上ではもう春だという

のにまだまだ寒い日が続いていますが、2月といえば節分豆まきです。豆に

は「魔滅」魔を滅するという意味があるそうで、豆を投げて邪気を祓います。

煎り大豆のかわりにおじゃみを代用し（中身は大豆•小豆なので閻題なし）準備

万端です。「鬼は外！福は内！」の掛け声とともに鬼に向かって投げてもらいま

した。なかには「鬼がかわいそう」と投げるのを戸惑う方もいらっしゃいました

が、大半のこ入居者様方は普段の力の 120％で投げつ•け•て！？くれました。
結構痛かったですと鬼談（笑）この元気で威勢の艮い豆まきで鬼やコロナも

逃げて行ってくれたことでしょう。たくさんの福が呼びこまれることを祈って

います。

「節分祭」
厳しい寒さが続く中、だんだんと日の昇る時間が長くなってきました。

ほほえみつばきでは豆まきを行いました。こ利用者様にフロアヘ集

まっていただき豆を持って準備万端。鬼が現れたと同時に皆様で豆

を投げます。「鬼は外」「福は内」と声を出しながら鬼に豆を投げて、我

慢できなかった鬼はそそくさと逃げて行きました。皆様で鬼を退治し

て身体を動かした後はおやつの時間。2月なのでバレンタイン。チョコ

レートケーキを用意しました。好きなチョコレートケーキを選んで皆様

で「いただきます」。しっかり身体を動かした後のケーキは美味しく、お

腹も満たされた節分になりました。

「節分」
2月5日(El)に広国際適りでは、‘‘節分’'を行いました。鬼を退治して無

病息災を願うため、‘‘鬼倒しゲーム’'に挑戦していただきました。鬼（大・

中•小）にめがけてボールを投げます。倒した鬼の大きさで得点が変わ
ります。また鬼退治といえば桃太郎。桃太郎とその仲間達も的になっ

ており、それらを倒してしまうと減点です。「やった一倒れた」「残念、サ

ルに当たってしまった」等、皆様集中して投げられていました。茶話会

では鬼のパンツにちなんだ、しま模様入りのどら焼きに「おいしい

ねー」と笑顔でした。皆様が今年も健康でありますように。
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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。

※顔写真は、了解を得て掲戦させていただいております。



「バレンタイン」
暦の上に春は立ちながら厳しい寒さが続いております。コロナ感染も

いまだに不安な時です。ほほえみ呉蔵本通りでは、2月14日のバレン

タインの日にささやかですが、可愛くラッピングしたチョコレートをこ

入居者様にプレゼントさせていただきました。可愛いラッピングで喜

んでいただき、心休まるひとときをすこしていただきました。また、次

回もこ‘入居者様にほっと休まる行事を考えて喜んでいただきたいと

思います。

ラ・ポルトほほえみ・エクセレント

「ハッピーバレンタイン」
2月 12 日、ラ•ポルトほほえみでは、バレンタインシーズンに合わせ

「ハッピーバレンタイン」おやつレクリエーションを行いました。チョコ

レート、カットフルーツをお皿に盛り付けると、チョコレート＆フルーツ

の甘い香りが、フロアに漂いましたぷご入居者様はバレンタインデー

の話をしながら、美味しく召し上がっていただき•あっという間に、お

皿が空に！「美味しかった～（^ ＾P」と笑顔！楽しく美味しいハッピーバレ

ンタインでした＊

ほほえみ矢野

「バレンタインデー会」
ほほえみ矢野では2月「バレンタインデー会」を行いました。この度もコロナ感染対応と
して、各階にて行いました。毎年、豆まきなので、今年はバレンタインデーにちなんで、
チョコレートを使ったゲームを行いました。ゲームでは、6人位のチームにわかれ、計りの
メモリを隠し、チョコレート入れてもらい重さをピッタリにするゲームです。皆で「これ＜
らいかね」と話し合いながら力を合わせてゲームに参加されました。最初は、ルールが
解らなく、たくさん入れたり、山盛りにする姿も見られましたが、何回かするうちに「それ
じゃ多いよ」「入れすぎ、少なすぎ」と周りの方と会話をしながら楽しんでおられました。
頭を使った後は、次に身体を使う風船ゲームをしました。風船バレーをしたり風船送りな
どを行いました。風船送りでは、風船の中にチョコレートを入れ曲に合わせて風船を隣
の人に渡して、曲が止まった時にチョコレート入りの風船が手元にあれば当たりといった
ゲームです。なかなか上手くいかない事もありましたが、皆様に楽しんでいただけたよ
うで良かったです。

ほほえみ安芸路

「春の陽気で移動スーパー」
春も近くなり、外出日和になりました。猛威を振るっていたコロナ感染もやっ

と落ち着き、世間ではコロナ前の生活に戻していく流れになっていますが、高

齢者施設では一足飛びに全てを解禁するわけにはいかす、もどかしいところ

です。ですが今まで感染予防のもと、色々な事を我慢してこられたこ入居者様

に、少しでも楽しく過こしていただ＜為、今月から毎週フジの移動スーパーに

来ていただく事になりました。こ入居者様の目を楽しませてくれるだけではな

く、実際に自分の目で見て選んで吟味して商品を購入するという楽しさが蘇

り、こ入居者様もスーパーが来るのを大変楽しみにしてくださっています。

(4) 
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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。



「節分」
ほほえみ広島西では、今年もコロナ禍のため皆様で集まって節分の豆まきは行

えませんでしたが、少しでも節分の気分を昧わっていただこうと、ご入居者様に

鬼のかつらをかぶっていただき、鬼のお面をつけたスタッフと一緒に写真をお

撮りしました。ちょっと恥ずかしそうにされる方もいれば、のりのリ気分でポーズ

を決められる方もいらっしゃいました（笑）。グループホームでは、昼食に恵方巻

きをお出ししました。「節分ねえ、昔は家で豆まきしたわ、なつかしいね」と喜ばれ

ました。おやつに甘納豆もお出しし、なごやかなひとときを過ごされました。

「ボウリング大会で温まろう」
ほほえみ井口では、楽しみながら自然と身体を動かせるレクリエーションとして

ペットボトルボウリング大会を行いました。ボウリングのピンに見立てたペット

ボトルめがけて勢いよくゴムボールを投げる方、しっかり狙いを定めじっくりと

ゴムボールを転がす方、おひとりでは投げられないご‘入居者様には職員がお手

伝いして投げられました。ピンが倒れた時は満面の笑みを浮かべながら全身で

嬉しさを表現され、倒れなかった時はこれ以上にないくらいの悔しい表清をさ

れ、ゲームを満喫されました。身体をしっかり動かされた後は、和菓子を美昧しく

召し上がられました。皆様、いつもより甘く感じられたはずです。

「節分」
2月3日は節分。鬼の面とともに記念撮影を行いました。「懐かしいねえ。昔

は家族で豆まきしたよ」「そうそう次の日取り忘れた豆を踏んで痛かったよ

ね」「孫が鬼を見て逃げ回って大泣きしたよ」など昔話に花が咲きました。ア

フターコロナで少しずつ地域行事も行われていますが、南区では宇品の神

田神社で節分祭が行われ、カルビ一発祥の地（宇品）の縁でかっぱえびせん

や豆菓子が配られたそうです。今年こそは、平和で明るい一年になりますよ

うにと皆様と祈りながら節分の日を過ごしました。

(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.85じ妙ーブオイルについて1

オリーブオイルはオリーブの実の果肉をすりつぶした後、果汁を搾ってできます。オリーブオ

イルは料理でよく使われるので皆さんも見たことがありますよね。このオリーブオイルは石鹸

の原料としても使われています。では医療用のオリーブオイルはこ存知でしょうか？商品名は

『オリブ油』でオリーブ油とは別物のようですが、中身はオリーブオイルです。では一体何が違

うのかというと『オリブ油』はオリーブオイルの不純物を取り除いて純度を高くしたものになり

ます。純度が高くなることで『オリブ油』はオリーブオイルと比べて風味や色味が弱くてサラ

サラしています。この『オリブ油』は塗り薬と混ぜ合わせたり、皮膚や粘膜を保護する目的で体

に塗ったりします。
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貨こんにちは！株式会社千成です没

tの節
奴

疇
千成では毎月1度「祝日」や施設ごとの行事に併せて

「ちらし寿司」のご提供を行っております。

呼`叫 1.な心炉心

雛祭りに登場する定番のちらし寿司。具に山のものや

海のものをバランスよく入れて栄養バランスを調え

ます。すし飯の酢にはカルシウムの吸収を高める・

疲れを取る・食欲を増進させる・防腐作用などの優れ

た効能があり、栄養成分の吸収を高める働きにも

屯9̀“'
な心呼

｀叶

日本には四季折々の年中行事があります。本来、年中行事は「神

様を呼び、ご馳走を捧げる日」で、「ハレの日」とも呼ばれ、食卓に

は普段にはないご馳走が並ぶ日でした。農耕民族であった日本人

にとって季節の変化は稲作を中心とする農耕手順の目安になる

もの。その目安となる日に行事を行い、収穫に感謝してきました。

また、季節の変わり目は体調を崩しやすく、そのため季節の変わり目に「ハレの日」というご

馳走を食べる日を設け、体に栄養と休息を与えてきました。行事食は体調を崩しやすい季節

の変わり目を賢く乗り切る「食の知恵」でもあったようです。

(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。

叩た昂．→

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時間あなたの藝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■入居対象者／要介護の認定を受けている方。

経管栄養可。

9-91 ~ 
ター＝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‘

。最

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。

総施設慨要

■診療所 2カ所

■老人保健施設 1施設（定呉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
◆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

:¥、ライフア盆塁巳砂忌中央
・ヽ入居室数／全20室

・ ■入居対象者／要支援1・2及ぴ要介護1以上9,.__ 
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及ぴ要介護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
I ■入居対象者／要支援1•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。


