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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

社会福祉法人
パースの森

株式会社
サフラン

暑中お見舞い
　　申し上げます
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。

平成27年7月
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PAZ Group

“パースの森”は父であるPAZ Group総長が名付け

ました。

「小野子ヒルズ」は法人名その名の通り、沢山の自

然と、地域の方々が植栽してくれた、美しい広大な

花畑に囲まれた渋川市小野子地区にあります。

「森」を改めて調べてみると、こうありました。

“木が並んで生えていても、それを「森」とは言わない。

見かけ上、多数の木が一つのまとまりを呈し、木の葉が

一面に並んでいるのが見えるのが「森」である。”

これを見た時、それぞれの法人の損得のみで考えず、グループ全体として

捉え、各法人が連携を図る、PAZ Groupのようだと感じました。

「木を見て森を見ず」ということわざもありますが、これらの事からも、

この「パースの森」という法人名は非常に感慨深く、ふさわしい名である

と思います。

法人基本理念である

A comfortable life ～快適な生活をすべての人に

の実現に向け、入居者・職員・地域住民、それぞれが快適で心地良く過ご

せる環境を提供すべく、万全の態勢で９月の開設を迎えられるよう一層の

努力をして参ります。

５つ目の誕生

昭和53年に誕生した医療法人社団 ほたか会、平成元年の株式会社 ヴィラージュ（旧㈱ベルジテレーノ）

平成９年の学校法人 群馬パース学園、平成17年の株式会社 サフランに続き、２年間の準備期間を経て、

ようやく平成26年９月19日に「社会福祉法人 パースの森」が法人認可となり、新たにPAZ Groupの

仲間入りを致しました。

現在は社会福祉法人パースの森での初めての事業である「特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ」の建設

中であり、平成27年９月16日開設予定です。

社会福祉法人 パースの森

特別養護老人ホーム「小野子ヒルズ」
全室個室型（ユニット型） 特別養護老人ホーム　40床（２階・３階）

全室個室型（ユニット型） 短期入所生活介護 20床（１階）

住所：渋川市小野子3615-1

特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ

社会福祉法人パースの森

理事長　樋口奈津子

“パースの森”

医療法人社団 ほたか会

昭和53年８月３日

・

株式会社 ヴィラージュ

（(旧))㈱ベルジテレーノ）

平成元年４月３日

・

学校法人 群馬パース学園

平成９年12月19日

・

株式会社 サフラン

平成17年12月20日

・

社会福祉法人 パースの森

平成26年９月19日

法人認可日



心ひとつに！！学科を超え、友情を深める熱戦
平成27年６月６日に学友会主催のスポーツ大会が行われ
ました。
学生が主体となり開催される本イベントでは心身共に成
長している学生のたくましい姿が光ります。真剣な勝負
を通して学科内、また学科を超えて友情が深まりました！

その他にも学生が輝くイベント盛りだくさんです！

▶群馬県私立大学スポーツ大会
　（平成26年10月開催）

　今年のテーマは「愛と絆を力に福祉の未来にREVOLUTION」
です。
　介護福祉士養成校ならではの研究発表会(クラス展示、ス
テージ発表)や講習会（認知症サポーター養成講座）、家庭で
役立つ介護技術の講習会、また模擬店など楽しい催し物も
いっぱいです。みなさまお誘い合わせの上、お気軽にお越し
ください。

保護者後援会からは
巨大鉄板で作る650人前の焼
きそばと、きゅうり漬け、ド
リンクが振舞われました。

●日程・場所：平成27年9月19日（土）・群馬パース大学福祉専門学校
●催　し　物：介護体験・講習会・研究発表会・各種模擬店・キッズコーナー
●お問い合わせ先：群馬パース大学福祉専門学校　担当　森川（電話 0279-63-3470）

優　勝　理学療法学科2年生★

【種目】
・ソフトボール
・障害物リレー
・リレー
・バスケットボール
・ドッジボール

【私立大学スポーツ大会　成績】
・優　勝　�女子バレーボール、女子バスケットボール

女子硬式テニス、男子ソフトボール
・準優勝　�男子バスケットボール、女子ソフトボール
・３　位　�男子バレーボール、男子フットサル

渋川総合病院跡地利用事業者に群馬パース学園が決定しました！ト ピ ッ ク ス

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
TEL.0279-63-3470

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 Pessoã（個性）、
Assistencia（互助）、Zelo（熱意）の意味が与
えられています。

建学の精神

Paz（平和）平和で公正な社会の発展 

Pessoã（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

� 群馬パース大学福祉専門学校

群馬パース大学福祉専門学校「PAZ祭」を開催致します

さくら（高崎の花）

� 群馬パース大学

文武両道で学生生活を充実させよ！学友会によるスポーツ大会が開催されました
速報!!≫

速報!!≫



ほたか病院

群馬パース大学と連携し最新の検
査設備を有し、人間ドックなどで

「病人を作らない病院」として予
防への取り組みも始めています。

医療法人社団
ほたか会

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

ほたか病院
介護老人保健施設�武尊荘
TEL.0278-52-2141㈹

こすもすクリニック
TEL.0279-25-1384㈹

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㈹

� ほたか会

在宅復帰支援活動スタート！

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

医師を交えたリハビリ会議

入居施設のレクリエーション

病　院

訪問看護ステーション 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション

「在宅復帰の推進と地域包括ケア」
　医療法人社団ほたか会では、医療機関や介護保険施設、相談機関などが併
設している強みを最大限に活かし、それぞれが効果的に連携することで、切
れ目のないサービスの提供に取り組んでおります。また、患者様・利用者様
が住み慣れた地域で安心して暮らして頂けるように、地域の医療・介護の関
係機関と連携し、多職種協働によるサービス提供の体制を整えております。
　この度、在宅復帰をさらに進めるために「在宅支援プロジェクト」をスター
トさせました。看護師・理学療法士・ケアマネジャーなどの専門職が集まり、
それぞれの方にふさわしい在宅生活を叶えるお手伝いをします。
　ほたか会の“地域包括ケア”は、医療と在宅の架け橋です。

ほたか居宅介護支援事業所
管理者　金子　英士
<連絡先> 0278（30）2263

診療所

どんな相談も承ります！
お電話下さい。

しゃくなげ（川場の花）

安
心

速報!!≫



今年4月から利用者様の健康寿命の延伸を目指し、
運動を増やすため理学療法士によるタオル体操を
始めました。体操以外にも屋外ウォーキング教室
や体力測定を行い、利用者様の日常生活動作や身
体機能を保てるように支援してまいります。

介護付有料老人ホーム「ヴィラージュ尾瀬」の本館5階と7階の居室をリニューアルしま
した。5階は、ミニキッチン付きで、明るく、広がりをもたせたお部屋です。
また、7階は最上階で自然豊かな眺望が楽しめます。

＜お問い合わせ：ヴィラージュ尾瀬　TEL. 0278-52-3333＞

株式会社ヴィラージュ
美しく
　健やかに
　　元気で老いる

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

グループホーム
美ら寿の家
TEL.0278-30-9051

グループホーム
上白井の家
TEL.0279-20-2089

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

� ヴィラージュ尾瀬

居室リニューアル!!

あじさい（渋川の花）

花壇に樹木や草花を植栽しました。利用者様やご来館者様の癒しの場となりますよ
う、ベンチとパラソルをご用意いたしました。

速報!!≫



特別養護老人ホーム小野子ヒルズ開設に向けて準備中

内覧会を開催致します。

社会福祉法人 パースの森

●●●●●●●●●●

� パースの森

小野子ヒルズ まもなく誕生！

� サフラン

群馬パース同窓会を開催！

（同窓会プチ情報）
「インボディー」という身体のセルフチェックができる機
械を設置して30名以上の方に試していただきました。
ＢＭＩは？筋肉量は？体育棟に常設していますのでどな
たでもチェックしてみてください。

渡部陽一氏

株式会社サフランは同窓会を応援しています
平 成27年6月27日（ 土 ）群 馬 パ ー ス 大 学8階

「PAZ Hall」にて同窓会が行われました。
講演会では渡部陽一氏をお迎えし、戦場での医
療についてお話いただきました。
講演会後には、短期大学1 ～ 7期生、大学1 ～
7期生まで在校生や教職員含め100名近い参加
者が1階の学生ホールで、学生時代の懐かしい
思い出や、現在の医療現場での出来事など話に
花を咲かせました。
夜のメニューは各々の学年ごとに企画があっ
たようです♪

　只今、平成27年9月16日の特別養護老人ホーム小野子ヒルズ開
設に向け、「小野子ヒルズ開設準備室」職員一同、入居者様が居心地
のよい空間で過ごせる環境整備や、高品質なサービスを提供できる
体制の確立と、地域の皆様に必要とされ、気軽に足を運んでいただ
けるような施設の実現を目指し、準備に取り組んでおります。

　特別養護老人ホーム小野子ヒルズの竣工に伴い開設前の施設内を自由にご覧いただける内覧会を
開催致します。
　平成27年9月11日（金）には関係者にて竣工式・内覧会を開催し、9月12日（土）には地域の皆様・一
般の皆様への内覧会を行います。
　内覧会参加への予約等は必要ございませんので、皆様お誘いあわせの上、お気軽にお越しください。

●日　　程：《関係者での竣工式・内覧会》　平成27年9月11日（金）
 《一般の皆様への内覧会》　　平成27年9月12日（土）　
●お問い合わせ先：小野子ヒルズ開設準備室（群馬パース大学福祉専門学校内）
 担当　都丸（電話　0279-63-3470）

http://www.paznomori.or.jp/

株式会社サフラン
http://www.kk-safran.co.jp/

◆不動産部門
　　●群馬パース大学学生マンション管理
◆職業紹介部門（Medical-Safran）
　TEL.027-381-6002
　　●有料職業紹介（医療職全般の再就職支援等）
　　●一般労働者派遣
◆業務受託部門
　　● 「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
　　●セミナーハウス高山の運営

事業案内

あじさい（渋川の花）

はくもくれん（高崎の花）

速報!!≫

速報!!≫
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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

群馬パース大学福祉専門学校
星の降る郷 セミナーハウス高山
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
株式会社サフラン

ほたか病院
介護老人保健施設 武尊荘
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

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

特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ
2015年９月OPEN

PAZ�Groupだより�第４号　2015年７月発行
発行人　PAZ�Group総長　樋口建介
住　所　群馬県高崎市岩押町５-１　TEL.027-310-5115

　　＜フェイジョアの花＞

安心と信頼をつなぐ

ネットワーク

編集後記 　還暦となって、視界が変わった。
　ほんの小さな花、鳥や虫、樹木、各々が変化する環境の中で、懸命に生き抜こうとしている。もし、彼らに知性や感情があったら、さ
ぞ、騒がしいだろうと…。
　さあ、唯一　知性と感情を持つ人間が、変化する環境の中で大騒ぎをしながら何処に行き着こうとしているのか…変化の真っ只中を生
きている。
　キャンパスのフェイジョアに、今年初めて、たくさんの花がついて夏が過ぎていくころ、甘い香りの実が、たわわになるはず…。
　この環境がお気に召したのかな？！ H・K・・ひとり言


