医療法人社団 ほたか会

株式会社 ヴィラージュ

だより

株式会社 サフラン

社会福祉法人 パースの森
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学校法人 群馬パース学園

鼓動が聞こえる

芽吹きの時

学校法人 群馬パース 学園、
未来へ向かって…

渋川

平成 2 9年春、 オープンに向けて

群馬パース大学福祉専門学校
渋川キャンパスへ
渋川駅から徒歩5分の新キャンパスに介護福祉学科・保育学科の2学科体制で開校し、
現代社会のニーズが高い「保育」
「介護」の専門職養成を通して、社会貢献をいたします。

Café

併設した渋川市施設
（
「子育て支援拠点施設」
「高齢者地域支援施設」）
と連携し
多世代の方が交流を深める場作りをいたします。

New

保育学科

こどもの世界を知り、子育てや教育の問

Book Store

誰でも利 用できる

4号館1階には開放的なデッキ

題を考える「こども学」と、併設予定の渋

があり、書店やカフェもオープ

川市「子育て支 援 拠 点 施 設」と連 携した

ンいたしますのでぜひ地域の

居場 所を

実 践的な学習を通し、生涯にわたって活
躍できる「保育士」
「 幼 稚園教 諭」資格の

皆様もお立ち寄りください。

ダブル取得が可能です。

つくり たい。
1号館

介護福祉学科
介護福祉学のしっかりとした基礎づくりはも

3号館

ちろん、高齢 者の方々が 利 用する複 合施 設

2号館

（高齢者地域支援施設（渋川市））との相互連
携により、介 護の現 場で生かせる実 践 的な
学びを修得することができます。

高崎

群馬パース大学新学科 4号館着工
〜新しい医療分野を学ぶ場、より地域に開かれた学びの場へ〜
看護学科・理学療法学科・検査技術学科の3学科に加え、

New

新しく放射線学科・臨床工学科の2学科を開設し、

最 先 端の画像診断で用いられる最

カフェや書店をはじめ、
卒業後も利用できる

適な 臨 床 画 像を提 供 する知 識・技
術・読 影能力を身に付け、患者さん

キャリア・サポートセンターなど、より

への優しさや環 境放射線の適 正な

地域に開かれた交流の場になれればと考えています。

New

臨床工学科

知識を伴った放射線学が学べます。

医療の最前線で医師、看護師と共にチー
ム医 療の一員として、患者さんの病 態を
専門学校 入学についてのお問合せ

Tel.0279-63-3470
http://www.paz.ac.jp/senmon/

放射線学科

多様化する地域保健医療の発展に貢献いたします。

大学

入学についてのお問合せ

Tel.027-365-3370（入試広報課）
http://www.paz.ac.jp/college/

感じながら安全で質の高い医療を提供す
るための医学と工学が学べます。

Gumma Paz Gakuen

Safran

群馬パース大学福祉専門学校 イベント予告

群馬パース大学 活動報告

4月 入学式

9月

3日
（土）PAZ祭開催！
in高山キャンパス

平成28年4月6日（水）高崎市文化会館にて、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の入学式が行われました。

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

総計263名の学生を迎えられ大変喜ばしい一日となりました。

家族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

大学院

保健科学研究科 7名
大学

会いに
きてね！

専門学校

合計

263名

https://www.facebook.com/medicalsafran/

ぐんまちゃんが
やってくる！！

看護学科 88名
理学療法学科 75名
検査技術学科 68名

群馬県のマスコット
「ぐんまちゃん」
許諾 第28-100313号

介護福祉学科 25名

主催のスポーツ大会が行われました。
参加人数約350名！ドッジ
ボール・ソフトボール・バスケットボール・リレー・障害物リレーの
競技を通し、
学科を超え一同大盛り上がりの大会となりました。
大会結果
優勝

平成29年春、渋川市へのキャンパス移転に伴い、高山のキャンパス
では最後となるPAZ祭と、同窓会を同時開催いたします。
ぜひ遊びにきてください。

キャンパス 移転記念

理学療法学科3学年

3位

理学療法学科1学年

ドリンクは今年も学生に大好評でした！

2016

本学名「パース（PAZ）」は「平和」を意味するポルトガル語です。そ

場所

9/ 3

土

13:00〜

4

日

スケジュール

9/3 土

群馬パース大学福祉専門学校

13：00

セレモニー

※渋川駅から送迎あり

14：00

SHIROTA組ミニライブ

17：00

わいわいパーティー

れは、日本に初めて西洋医学を伝えたポルトガル人医師、ルイス・

あれから…？！20年の月日が経ちました。

デ・アルメイダの、困難と試練の中でも、夢を抱き自らの手で運命
を切り開く姿に感銘を受けたことに由来します。

卒業していった1人1人の顔は思い浮かばないけれど、
泣いたり、
笑ったりの日々は、
記憶されています。

本学名誉教授・松澤正先生が退任の折、娘婿で芸術家のCraig

今年で吾妻郡高山村のキャンパスは、
群馬パース学園で使用するのは最後となります。

Chiversさん（カナダ出身）にルイス・デ・アルメイダの彫刻を依頼

たくさんの想い出を抱いて、
会いにきてください。
そして、
家族のいる人は一緒に！！

してくださり、
7月末に寄贈いただく予定です。

老若男女、
楽しめる企画を準備しようと…はりきっています！！

建学の精神

学校法人 群馬パース学園
http://www.paz.ac.jp/

マイスタイル
my style

http://www.mystyle-gunma.jp/

群馬パース同窓会支援
サフランでは、いままでたくさんの卒業生支援をお手伝いしてまいりました。この度、現在までの
群馬パース学園卒業生を一堂に会する同窓会の企画・運営サポートを行うこととなりました。

わいわいパーティー

保護者後援会からの焼きそば・きゅうり漬け・

ルイス・デ・アルメイダ像 完成

ウェブサイト
「マイスタイル」
オープン!

夜からは第二部 がスタート！

理学療法学科2学年

準優勝

New

サフランでは
「お仕事をもっとポジティブに！」
をキーワードにワークライフに役立つ情報サイト
を立ち上げました。
働いている方はもちろん、
こ
働く人のための 応援 ラウンジ
れから働こうとお考えの方へも何かと役立つ
情報が満載です！ぜひご覧ください！

キャリアサポート予告

5月 学友会主催スポーツ大会
平成28年5月14日
（土）
、
新緑の美しい高山キャンパスにて学友会

毎月 医療の出張お仕事相談会を開催しております
毎月1回大型ショッピングモールにて復職や転職に関する
「医療
職の出張お仕事相談会」
を開催しています。
無料ですので、
私たち
を見かけた際にはぜひお気軽にお声掛けください。
【出張お仕事相談会開催情報はメディカルサフランフェイスブックで！】

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。
同時開催：群馬県「介護の仕事PRイベント」

メディカルサフラン活動報告＆予告

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 P e s s o a（ 個 性 ）、
Assistencia（互助）、Zelo（熱意）の意味が与
えられています。

Paz（平和）

旧友とおいしい食事に楽しいお酒を酌み交
わしながら、
あの時代、
あの頃に戻った気分
でお楽しみください。ご飲食のご利用はす
べて無料サービスとなります！また宿泊もで
きるため、
県立ぐんま天文台散策や温泉につ
かって、
ゆっくり過ごしてみてはいかがでしょ
うか？ぜひご家族そろってご参加ください！

TA 組
SHIRO ブ
ミニライ

17：00 から
開催

無料
ご招待

超速 戦士
G- FIVEショー

9/4 日
流れ解散 県立ぐんま天文台散策など

そのほかにもイベント盛りだくさん！
●ふわふわドーム ●いぶきまんじゅう
●いぶき太鼓 ●ポーラ化粧品など

平和で公正な社会の発展

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、

株式会社 サフラン
http://www.kk-safran.co.jp/
事業案内

への貢献

◆メディカル サフラン
（Medical-Safran）
高崎
TEL.027-381-6002
サテライトオフィス太田
TEL.0276-50-1162
●有料職業紹介 10ユ-300134（医療職全般の再就職支援等）
●一般労働者派遣
派10-300284

◆その他

さくら（高崎の花）

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

はくもくれん（高崎の花）

●「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 ●不動産賃貸業

etc…

Hotaka Kai
今年は世界最大の民間航空機メーカー
「ボーイング社」
が100周年を迎えるそうです。
ボー
イング社は大型ジェット機を開発し、
多くの乗客を乗せて飛行することに成功しました。
また、初めて空を飛ぶことを実現したライト兄弟は「人間が空を飛ぶなんてありえない」と
周囲から馬鹿にされたそうです。
しかし、
そのわずか58年後にはガガーリンが宇宙に飛び立つことを成功させました。
すべての共通点は夢を持ち続けていたという事。
夢なき経営者が100年も会社を存続でき
ないし、周りに揶揄されても自分の夢の実現を信じたからこそ人間が空を飛び、宇宙に飛び
立つ事を叶えたのです。
私も言うならば経営者というパイロットであり、職員と患者さんという乗客を乗せていま
す。急激な乱気流などの変化にいかに適応し、衝撃に耐えうる堅固な組織を作って、様々な
ほたか会 理事長

樋口 奈津子

条件下での安定した飛行が求められます。
その上で、
沢山の
「夢」
という目的地を目指し、
大空を飛び続けたいと思います。

6月1日をもちまして奥田佳朗前病院長のあとを受け、
「 ほたか病院」病院長に就任
いたしました。諸先輩が築いてきた地域における高齢者医療の信頼を損ねることな
く病院を運営していきたいと思います。
ご高齢の患者さんは様々な疾病を抱えているばかりでなく、加齢そのものによっ
て認知機能障害、運動機能障害、経口摂取機能低下などをきたしており、在宅復帰
にはたくさんのスタッフの力が必要となります。このためには職域内そして職域を超
えたコミュニケーションが必要です。
私自身もまた、まずは職員の皆さんとの交流を図るところから始めたいと思います
ので、どうぞ忌憚のないご意見をお聞かせください。
ほたか病院 病院長

國元 文生

インターンシップのご案内
当法人では、医療に携わる皆さんに、将来のキャリアに関連した就業体験（インター
ンシップ）を行っております。職場環境や仕事内容など、ぜひこの機会に知っていた
だきたく、
下記の要領で実施いたします。
皆さんの参加をお待ちしております。
准看護師、
訪問看護師、
介護福祉士、
理学療法士、
作業療法士、
言語聴覚士、
対象 看護師、
臨床検査技師、臨床工学技士、社会福祉士の養成校に在籍している学生、または資
格をお持ちの方及び無資格の方も歓迎します。

9 木
火 31●
水 /1●
金 5●
月 6●
火 7●
水 8●
木 9●
金
/30●
2●

日程 平成28年 8

※ご都合が合わない場合は、
別途ご相談ください。

時間 午前9時〜午後４時30分頃 詳細は、下記QRコードを読み込み、HP申込フォームからお申し込みをお願いします。

医療法人社団 ほたか会
http://www.hotaka.or.jp/

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。

ほたか病院

健診センター
透析センター

しゃくなげ
（川場の花）

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㈹

Village

代表取締役

河上 三枝子

盛夏の候 ますますご清栄
の趣お喜び申し上げます。
さて、このたび弊社では、
陣容を強化して社業の一層の
躍進を図るため、三上取締役
を専務取締役として改めて迎
えることになりました。
これを機に、私を含めた役
員ならびに職員一同心を新た
に仕事に精励いたします。

６月１日付け専務取 締
役を拝命いたしました。グ
ループ在籍２０年の経験
を生かし、
特にグループ内
各法人との更なる連携強
化に尽力させていただく
所存です。どうぞよろしく
お願いいたします。
専務取締役

三上 晃央

㈱ヴィラージュでは、
お元気な方から介護が必要な方まで、
幅広い施設をご用意しています。
清らかな自然環境のなかで、
心ゆたかに暮らしてみませんか？
「最高のサービスを安価で多くの人々に」
〜ヴィラージュの思いです。

ご入居様が作詞・作曲してくださいまし
た「ヴィラージュ尾瀬讃歌」を入居者様の
ピアノ伴奏にのせて当施設のホールで合
唱しました。

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

介護付有料老人ホーム

グループホーム

ヴィラージュ尾瀬
TEL.0278-52-3333

高山の家
TEL.0279-70-5110

グループホーム

グループホーム

ヴィラージュ居宅介護支援事業所 上白井の家

しゃくなげ
（川場の花）

TEL.0279-20-2088

TEL.0279-20-2089

美ら寿の家
TEL.0278-30-9051

Paz no Mori
暑中お見舞い申し上げます。
「小野子ヒルズ」が開設し、初
めての夏を迎えました。
渋川市小野子は冬の寒さは厳
しいですが 、夏は 涼しく爽やか
で 、とっても過ごしやすい所で
す 。一 面 、花 畑 に 囲まれ 、鶯 の
「ホーホケキョー」のさえずりに
癒されております。
パースの森 理事長

樋口 奈津子

小野子ヒルズ の ここだけ自慢

は何ですか？

当施設で使用している食器は理事長のこだわりで、
「施設らしくないオシャレなもの」で、且
つ落としても割れない材質のものにし、
料理のいろどりや盛り付けも気を配っています。
また、行事や誕生日などの特別な日は手書きのお品書きを添えて大変ご好評頂いています。
◀ひな 祭り
の食事

生活相談員

栄養士

黛 真人

松岡 朋宏

手書きの
お品書▶

当施設のお風呂は「すごくいいよ！」とお勧めできます。
何故なら、入浴している目の前に大きな大きな窓があって、その窓の外に壮大な景色が広が
り、四季折々の移りゆく時間がゆっくりと流れて身体も心も癒してくれるからです。
◀額縁のような
大きな窓の
パノラマ風呂

生活相談員

介護課

梅澤 江里子 茂木 沙有理

大自然が
迫ってきます▶

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

A comfortable life
〜快適な生活をすべての人に〜

あじさい
（渋川の花）

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

ほたか医科歯科クリニック

ほたか病院

ケアハウス沼田

介護老人保健施設 武尊荘

サービス付き高齢者向け住宅

有料老人ホーム ヴィラージュ尾瀬

カペラ

川場
沼田

グループホーム美ら寿の家

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

昭和

グループホーム高山の家

高山
こすもすクリニック
グループホーム上白井の家

渋川
特別養護老人ホーム

ケアサポートセンター夢

小野子ヒルズ

ヴィラージュ居宅介護支援事業所

高崎

群馬パース大学
群馬パース大学大学院

安心と信頼をつなぐ

株式会社サフラン

ネットワーク

あなたの 巣 立ちを 、
見 守る存 在でありたい 。

撮影：群馬パース大学学長 栗田昌裕

群馬パース大学での出来事です。その日はヒヨドリの鳴き声が騒々しくて、職員が外を覗いてみると・・・兄弟らしきヒヨド
リが３羽、時々、羽ばたくような仕草をして、
１羽、
また１羽、そして最後のヒナも職員が見守る中、巣立っていきました。傍
らには親鳥がヒナたちを優しく、それでいて凛とした姿で見守っていたように見えたそうです。キャンパス内の菩提樹の

編集後記

巣に、
また来年、彼らが帰ってきてくれる日を職員一同楽しみに待っています。
「温かい目で見守る」
という姿勢は、
「 福祉・医療・教育・研究」の４本の柱から成るPAZグループにも共通しています。
―大切なあなたを見守る存在でありたい― 私たち職員の想いです。
梅雨明けとともに本格的な暑さを迎えます。皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
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