
輝かしい新春を迎え

皆様のご清福をお祈り申し上げます

本年も何卒よろしくお願いいたします
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のご挨拶新年

2020年（令和2年）
新年あけましておめでとうございます。

2019年から始まった群馬パース大学「第五号館新築工事」「第一号館増
築工事」と群馬パース大学福祉専門学校「学生寮新築工事」が2020年度中
に完成します。
特に第五号館建設は、学生の要望と大学の念願で「学生センター」を開
設し、あらゆる角度から学生たちへの支援体制を構築して参ります。具体
的には、学生寮40室、健康相談室や国際交流センター、キャリアサポートセ
ンター等を整えます。また、2019年に開設した、認定看護師コースの教室も
出来る計画です。
一方、第一号館増築は、2021年4月に開設する予定の作業療法学科（30
名定員）と言語聴覚士学科（30名定員）です。これで、理学療法学科を合
わせ3学科となり、「リハビリテーション学部」として新たにスタートします。
群馬パース大学も「保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士・臨床検査技師・放射線技師・臨床工学士」の国家資格9部門
が整います。
そして、大学院（前期・後期課程）も順調に進み、2021年4月、博士課程
一期生を社会に送り出します。
また、群馬パース大学福祉専門学校も留学生を受け入れ、四年目を迎え
ます。
これら「臨床（福祉・医療）、教育、研究」の循環が社会から認められ、地域
貢献や国際貢献に繋がれば、私達PAZグループの存在価値が高まります。
今後も皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。

2020年（令和2年）1月 元旦

PAZグループ総長  

株式会社サフラン
ＰＡＺグループ総合相談センター
ＰＡＺグループ本部
ＰＡＺ資料館
フロール保育園

美郷医学研究所
株式会社パース四方木
群馬パース大学附属研究所

医療・福祉

教育

研究

その他

群馬パース大学
群馬パース大学大学院
群馬パース大学福祉専門学校ほたか病院

ほたか整形外科クリニック
こすもすクリニック
介護付有料老人ホーム ヴィラージュ尾瀬
介護老人保健施設 武尊荘
特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ
軽費老人ホーム ケアハウス沼田
グループホーム上白井の家
グループホーム美ら寿の家
サービス付き高齢者向け住宅 カペラ

ほたか訪問リハビリテーション
ほたか通所リハビリテーション
こすもすクリニック通所リハビリテーション
武尊荘通所リハビリテーション
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のご挨拶新年

1号館増築、5号館新築の建設通信発行1
システム管理課の設立2
令和元年10連休対策で2土曜日を通常授業日に3
「合同進路相談会」開催。139施設、256名の学生が参加4
給与計算の外注化を行い業務改善を図る5
群馬パース大学福祉専門学校
新学生寮の完成
6

群馬パース大学・群馬パース大学大学院
卒業証書・学位記授与式及び
群馬パース大学福祉専門学校
卒業証書授与式

校内の掲示板に「ラブストーリーと介護は、突然
やってくる」というポスターが貼ってあります。初
めて見た時「なるほど」と思いました。ところで、
日本は超高齢社会に向けた備えができていた
のでしょうか。私は、介護職と保育職の魅力を多
くの人に伝えて、学校が学生であふれる笑顔の
絶えない学び舎にしたいと思っています。

群馬パース大学福祉専門学校 校長

神野 明男

重大ニュース

本年は認定看護師養成課程の第一期生が卒業
し、来春は１号館の増築と５号館が新設されま

育教の生学、らがなしに事大を」衡均と和調「。す
指導と職員の人材育成を行い、足下を固めなが
ら、柔軟性と伸展性のある新体制を作り、時代の
流れに即応して新たな活路やチャンスを見出し、
未来向きに安定成長することを目指します。

群馬パース大学 学長

栗田 昌裕

学校法人

群馬パース学園

2019 予定2020
3月6日

群馬パース大学・群馬パース大学大学院
群馬パース大学福祉専門学校
入学式

4月9日

群馬パース大学福祉専門学校
学園祭 PAZ祭

10月上旬

群馬パース大学 学園祭 流星祭
10月下旬

2020年1月、渋川キャンパスに隣接する
下郷地内に学生寮(10室)が完成しました。

私立学校法の一部改正を含む法律の公布7
2020年4月1日施行される「学校教育法等の一部を改正する法律」に基づき、役員の職務と責任の
明確化、経営力の強化、情報公開の充実など、学校法人のガバナンス機能の強化に取り組みました。

昨年は
お世話に
なりました

今年も
よろしく
お願いします

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
学校法人 群馬パース学園
http://www.paz.ac.jp/



インターンシップ（就業体験）3月

病院名等変更予定4月

わくわくツアー(ほたか整形外科)5月

インターンシップ（就業体験）・
高校生1日体験8月

ほたか病院感謝祭9月

川場村との連携通年

初の試みである社外での昇任者(13名)研修を両国にて7月21、
）等クートプッベ（」けが葉言＆方え教す出き引を欲意「。施実日22

を学び、役職者としてのスキルを高めることが出来ました。

新天皇が即位されて初めての新年を迎えました。西暦も 20年に突入し、病院は益々経営環境が変わり、ビジョ
ンと戦略を策定し、昨年の亥年の様に猛進する決断力と、今年の子年の様に抜け道を見つけ、迅速に対処する
能力が必要とされます。そして団塊世代が75歳を迎える「2025年問題」も予想より社会保障費の伸びが緩やか
になるとの事です。理由は蓋を開けてみたら、今の高齢者は元気な人が多かったという事です。我 は々法人理念
の基、患者様や利用者様の健康を目指す事は勿論、高齢者の社会参加も支援しています。仕事を通じて人に必
要とされ、感謝される事は心も体も元気になる素晴しい選択の一つです。元気な高齢者を沢山増やして、一緒に
元気な地域創りを目指しましょう。本年も宜しくお願い致します。

医療法人社団 ほたか会 理事長  樋口 奈津子

カペラ寮（職員寮）改修工事（3月～4月）1
放課後児童健全育成事業開始（フロール保育園）（4月～）2
こすもすクリニック 診療科目変更（4月～）3
第5回ほたかわくわくツアー（日帰り旅行）開催（5月）4
第1回昇任者研修開催（両国・浦安）（7月）5

今年度4月から職員体制の充実を図り､他職種が連携して在宅復帰に取り組
んできた結果､ 8月より｢在宅強化型老人保健施設｣としてスタートいたしま
した｡これからも安心してご自宅に帰っていただけるよう努めてまいります｡

武尊荘 在宅強化型老人保健施設（8月）6

9月17日に電子カルテが、本稼働となりました。各部署の担当
者が数えきれないほどのディスカッションを繰り返し、素晴ら
しいシステムを完成させることができました。

ほたか病院電子カルテ導入（9月～）7

重大ニュース

のご挨拶新年

医療法人社団

ほたか会

2019 予定2020

ヘルスアップ教室・介護予防教室・生活
支援体制整備協議体など

昨年は
お世話に
なりました

今年も
よろしく
お願いします

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㈹

ほたか整形外科クリニック
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。医療法人社団 ほたか会

http://www.hotaka.or.jp/



謹んで初春のご挨拶を申し上げます。
皆様のお陰で無事に新しい年を迎えることが出来ましたことを感謝致します。目標であった「ぐんま介
護人材育成宣言認定事業」の申請も職員の努力ででき、今年も職員と共に「選ばれる職場、選ばれる
施設」を基本に地道に取組んで参ります。この新しい年がより佳き年になるように心より祈念いたしま
して年頭の挨拶に致します。本年もどうぞ宜しく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

ぐんま介護人材育成宣言の申請を行いました1

「遊々くらぶ」順調に稼働中2

重大ニュース

のご挨拶新年

●春祭り、夏祭り、秋の大運動会と季節に合わせてイベントを楽しんでいます。
●いきいき健康教室　「体組織計」の測定や「運動を取り入れた認知症予防」など、健康作り
の大切さを皆で共有する良い機会になっています。
●尾瀬農園　春に種付けし、秋に収穫。紫蘇は紫蘇ジュースを皆さんと作り、じゃがいもは
「じゃがいも収穫祭」等で楽しんでいます。
●学生さんの訪問　ヴィラージュ尾瀬は地域の方との交流を大切にしており、開かれた施
設です。今年も様々な学校より、介護体験を受け入れました。

ヴィラージュ祭り開催します。来年も皆
様のお越しをお待ちしております。

株式会社

ヴィラージュ

2019 予定2020

紫蘇ジュース作り いきいき健康教室 じゃがいも収穫祭

尾瀬農園の活動 介護体験 秋の大運動会

ヴィラージュ祭り

働き方改革の推進として、勤怠システム
を導入します。

勤怠システムを導入

川場村との連携として、川場中学校チャ
レンジウィークの受け入れや、川場まつ
り、上州武尊山スカイビュートレイル、
望郷武尊山センチュリーライドにボラ
ンティアとして参加します。

地域との交流

昨年は
お世話に
なりました

今年も
よろしく
お願いします

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
TEL.0279-20-2089
ヴィラージュ居宅介護支援事業所
TEL.0279-53-3708

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



新年あけましておめでとうございます。小野子ヒルズも開設以来5年目を迎え、60名の入居者様が過ごされていま
す。昨年は、人材育成・働きやすい職場作りを目指し、職員の資質向上のため、各種研修等を行ってきました。本年
は、きめ細やかな対応や環境整備を重視し、入居者様・ご家族様に小野子ヒルズで過ごすことが出来て良かっ
た、と言っていただけるよう努めてまいります。また、新たに施設の南面に「パース四方木」の広大なぶどう園が広
がり既にぶどうの収穫も終わり、ワイン作りの研究に入ったとのことで、私たちも楽しみにしています。こうした環
境と、四季の移り変わりを肌で感じられる小野子ヒルズでの生活を入居者様により楽しんでいただけるよう、職員
一丸となって取り組んでいきたいと思います。今後とも皆様のご支援、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人 パースの森 理事長  樋口 克子

クックデリの導入1
重大ニュース

のご挨拶新年

職員同士が声を掛け合いながら入居者様の
誘導や消防署への連絡など非常事態にもす
ぐに対応できるよう真剣に取り組みます。

社会福祉法人

パースの森

2019 予定2020
消防訓練

4月より、調理済み冷凍食材の導入を行い
ました。これにより、食品の安心・安全が
確保されて、また豊富なメニューを提供で
きるようになり入居者様からは喜びの声
が聞こえています。

外出イベント3
６月下旬、「おでかけ会」で初夏の沼田公
園に出かけました。真田氏ゆかりの地で甲
冑を着用したり記念撮影を行うなど、職員
との交流も深まり大変盛り上がりました。

立教ボランティアの受け入れ2
昨年から受け入れを行っている立教中学・
高校生のボランティアが8月に来ました。
施設の環境の整備や納涼祭の準備を手
伝ってもらいました。納涼祭では合唱や大
道芸などを披露して入居者様を楽しませ
てくれました。

6月

今年も納涼祭を開催します。昨年は晴
天にも恵まれ、入居者様はもちろんご家
族様にもたいへん楽しんでいただきま
した。また、地域の方々に介護相談会を
同時開催する予定です。

納涼祭8月

昨年は
お世話に
なりました

今年も
よろしく
お願いします

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



株式会社サフランも15年、15期を迎え、第1期は混迷の中で社員1名でした。現在は、社員数44名となり
頼もしい顔がそろっています。今期は、サフランの学生寮も2か所(高崎・渋川)の同時開設となり、身の
引き締まる思いでの新年となりました。様々なことへの挑戦と試行錯誤と迷いの中で、社員一同ととも
に『今年も頑張るぞ』とひそかに思っています。
本年も皆様とともに歩めますようよろしくお願い申し上げます。

株式会社サフラン 代表取締役社長  金谷 春代

重大ニュース

のご挨拶新年

株式会社

サフラン

2019 予定2020
5号館が完成し、キャリアサポートの
さらなる充実に努めます！

ブドウ苗1,451本の栽培

群馬パース大学初の学科合同進路相談会を開催支援しました！

ブドウ（ナイアガラ、ベリーA）を採取、成分調査を依頼

ビエント高崎ビッグキューブにて、4学科256名の学生が参加し全国より139施設を呼び盛大に行うことができました。

ブドウ苗を植えて3年目を迎えました。昨年、ナイアガラ、ベリーAの数房を採取し、群馬パース大学附属研
究所先端医療科学研究センター長平野教授にブドウ果実中の機能性タンパク質・ペプチドの探索を依頼
した。栗田学長から、大学に農業が加わることで、医療系大学としてブドウの栽培やワインとの関連づけ
は、赤ワインに含まれるスチルベノイドポリフェノールに注目し、寿命延長に繋げてほしいとの助言を戴い
た。2020年、ブドウ苗が1,451本になる。今年の秋「パースワイン」が誕生する。乞うご期待下さい！！

農業生産法人 株式会社 パース四方木 代表  樋口 建介

重大ニュース

のご挨拶新年

農業生産法人 株式会社

パース四方木

2019 予定2020

昨年は
お世話に
なりました

今年も
よろしく
お願いします

昨年は
お世話に
なりました

今年も
よろしく
お願いします

株式会社 サフラン
http://www.kk-safran.co.jp/

◆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…

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

高崎オフィス TEL.027-381-6002
小山オフィス TEL.0285-37-7560
上越オフィス TEL.025-530-7678

子持山
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パース四方木

パースの森353

線
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上

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



PAZ Groupだより 第13号　2020年1月発行
発行人　PAZ Group総長　樋口建介
住　所　群馬県渋川市渋川1338-4　TEL.0279-60-5530

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 崎

昭 和

渋 川

ほたか整形外科クリニック

ケアハウス沼田
サービス付き高齢者向け住宅 カペラ

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41年を迎えた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）
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