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学校法人 群馬パース学園

医療法人社団 ほたか会

株式会社 ヴィラージュ

株式会社 サフラン

社会福祉法人 パースの森

株式会社 パース四方木

暑中お見舞い申し上げます
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

酷暑のみぎり皆様のご健康をお祈り申し上げます。
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樋口 建介

創造
100年の構想

―将来どんな社会問題が起きるのか、また医療・福祉・教育界に身を置く私たちにどのような影響を及ぼすのか―
それらを真剣に問い、そして生き残る対策と対応を考えながら、私たちは事業を継続してきました。
そして、これからの100年を、樋口建介100年構想として改めてまとめました。

Academic Town
アカデミックタウン ～創立40周年に想う夢～

群馬パース大学大学院
修士課程・博士課程

群馬パース大学
10学部21学科

教育・研究の未来教育・研究

群馬パース大学福祉専門学校
附属こども園
附属研究所
農業
（葡萄栽培・野菜栽培）

教育・研究の未来教育・研究

ぶどう畑ぶどう畑

学生・職員用マンション　各種コンサルタント業　人材育成・人材派遣

群馬パース大学附属病院
健康管理・予防
長期療養
ゲスト用ホテル
有料老人ホーム
保育施設等

医療・福祉の未来医療・福祉

株式会社サフランの未来の未来

KawabaKawaba

TakasakiTakasaki

ShibukawaShibukawa

※イメージです。



学校法人 群馬パース学園
http://www.paz.ac.jp/

暑中お見舞い申し上げます
　栗田学長のご推薦に基づき、本年４月に樋口理事長より副学長を拝命
いたしました。本学最初の副学長ということで、真に光栄と感じながらもそ
の立場が本来どうあるべきかで少しの戸惑いがあり、さらにこれは本学が
発展拡大してきた結果であることから身の引き締まる思いであります。学
部長任期中の皆様からいただいた多大なお力添えに、この場を借りて感
謝申し上げますとともに、副学長として本学の発展に更に精進いたします
ので、引き続きご支援ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

PAZグループ合同入職式

群馬パース大学 副学長　高橋 正明

1

4月4日、群馬音楽センターにて、
425名の新入生を迎えました。

学校法人群馬パース学園入学式2

天候にも恵まれ、400名の学生に
よる活気ある大会となりました。

今年もハッスル！

学友会主催スポーツ大会3上半期のご報告

下半期の予定

学校法人

群馬パース学園
Gunma Paz Gakuen

群馬パース大学福祉専門学校
学園祭 PAZ祭

10月6日（土） 10:00～

介護福祉学科と保育学科の学生による、
介護体験コーナー・学習発表・こどもひろ
ば・作品展示、その他模擬店など色々な企
画を用意しています。是非お越しください。

公開講座
10月20日（土） 13:00～

群馬パース大学地域連携センター主
催の公開講座「みんなで一緒に障がい
を持つ子ども達の子育てを考える
(仮)」を専門学校にて開催します。興味
のある方はどなたでもご参加ください。

群馬パース大学 学園祭 流星祭
10月27日（土）28日（日）

5学科のオープンスクールや、サークル活動発表、模擬店や
芸人によるお笑いライブなど、学びと文化とお祭りの要素
を盛り込んだイベントを多数計画しています。また、高崎卸
商社街協同組合が開催する「どっと楽市」との連携も併せ
て計画しています。みなさまのお越しをお待ちしています。

●綱引き
　優勝 Ns1年・Ns2年・MT1年
　準優勝 MT2年
●玉入れ
　優勝 MT2年  準優勝 CE2年
●しっぽ鬼
　優勝 PT3年・CE1年
　準優勝 MT2年

4月2日、渋川本部にてPAZグループ合同入職式
が華々しく行われました。群馬パース学園には新
たに33名の教職員が加わり、グループ全体では
総勢53名の新入職員を迎えました。

大学院

大学

大会結果
保健科学研究科
博士前期課程8名、博士後期課程3名　計11名

保健科学部
看護学科87名、理学療法学科67名、検査技術学科73名
放射線学科77名、臨床工学科59名　計363名

専門学校
介護福祉学科36名、保育学科15名　計51名

日　　時 5月12日(土)　開会式9:30　閉会式17:00
場　　所 高崎市立浜尻小学校
種　　目 ドッジボール、バスケットボール(男女別)、

綱引き、玉入れ、しっぽ鬼
参加人数 約400名

●ドッジボール
　優勝 PT3年　準優勝 PT1年
●バスケットボール(男子)
　優勝 MT2年　準優勝 Ns3年
●バスケットボール(女子)
　優勝 PT3年　準優勝 PT2年

今年も保護者後援会による
「鉄板焼きそば」「きゅうり漬け」

「ドリンク」が
学生に振舞われました。

MT2年総 合 優 勝 　

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
TEL.0279-60-7010㈹

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



医療法人社団 ほたか会
http://www.hotaka.or.jp/

暑中お見舞い申し上げます
　このたび井上正事務局長の後任として、4月1日付けで事務局長に就任致しました。
「医療法人社団 ほたか会」と私との出会いは37年前に遡り、現在に至るまで様 な々
経験をさせていただきました。法人設立40周年という記念すべき年にこの大役を仰
せつかり、改めて身が引き締まる思いです。
　今年度は「信頼・貢献」を法人の共通目標に掲げ、各事業所ごとに具体的な行動
計画に基づきスタート致しました。我々のみなぎるパワーを結集して、安全で安心で
きる質の高い医療・福祉を提供致しますのでお任せください。

今年度もほたか病院で、川場村介護予
防事業の委託を受け、当院の看護師や
理学療法士が高齢者の健康チェック
や健康維持のための運動等の指導を
行っています。地元住民の皆様の健康

増進と健康寿命の延長にお役に立てるよう頑張っています。

川場村介護予防事業

医療法人社団 ほたか会 事務局長　田村 照子

1

川場村スポーツクラブと連携
しヘルスアップ教室の協力
依頼をされました。スポーツ
クラブでは体力増強と健康
増進のため、ほたか病院の理
学療法士が直接トレーニン
グ方法の指導を行い、利用
者の皆様一人ひとりに適した
運動を提案しています。

川場村スポーツクラブ2

5月16～18日に群馬県庁で、武尊荘の入所者・利
用者が作成した作品を展示いたしました。当日は、
いろいろな施設の作品が並び、多くの方々が作品
の見学に来ていました。当荘でもいろいろな作品を
展示し、来庁した方へ作品の説明をいたしました。

群馬県老人保健施設作品展3

5月20日（日）、ほたか通所リハビリテーションの
利用者様・ご家族様を対象に日帰りバスツアーを
実施致しました。観光地の見学や豪華ランチ、買
い物等を楽しみました。また、バスの車内ではビン
ゴ大会やカラオケ大会を開催し大盛況でした。

第3回ほたかわくわくツアー
〈ぐんまフラワーパーク・ららん藤岡～花の旅～〉企画・開催4

3月23日に行われたインターンシップに看護は1
名の参加がありました。1日を通して、一般病棟、
療養病棟の2種類の病棟で就業体験と、午後に
ILCにも参加していただきました。終了後の振り返
りでは「スタッフ同士がすごく仲が良く、職場が生
き生きしている」という感想をいただきました。

春のインターンシップ5

上半期のご報告

下半期の予定

医療法人社団

ほたか会
Hotaka Kai

ほたか病院・武尊荘夏祭り9月2日
インターンシップ
8月20日～24日 8月16日

10月14日 10月21日こすもす祭 Fresh祭 高校生1日職場体験
今年もそれぞれの施設で感謝祭を開催いたします。当日は、皆様
の健康チェックや体力測定など、様々な催しを企画しています。
ご来場お待ちしております。

養成校在学中の方や就業を検討し
ている方に、看護職・介護職・リハ
ビリ職の就業体験を実施します。

高校生向けに看護・介護・リハビリなど
の職場体験を開催します。また、救命
処置や高齢者体験も実施予定です。

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㈹

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。



暑中お見舞い申し上げます
　当法人は本年で創立30周年を迎えます。
　さて、来年には元号が変わり平成の時代に区切りがつきます。国の
介護保険政策のもとに事業展開をしてきましたが、2022年以降、前期・
後期高齢者となられる団塊世代の皆様にも健康志向の向上を高く保て
るよう、ご利用していただけるサービス提供に向けて施設改革を職員
とともに行い、ときには「PAZグループ」の協力を得て切磋琢磨していく
所存です。今後ともよろしくお願い申し上げます。

皆様の余暇活動の一助になればとの思い
から「遊々くらぶ」を始めました。

遊々くらぶ始めました

河上 三枝子株式会社 ヴィラージュ 代表取締役
ヴィラージュ尾瀬 施設長

1

介護保険ではカバーしきれない利用者様
の需要にお応えして、保険外サービス（有
料サービス）を開始いたしました。より一層
のサービスに努めてまいります。

介護保険外サービス
始めました2

今年のヴィラージュ祭りは9月17日（敬老の日）に開催されます。
『笑顔』をテーマに利用者様に
楽しんでいただける催しものを企画しております。
皆様のお越しをお待ちしております。

ヴィラージュ祭り

上半期のご報告

下半期の予定

たくさんの種類のくらぶがございます　　

▲

株式会社

ヴィラージュ
Village

体 体操くらぶ
●ビデオ体操　　 毎週日曜日　10:30～
●タオル体操　　 毎週火曜日　10:30～
●膝・股関節体操　毎週木曜日　10:30～

理学療法士が体操指導を行います。

無料 学 午後は〇〇
おもいっきりくらぶ

講話や健康相談など、毎回違ったテーマでお届けします。

無料

土 花と野菜くらぶ
尾瀬農園の野菜や花植えなどの土いじりをします。

無料

和 抹茶会
月1回木曜日　14:30～

無料

美 美容くらぶ
ポーラ化粧品のハンドマッサージとネイル体験です。

無料

無料

買 訪問販売
ソネット川場とそうごう薬局の訪問販売です。

駒 将棋くらぶ
川場村から将棋ボランティアの方も来てくださいます。技 手作りくらぶ（料理・手芸）

一緒に料理を作って
試食したり、季節感のある
製作・手芸をします。

有料・要予約

食 喫茶くらぶ
毎月、趣向を凝らしたおやつを提供します。

有料

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

グループホーム
上白井の家
ヴィラージュ居宅介護支援事業所
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



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

就任のご挨拶
　6月より樋口奈津子前理事長から引き継ぎ、理事長に就任いたしまし
た。法人誕生から今日まで力を注いできた前理事長の“思い”を大切に
し、利用者様やご家族に「ここでよかった。」と思ってもらえる場所にすべ
く微力ながら努力して参ります。
　また、職員の意見などに耳を傾け、「ここで働けてよかった。」と思って
もらえるよう職場環境の見直し・改善も行って参りたいと考えております
ので今後とも皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。

季節の変化は施設周辺の
花々が教えてくれます。春
の風物詩の一つ、菜の花が
咲いたので入居者様とのん
びり散策。みなさん笑顔で
散策されていました。

1
中庭に出ると、どこまでも
続く青空、広大な山々が広
がります。太陽の光を浴
び、心地よい風、季節の美
しさを身近に感じられる、
ほっと安らぐ空間です。

2上半期のご報告

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 理事長　樋口 克子 小野子ヒルズ 施設長　治田 ヒロ子

下半期の予定

納涼祭
8月26日（日） 昼の12:00～

今年度の納涼祭も、入居者様にはもち
ろん、ご家族様、地域の方にも楽しんで
いただける催し物を企画しています。

介護予防教室
10月14日（日） 10：30～11：30

地域の方々へ、体力づくりを目指したプ
ログラムや、低栄養、認知症などについ
ての理解を深めていただくために講座
を開催する予定です。

春の訪れを告げる      
菜の花畑散策

広大な自然を満喫      
中庭からの風景

　当施設は、全室個室完全ユニット型施設として2015年9月に開所致し
ました。只今3年目の道を歩んでおります。深い緑から若草色に塗り替え
られつつある山々、時に雲の中、時に澄み切った青空に包まれ、時に突風
に足元をすくわれ、夕暮れ時は温泉街の明かりに感動する日々。この恵
まれた環境の中にある家の中では、『小さな感動、驚き、喜び、愉快、胃袋
の喜び、ちょっと寂しい、ほっとする』を家人（ご入居の方々）がいつでも
受け取れる「家」づくりに向かって歩みを進めております。
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株式会社 サフラン

渋川市小野子字四方木3617番地5
農業生産法人 株式会社 パース四方木

群馬・栃木エリアにて出張お仕事相談会
を開催し、多くの方にご来場いただきまし
た。引き続きご来場お待ちしております。

上半期のご報告

暑中お見舞い申し上げます
　本年もキャリアサポートがスタートし数カ月経ちました。多くの学生
に利用いただいておりますが、私たちは「第一志望への合格」と「自分
への理解と環境（職場など）への理解が再確認できること」に最も力を
注ぎ支援しています。第一志望への合格は私たちの使命であり、理解
を深めビジョンを明確にすることでミスマッチが防げます。卒業してか
らもいつでもアドバイスができる存在としてあり続けたい、そんな思い
で学生を支援し続けている毎日です。

株式会社

サフラン
Safran

株式会社 サフラン メディカルサフラン 事業部長　寺澤 英裕

お仕事相談会開催

卒業生の多い新潟へ出店しました。
お近くの方はぜひ遊びに来てください！

新潟県上越市に
新店舗オープン！

下半期の予定

農業生産法人

株式会社

  パース四方木
Paz Shihougi

渋川市小野子・四方木地区に立派なブドウ畑ができる
ことを楽しみに、4月27日にナイアガラ100本、ベリー
A100本の植え付けが完了し、花が咲き始めました。

上半期のご報告

暑中お見舞い申し上げます
ブドウ苗の耕作、土壌検査、垣根用支柱材料も届き、有機質（堆肥等）を十分施用し、支柱
立ても完了した。そして、念願のブドウ苗（ナイアガラ100本、ベリーA100本）を本年4月27日
に仲間たちの協力のもと植え付ける事が出来た。初心者としては出来映えは上 と々胸を張っ
て言えるでしょうか？
　野うさぎや初期成育確保と病害予防と晩霜対策の養生も出来て1ヶ月が過ぎた。5月28日、雑草
除去を開始した。ブドウ苗は全て付き元気よく育ち一部花が咲き始めている。これからは、主枝
候補を1～2本残し、他は切除、基本的には前果摘房する作業が始まる。ますます「ワクワク、ドキ
ドキ」の連続になると思うと楽しみであり嬉しくもなる。専業農業従事者になるのも近いかな？

ブドウ苗植え付け
7月にピークを迎えるブルーベリー狩り
を本年も実施いたします。皆様お誘い
合わせの上、お越しください。

ブルーベリー狩り

下半期の予定

農業生産法人 株式会社 パース四方木 代表　樋口 建介

http://www.kk-safran.co.jp/

事業案内 ◆メディカル サフラン（Medical-Safran）

●有料職業紹介事業　10ユ-300134
●労働者派遣事業　　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…

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
小山オフィス TEL.0285-37-7560
上越オフィス TEL.025-530-7678
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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

株式会社 パース四方木

こすもすクリニック

グループホーム上白井の家

ヴィラージュ居宅介護支援事業所

PAZグループ本部

PAZグループ総合相談センター

群馬パース大学福祉専門学校

株式会社 サフラン

http://www.pazgroup.jp/PAZ Group WEBサイト

パースグループは、医療福祉・教育・研究各分野の施設連携により、
地域貢献・社会貢献を目指す、創業40年を迎えるネットワークグループです。

Ｎｅｔｗｏｒｋ

“PAZ”の由来
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

 平和で公正な社会の発展PAZ（平和）

PAZグループ創立合同記念式典 開催決定!2018年11月9日(金)15日(木)


