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ほほえみの郷
施設のご紹介

◎常勤の医師・看護師・薬剤師・介護士・リハビリスタッフに
加えて、
４人の専門医師が見守りと介護を担っています。
◎特に天然温泉の活用と、充実したリハビリに取り組んでいます。

天然温泉
【泉

ほほえみの湯

質】炭酸水素ナトリウム・メタケイ酸 温泉

【温泉許可】横浜温泉第99号（源泉名：ほほえみの湯）
神経痛、皮膚病、腰痛、リウマチ、アトピー、
【浴用効果】
冷え性、肩こり、関節痛、疲労回復、健康
増進

特別室

楽しいですよ

通所リハビリテーション

（定員40名）

『アロハDay』
『ア ロ ハDay』
も 好 評 を 頂 き3
年目を迎える事
が出来、1年ごと
にご利用者様に
も浸透してきて
いる事を実感し
ております。
『アロハDay』では、スタッフがアロハシャツを着用
しご利用者様の送迎時よりお出迎え。
もちろん アロハ と元気＆スマイルでご挨拶、最初
は驚きと恥ずかしさでなかなか返して頂けませんでし
たが日に日に沢山の方の アロハ を聞くことが出来る
様になりました。
またお食事やおやつも『アロハDay』に合わせてご用
意、他ボランティアさんをお招きしてのイベントと盛
り沢山です。
アロハDayではご利用者に向けて「ご自宅にアロハ
シャツをお持ちの方は是非アロハシャツでお越し下さ
い」とお声掛けさせて頂き「タンスから引っ張り出して
きたわ」
「娘が昔買ってくれたのがあったよ」
「久しぶり
に昔着たのを出してもらったよ」とアロハシャツにま
つわる昔話まで沢山聞く事が出来たり「アロハシャツ
は持ってないけど、それっぽい洋服を選んで来たわ」と
工夫されて来られる方がいたり、今年もある事を知っ
て「今年は買ったよ」
「始まる前に着てきたよ」と話され
る方もいて嬉しく思いました。
今年も、
『アロハDay』をより楽しく！暑い夏を乗り
切っていける様に盛り上がってまいります。
（文責：介護福祉士 十津川

真弓）

介護アドバイザーとともに
毎日の生活の中で何かひとつでも集中して楽しめる
事、気分転換になる事があったらとっても幸せ！「今
日は何をやるの？」との皆様の声にお応えできるよう、
たくさんの引き出しを用意して、一緒に楽しんでいます。
（介護アドバイザー・介護福祉士

関

智子）

山﨑 洸二郎
新顔です！
（介護福祉士）
よろしくお願いします
入社して３か月が経ちました。前
職は有料老人ホームで勤務してい
て、老健で勤務するのは初めてで
す。ご利用者も優しい方が多く、私
の顔を見ると「新しく入った方」
「頑張ってね」と声をかけて下さいます。また、入社
当初は不安もありましたが、先輩職員も優しく、丁寧
に教えて下さるので不安がなくなり、今では楽しく働
くことができています。まだまだご迷惑をかけてばか
りですが、ご利用者に信頼されるような職員になれる
ように頑張っていきたいと思います。

ほほえみ通信

令和元年盛夏号

スリランカ 民主共和国より
11月１日 技能実習生をお迎えします！
今年の11月より当施設においても日本から75,000㎞も
離れたスリランカから技能実習生を受け入れることにな
りました。３月にスリランカまで出向き、12名の候補者の
中から４名を選出しました。
選ばれた実習生たちは日本で
学びたいという強い意志を持ち、素直で笑顔が素敵な女性
たちでした。彼女たちは今、日本での実習に向けて親元か
ら離れて全寮制の訓練校で日本語と介護について励んで
います。当施設でもプロジェクトチームを立ち上げて、①

３月23日

マニュアルの作成や②既にスリランカの実習生を受け入
れている施設でノウハウを学ぶ時間を設けるなど準備を
進めています。
当初、プロジェクトが始まろうとしていた頃は外国人の
介護職ってどうなんだろう…、言葉は大丈夫？など私の中
には戸惑いや不安だらけでしたが、他施設への見学や、実
際にスリランカで実習生と会った時に、実習生たちの屈託
のない笑顔にその戸惑いもいつのまにか消え、一緒に頑
張っていきたいという気持ちに変わっていました。手さぐ
り状態ではありますが、皆様にも同じ気持ちになっていた
だけるよう取り組んでいきたいと思っています。どうか温
かいご支援とご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げ
（プロジェクトリーダー 榎本 園子）
選考を終えて（スリランカ政府海外雇用局にて） ます。

旭区介護相談員の活動より

（ご利用者との面談報告）

令和元年度 第2回（令和元年6月18日）

【介護相談員の声】

＜Ｓ相談員より＞
・5月に行った外出レクの写真を見せてもらいましたが、多
くの方が参加され、皆さんとても楽しそうでした。
・集団リハビリを行っていましたが、始まるまでに少し時
間がかかり手持無沙汰のご利用者がいたので手遊び的な
声掛けがあってもいいと感じました。
・集団リハビリ中に反応が薄いご利用者のそばで職員の方
が良く声掛けしていました。
・職員同士がおしゃべりしている場面
が見受けられましたが、少し長いか
なと感じました。
ご利用者との触れ合う時間として
使ってもいいと感じました。
＜Ｍ相談員より＞
・外出レクの写真や誕生会カードなど
パウチをしていましたが、飾りやすくてとてもいいと思
いました。
・男性職員がその方だけに聞こえるような小さな声でした
が、「今日はハンバーグですよ」「美味しいですか」等
の声掛けをしながら一口ずつ丁寧に食事介助されていま
した。
・今日は浅間山で食事を取りましたが、ハンバーグで味付
けがしっかりしていたのかほとんどの方が完食されてい
ました。
（文責：事務長 上山 貴）

第10回

ほほえみフェスタ
日時：令和元年10月20日（日）
10：30〜15：00
場所：ほほえみの郷横浜

主催：ほほえみグループ
TEL：045-955-5577
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認知症対応型通所介護
当施設も4月より
ウォーターベッド
を導入いたしまし
た！初めて経験さ
れるご利用者様
は、ベッドに横に
なった瞬間こそ不安そうな表情をされていましたが、微
粒子泡マッサージの魅惑的な心地良さが“ほほえみ”を誘
うようです。
手指訓練の一環として、10月のほほえみフェスタで展
示する“さるぼぼ”の制作も始まりました。機能訓練の合
間に、和気あいあいと手作業に取り組まれるご利用者の
皆様。これからもたくさんの“ほほえみ”が溢れる施設を
目指してまいります！（文責：介護福祉士 村上 直子）

ほほえみ倶楽部

春風の中 ズーラシアにお弁当を持って動物に会いに
行ってきました。
お昼のお弁当は おにぎり 卵焼き 唐揚げ 漬物です。
皆で手をつなぎ歩くと 最初に象２頭のお出迎え。
皆さん「わあー」
「大きい」と子供に返ったような歓声で
した。
お昼は皆で丸くなり「美味しい」とお腹いっぱい食べて
笑って 歌って…
（そばを歩く人々がほほえんでくれていました）
トラ バク さる 何を見ても 皆で顔を合わせて大笑い
帰りの車の中で、
「楽しかった〜」の声と笑顔に スタッ
フも全員笑顔になりました。
これからも 皆様の笑顔のために頑張って行きたいと思
います。
（文責：介護福祉士 高円 操代）

令和元年6月12日ズーラシアにピクニック

機能強化型クリニック
在宅医療365日・24時間サポート
〒241-0825 横浜市旭区中希望が丘94-6 1F
（相鉄線 希望ヶ丘南口より徒歩3分）
TEL045-350-5452
http://www.nakakibougaoka.com/

●内科・脳神経内科・
リハビリテーション科・
アレルギー・リウマチ科
／在宅療養支援診療所

〒241-0806 横浜市旭区下川井町347-1
TEL045-951-9001（駐車場完備）
●内科・皮膚科・泌尿器科・
http://gotenyama-clinic.com/
脳神経内科・リハビリテーション科
／在宅療養支援診療所

ほほえみ内科クリニック

〒230-0078 横浜市鶴見区岸谷1-22-22 ルミエール大谷1F
TEL045-580-0030
（京急本線 生麦駅西口から徒歩2分）
http://www.hohoemi-clinic.com/

●内科・アレルギー科・
神経内科
／在宅療養支援診療所

〒241-0806 横浜市旭区下川井町254-2 フォレストビラC
TEL045-744-6777 FAX045-744-6553

認知症対応型
通所介護
ご利用時間／10：00〜17：15 （定員12名）
〒241-0031 横浜市旭区今宿西町373-6
TEL045-744-5708 運営会社：
（株）
ちとせ

ほほえみ倶楽部

清掃部門 パールメイト
ほほえみの郷 横浜 併設 TEL045-955-5577

（40名）

常駐のセラピスト・看護師が充実したケアに取り組んでいます。

〒241-0806 横浜市旭区下川井町233-1 90ʼsetoビル
TEL045-952-3000 運営会社：
（株）
ほほえみサービス
http://hohoemi-sato.com/
9：30〜12：35
リハビリ型
13：40〜16：45
半日デイ
営業日
（午前・午後 定員各18名）
通称
ほほえみ訪問看護
リハビリステーション ほほえみピーチ
〒241-0806 横浜市旭区下川井町254-2 フォレストビラB
TEL045-744-9243

ほほえみ訪問看護
リハビリステーション 鶴見サテライト
TEL045-744-9243（ほほえみ内科クリニック併設）

マロン

訪問看護
リハビリステーション ほほえみ
〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘52-19
TEL045-453-8877 FAX045-453-8895
運営会社：
（株）
ほほえみサービス
イマ

IMA南薬局

〒179-0072 東京都練馬区光が丘3-9-2
IMA南館2F 光が丘クリニックモール
TEL03-5997-1616 定休/日曜・祝日
http://www.ima-minami.com/ 運営会社：
（株）
ちとせ

