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進化はつづく・・・

Hotaka Hospital
since 1978

Onoko Hills
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To the future of our education

We will evolve eternally...

Gumma PAZ College
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株式会社 サフラン
http://www.kk-safran.co.jp/
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学校法人 群馬パース学園
http://www.paz.ac.jp/

群馬パース大学・群馬パース大学大学院
TEL.027-365-3366㈹

群馬パース大学福祉専門学校
平成29年4月に渋川市（JR渋川駅より徒歩5分）
新キャンパスへ移転いたします。

いま、そして2017年

建学の精神
Pazは、平和を意味するポルトガル語、パース（Paz）
に由来します。同時にPazには、この3文字を頭文字
とするPessoa（個性）、Assistencia（互助）、Zelo
（熱意）の意味が与えられています。

Pessoa（個性） 個人の尊厳と自己実現、

Assistencia（互助） 多様な人々の共存と協調、

Zelo（熱意） 知の創造、

 　　　　　　　への貢献

Paz（平和）          平和で公正な社会の発展

事業案内 ◆メディカル サフラン（Medical-Safran）
　　高崎オフィス
　  　TEL.027-381-6002
　　太田サテライトオフィス
　 　 TEL.0276-50-1162
●有料職業紹介　10ユ-300134
●一般労働者派遣　派10-300284

◆その他
●「PAZ Group」各法人の税務・労務・法務等の
　顧問契約管理及び人材管理　●各種研修事業
●不動産賃貸業 　etc…

平成29年4月に、高崎4号館・渋川の専門学校開設を控え、今、ワクワク
しています。群馬パース学園に「新しい風」が吹く、そんな気がしてなりません。
このワクワク感を持っている限り、未来は明るいかなと思うのもこの頃の私です。
今年もよろしくお願い致します。

事務局長  金谷 春代

Go-getter
意味は少し野蛮な印象ですが、前に進む

『go』と、手に入れる『get』が組み合わさった
とても前向きな言葉で、入試広報の職責を
果たすためにこんな一面も発揮しながら
皆で頑張っていきたいです。

Paz brand
「パースブランド」を前面に打ち出した厚生補導
はもちろんのこと、国際交流センターの目的を達成
すべく本学の国際化にも今後注力していきます。
学生目線に合わせた柔らかい発想。職員目線での
厳しさ。保護者目線での思いやりを忘れずに。

学生課

Steady
大学・専門学校が大きく進化する本年だか
らこそ、総務課は一つ一つ着実に。そして、硬
い礎になれるよう努めて行きたいと思います。

総務課
Progress
今春、会計本部は専門学校と共に渋川市へと移転
いたします。新たな職場環境への不安と期待を胸に、
また一歩ずつ皆で前に進めたら…と考えています。

会計課

入試広報課

Dynamic
新学科の開設とともに全ての学科

において新カリキュラムが導入され、
大きな展開を迎える2017年。実りある
教育の実現に向け教務課一同力強く
邁進していきます！

教務課

Establish
2017年の本学は学科も増え、社会への貢
献も影響も格段に増すと期待されますが、
建学の原点を再認識し、将来構想も見据
えた上で、脚下照顧の精神で内部の諸側
面を引き締め、発展の強固な足場を確立
（＝establish）しましょう。

Self-organize
内海の渦は外海の潮流エネルギーが流れ
込んで自己組織化(Self-organize)した刹那
の姿。しかし、時を超えて生き続ける存在に
こそ自己組織化が不可欠というパラドックス。
自律的に進化を続ける本学に栄光あれ。
註　自己組織化：自律的に秩序を持つ構造を作り出す現象。

Economy
新学科の開設による4号館の建築等、昨
年は多大な設備投資を行いました。
この設備投資を教育的に価値あるものに

変えてこそ意義のある投資と言えるでしょう。
本年は、その足場を固める積極的な活
動を推進したいと思います。

Advance
本年は渋川キャンパスへの移転、保育学科
の開設と新たなステージが始まります。地元
渋川市との連携を密にして名実共に北毛地域
の「介護」「保育」分野の拠点づくりに邁進する
所存です。教職員一同、自己成長を図りなが
ら、地道にそして着実に更なる前進に努めて
まいります。

校長  門脇 豊二学長  栗田 昌裕 保健科学部長 大学院研究科長  高橋 正明 事務部長  岡部 恒明

事務部長  三上 晃央
Fruition

「パースブランド」を前面に打ち出した厚生補導
はもちろんのこと、国際交流センターの目的を達成
すべく本学の国際化にも今後注力していきます。
学生目線に合わせた柔らかい発想。職員目線での

事務部長  三上 晃央
Fruition
平成25年度から進めてきた渋川総合病院
跡地への「移転及び保育学科開設」が今年４
月､ついに結実いたします。様々な困難を乗り
越えこの日が迎えられるのは、ひとえに皆様方
のご支援とご指導の賜物と感謝しておりま
す。今後とも、よろしくお願いいたします。

メディカルサフラン 事業部長  寺澤 英裕
メディカルサフランとして、7年目のシーズンに入りまし
た。スタッフも7名になり、ますます飛躍しなければならな
いと考えております。平成29年は、一皮むけなければなら
ない年としてスタッフの育成やエリア拡大を行います。

群馬パース大学 群馬パース大学福祉専門学校

re
学校法人群馬パース学園

理事長

樋口 建介

（飛躍）Jump
本年、PAZ Groupは渋川に拠点を移し、

「ジャンプ」の年になる。（学）群馬パース学
園は、「放射線学科・臨床工学科」と「保育
学科」が加わる。
（株）ヴィラージュの小規模多機能型居
宅介護は「学生寮」になる。そして、2025
（平成37）年に向かって群馬パース学園は
大きく飛躍する。                   2017年1月

（野心家）
（ダイナミックな）

（確立） （自己組織化） （経済性）

Expectation（期待）

Must
（使命を成し遂げる）

メディカルサフラン 係長  柴田 直幸
大きな変化の前には、小さな変化をしつつ着実に進化
していく過程があると思います。 
毎年登録求職者が増えていく中で要望も多種多様に
なりますが、新しい仲間が増え、一人一人が着実に成長
することで、求職者・求人先が満足いく紹介ができると
思います。メディカルサフランの新しい景色を一緒に見
ていきたいです。

Steadily
（着実に）

株式会社 サフラン 係長  清水 直也
前事業年度は(株)サフランにとって本社社屋の売却
という大きな出来事がありました。それに伴い、今年は
サフラン本社と各法人の会計スタッフが集まったPAZ 
Group本部の移転となります。この転換の時を、飛躍と上
昇の一年とできるよう努める所存です。

Rise
（上昇）

株式会社 サフラン 主任  増田 麗子
「Flexibility」適応性、柔軟性、しなやかさ、素直さ、私
が常に心掛けているwordです。PAZ Groupの行事や研
修等を担当させていただいておりますが、来年から渋川
が拠点となり、新たな気持ちでの一歩となります。未来
へと続く一日一日をより細やかな気持ちで柔軟に対応し
ていきたいと思います。

Flexibility
（柔軟性）

（安定した）

（パースブランド）

（進歩）

（結実）

（前進）

が拠点となり、新たな気持ちでの一歩となります。未来
へと続く一日一日をより細やかな気持ちで柔軟に対応し
ていきたいと思います。

少しずつ、一歩ずつ・・・
 2 017年も
  前に進んでゆきます。

学校法人 群馬パース学園



医療法人社団 ほたか会 Hotaka Kai

医療法人社団 ほたか会
http://www.hotaka.or.jp/

ほたか病院
　健診センター
　透析センター
介護老人保健施設 武尊荘
TEL.0278-52-2141㈹

ほたか医科歯科クリニック
ケアハウス沼田
サービス付き高齢者向け住宅カペラ
TEL.0278-23-0678㈹

こすもすクリニック
TEL.0279-25-1384㈹

医療法人社団ほたか会では、地域の方にご参加頂けるイベントを毎年開催しています。
血管年齢や体組成計・骨密度の検査などの健康チェックや各種体験を行い、多くの方にご参加頂きました。
これからも地域の皆様の健康づくりに貢献できるよう、様々な取り組みを進めて参ります。

酉年は運気や人をトリ込み繁栄す
ると言われる縁起の良い年です。本
年も沢山の経験と沢山の人の声をト
リ込んで法人として、人として卵から
ヒヨコ、ヒヨコから成鶏を目指し成長
してまいります。

医療法人社団 ほたか会 理事長

樋口 奈津子
新年おめでとうございます。ほたか

病院は今年も患者様の病気治療を
おこなうだけでなく、体力の低下
した患者様が安心して施設やご自宅
に戻れるように、きめ細かい療養治
療を行ってまいります。

ほたか病院 病院長

國元 文生

明けましておめでとうございます。
皆々様には気持ちも新たに良い年

を迎えられたことと思います。
本年も「ほたか会」は、地域に信頼

される医療・福祉の提供に邁進して
まいります。

医療法人社団 ほたか会 事務局長

井上　正
高齢者の急増に向けて様々な対
策が行われています。その中核を担
うのは老健であるとの自覚・自負を
持ち、全職員力合わせて、利用者の
皆様の尊厳を守り、安全に配慮し生
活機能の維持・向上に努めます。

介護老人保健施設 武尊荘 施設長

牛島 義雄

明けましておめでとうございます。
育てていただいた利根沼田の皆

様に少しでも恩返し出来るよう、ま
た皆様が痛みを和らげ、快適な生活
を送れるようにがんばります。

ほたか医科歯科クリニック 院長

木村 久人
今年、本部と福祉専門学校は、こす

もすクリニックのすぐ近くに来ます。
PAZ Groupのコスモス（Cosmos、
宇宙）の中心は渋川です。飛躍の酉
年。グループの飛躍の一助となれる
よう努力します。

こすもすクリニック 院長

守田 敏洋

群馬パース大学と連携し最新
の検査設備を有し、健診セン
ターを中心に「病人を作らない
病院」を目指しています。

第8回ほたか病院秋祭り
11月6日（日）
第8回ほたか病院秋祭り
11月6日（日）
第8回ほたか病院秋祭り
11月6日（日）

第4回Fresh（フレッシュ）祭
10月23日（日）
第4回Fresh（フレッシュ）祭
10月23日（日）
第4回Fresh（フレッシュ）祭
10月23日（日）

第4回こすもす祭
10月16日（日）
第4回こすもす祭
10月16日（日）
第4回こすもす祭
10月16日（日）

医療法人社団ほたか会では、地域の方にご参加頂けるイベントを毎年開催しています。
血管年齢や体組成計・骨密度の検査などの健康チェックや各種体験を行い、多くの方にご参加頂きました。血管年齢や体組成計・骨密度の検査などの健康チェックや各種体験を行い、多くの方にご参加頂きました。
これからも地域の皆様の健康づくりに貢献できるよう、様々な取り組みを進めて参ります。これからも地域の皆様の健康づくりに貢献できるよう、様々な取り組みを進めて参ります。

地域の皆様との 交 流

新年のご挨拶

医療法人社団
新年のご挨拶
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株式会社 ヴィラージュ Village

株式会社 ヴィラージュ
http://www.kk-village.co.jp/

美しく
  健やかに
    元気で老いる

ケアサポートセンター夢
ヴィラージュ居宅介護支援事業所
TEL.0279-20-2088

グループホーム
上白井の家
TEL.0279-20-2089

グループホーム
美ら寿の家
TEL.0278-30-9051

介護付有料老人ホーム
ヴィラージュ尾瀬
TEL.0278-52-3333

グループホーム
高山の家
TEL.0279-70-5110    元気で老いる

ヴィラージュの 日 々

新春のお喜びを申し上げます。
皆様のおかげで今年も無事に新しい
年を迎えることができました。
私達職員一同は「ご利用者様・ご家族
様に喜んで頂けるサービス」を「安心して
過ごしていただける施設」を念頭に立ち

返って、出来ることから着実に1歩1歩取り組んでまいります。
本年も昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

株式会社ヴィラージュ 代表取締役
ヴィラージュ尾瀬 施設長

河上 三枝子
あけましておめでとうございます。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を
申し上げます。
本年も職員一同、皆様にご満足頂ける
サービスを心がけ、より一層努力してまい
りますので今後ともご指導ご鞭撻を賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

グループホーム美ら寿の家 管理者

小板橋 竜司

新年明けましておめでとうございます。
今まで多くの方々に支えて頂き、今の

「夢」があることを胸に刻んで、一時一時
を大切にしながら職員一同、誠意をもって
ケアサービスに取り組んで参ります。
本年も宜しくお願い致します。

ケアサポートセンター夢 管理者

及川 由香利
新年明けましておめでとうございます。
人と人との繋がりを大切にすべての人
が幸せを感じられる温もりのあるサービ
スを目指して参ります。そして地域の方々
から選ばれる施設になれるよう職員一
同、日々努力していきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

グループホーム高山の家 管理者

割田 あけみ

新年あけましておめでとうございます。
職員一同笑顔を忘れずに、利用者様
が楽しくご自分らしい生活が送れるよう
寄り添いより良いケアサービスが出来る
よう努力して参ります。
本年も宜しくお願い致します。

グループホーム上白井の家 管理者

荻野 恵子
新年明けましておめでとうございます。
今年も更なる横のつながりを開拓し、
PAZ Groupの一員としての誇りを持ち、地
域の利用者様にきめ細かな充実したサー
ビスを提供できるよう努めてまいります。
本年もよろしくお願い致します。

ヴィラージュ居宅介護支援事業所 管理者

小渕 暁美

新年のご挨拶

株式会社 ヴィラージュ
新年のご挨拶

DaysDaysDaysヴィラージュaysDaysDヴィラージュDaysDaysのays 日

ひまわり楽団演奏会ひまわり楽団演奏会ひまわり楽団演奏会ひまわり楽団演奏会 尾瀬農園での収穫尾瀬農園での収穫尾瀬農園での収穫尾瀬農園での収穫利用者様と樋口総長の語らいひまわり楽団演奏会ひまわり楽団演奏会ひまわり楽団演奏会ひまわり楽団演奏会ひまわり楽団演奏会ひまわり楽団演奏会 尾瀬農園での収穫尾瀬農園での収穫尾瀬農園での収穫尾瀬農園での収穫尾瀬農園での収穫尾瀬農園での収穫利用者様と樋口総長の語らい利用者様と樋口総長の語らい利用者様と樋口総長の語らい利用者様と樋口総長の語らい利用者様と樋口総長の語らい



小野子ヒルズは27年度の渋川市の特養整備事業者募集に申請し、結果として希望した60床のうち、
40床の特養整備認可を頂きました。20床についてはショートステイとして開所し、次回の募集時に申請し
て特養に転換したいと計画しておりました。予定でいくと次回の募集は30年4月開所となるものでした。
しかし、嬉しいことにこの度、県で新たな公約ができ、ショートから特養への転換は、公募を待たずとも、

個別に申請することで特養整備の認可が一月程で下りるという目から鱗の公約でした。
お陰様で予定していた30年からだいぶ早まり、9月23日付で県から認可書が届き、晴れて60床特養と

生まれ変わりました。
今後も入居者様に、地域に、職員に愛される施設をめざし邁進してまいります。

女性はいくつになっても美しくあってほしいとの想いをこめて、女性の入居者様を対象にネイルと
お化粧をするイベントを開催しました。参加された入居者様は、美容師の方や女性職員にネイルと
お化粧を施され「女子会のようね」と、最高の笑顔を見せてくださいました。

社会福祉法人 パースの森 Paz no Mori

社会福祉法人 パースの森
http://www.paznomori.or.jp/

特別養護老人ホーム　小野子ヒルズ
〒377-0312　渋川市小野子3615-1
TEL.0279-26-2626

～快適な生活をすべての人に～

A comfortable life

お化粧はもう何年もしていなかったので、久しぶりにできてとても嬉し
かったです。爪のお手入れは初めてでしたけれど、きれいな色に仕上がる
のを見て驚きました。楽しく参加できたので、ぜひまたお願いしたいです。

小野子ヒルズのユニットを紹介します!

花言葉
「君を愛す」「希望」「真実」

入居者様の声

企画の時点では多くの方に参加していただけるか不
安がありましたが、当日の入居者様の笑顔や会場の
盛り上がりをみて開催して良かったと思います。いつ
までも美しく、最高の笑顔を見せていただけることが
私たちは何よりも嬉しく思います。

職員の声

小野子ヒルズにはA～Fの6つのユニット（生活単位のグループ）があります。実は、そのアルファベット一つ一つには花言葉を
託しており、入居者様の生活への思いを意味しています。

小野子ヒルズは27年度の渋川市の特養整備事業者募集に申請し、結果として希望した60床のうち、
40床の特養整備認可を頂きました。20床についてはショートステイとして開所し、次回の募集時に申請し
て特養に転換したいと計画しておりました。予定でいくと次回の募集は30年4月開所となるものでした。

社会福祉法人 パースの森 Paz no MoriPaz no Mori

40床特養+20床ショートステイから60床特養へと変わりました！

Aユニット

アネモネ
Anemone

お陰様で予定していた30年からだいぶ早まり、9月23日付で県から認可書が届き、晴れて60床特養と

今後も入居者様に、地域に、職員に愛される施設をめざし邁進してまいります。

女性はいくつになっても美しくあってほしいとの想いをこめて、女性の入居者様を対象にネイルと女性はいくつになっても美しくあってほしいとの想いをこめて、女性の入居者様を対象にネイルと
お化粧をするイベントを開催しました。参加された入居者様は、美容師の方や女性職員にネイルと

社会福祉法人 パースの森 理事長  樋口 奈津子

ヒューティー祭りを
開催しました!

花言葉
「安らぎ」「やわらかな心」

Bユニット

ベルガモット
Bergamot

花言葉
「幸運」「私を思って」

Cユニット

クローバー
Clover

花言葉
「平和」「希望」

Dユニット

デイジー
Daisy

花言葉
「高貴」「大切な思い出」

Eユニット

エーデルワイス
Edelweiss

花言葉
「親愛の情」「信頼」

Fユニット

フリージア
Freesia
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ほたか病院

介護老人保健施設 武尊荘
介護付有料老人ホーム ヴィラージュ尾瀬 

グループホーム美ら寿の家

特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ

安心と信頼をつなぐ

ネットワーク

川 場
沼 田

高 山

高 崎

昭 和

渋 川

ほたか医科歯科クリニック

ケアハウス沼田
サービス付き高齢者向け住宅 カペラ

グループホーム高山の家 

群馬パース大学

群馬パース大学大学院

こすもすクリニック

グループホーム上白井の家

ケアサポートセンター夢

ヴィラージュ居宅介護支援事業所

無限・・・・果てしなく想像できない感覚！私たちの生きる有限の世界は、

行き過ぎても壁がある。落ちても底がある。しかしそれは、なんて安心なことでしょう。

有限だから思い切り、未来に向かって進み続けようとするのかもしれない。

無限を想いたかった若い時代、有限の世界が安心になった今。

それでもPAZ Groupの未来を担う人たちには、無限の可能性に向かって輝いてほしい。

年をとったかな？わ・た・し・・・・？　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（H.K）

写真：Gardens by the Bay in Singapore

群馬パース大学福祉専門学校
2017年4月 移転・保育学科開設

2017年4月
放射線学科・臨床工学科 開設

株式会社サフラン

編集後記


