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2018年4月、開学20年目に群馬パース大学博士後期課程を開設する。
人生最高の贈り物を皆様方から頂戴した。これで「臨床・教育・研究」
の集大成が整った。2005年4月、カナダのマッギル大学で、臨床家を
育てる大学教育の使命と意義を学んだ。そして、博士課程を持つ大
学が本物のGunma Paz Universityであると。

PAZ Group総長
学校法人 群馬パース学園 理事長  樋口 建介

ブランド力、加速

のご挨拶新年

新しい年を迎えるという何気ない事が、今年も変わりなくて良かったと思う。
この感情は何だろう？周りの景色、庭の花、気に留めなかったことが、目に映る。
ふとした言葉に涙する。
年を重ねるということは、やさしくなれるのかな？鈍感になるのかな？
そんな徒然の想いの中でも「今年も頑張ろう」なんて、心密かに思ってます。
本年もよろしくお願いいたします。

株式会社サフラン 代表取締役社長  金谷 春代

初春のお慶びを申し上げます

今年はここ数年横ばいだった18歳人口が減少し始める「2018年問題」と言われる年
です。これは同時に人口に占める高齢化率が増加する事も意味します。65歳以上の
高齢者が国民の1/3となる「2025年問題」の通過点と捉えても良いかもしれません。
ほたか会は医療・介護40年の実績のもと、日本一の療養病院を目指しております。
本当の意味で地域に、そして国に必要とされる時代が到来しつつあります。本年も
皆様に快適で安心な療養環境をご提供できるよう鋭意改善して参ります。

医療法人社団 ほたか会 理事長  樋口 奈津子

謹賀新年

昨年中は、暖かいご支援やご理解を賜りまして開設より数えて29回目のお正月
を迎えることが出来ましたことを心より嬉しく思っております。
さて、本年は医療・介護保険報酬のダブル改正の年でもあります。当社も事業
運営の真価を問わる年となりますが、こんな時こそ、私達職員一同で心を一つ
にして緊張感の中にも、明るく、楽しく、活気ある職場作りをし、ご利用者様に
は安心な暮らしを提供できるよう「美しく、健やかに、元気で老いる」の理念を
忘れずに頑張ってまいりますので今年もご利用者様、ご家族様、お取引先様
のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げ、新年のご挨拶と致します。

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

謹んで新年のお喜びを申し上げます

PAZ Group理念

PAZ Group
Network

～人には生命ある限り希望がある～
ドゥム ・ スピーロ ・ スペーロ （ラテン語）

医療
福祉

教育

研究

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。

ＰＡＺグループ総合相談センター
メディカルサフラン

美郷医学研究所
（株）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
ほたか医科歯科クリニック
こすもすクリニック
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
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
グループホーム高山の家
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
ほたか訪問リハビリテーション
ほたか訪問看護ステーション
こすもす訪問看護ステーション
ヴィラージュ居宅介護支援事業所
ほたか居宅介護支援事業所
こすもす居宅介護支援事業所

PAZグループは、職員の
福利厚生に力を入れております。

海外旅行（仏・伊・濠etc.）延べ80名参加

永年勤続者表彰

北海道旅行 延べ300名参加



学校法人  群馬パース学園

群馬パース大学の発展を樹木の成長にたとえると昨年は大きな節目の年でした。二学科
の新設、博士後期課程の認可、四号館の新築は教育・ 研究・地域貢献の三側面で「大きな
枝が伸び 出た」出来事です。2018年の課題は全ての枝を改めて太く豊かに育てる努力を
し、根幹の充実と全体の調和均衡も図り、平和・公正・ 安定・成長の物語を継続して、近未
来に訪れる次の飛躍の基盤を確立することです。

2017年重大ニュース 2018年予定

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4日(水)

群馬パース大学福祉専門学校 学園祭
PAZ祭

9月下旬

群馬パース大学 学園祭
流星祭

10月下旬

群馬パース大学 学長  栗田 昌裕

学校法人 群馬パース学園
http://www.paz.ac.jp/

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

のご挨拶新年

平成29年4月、本学保健科学部は新たに放射線学
科・臨床工学科の２学科を加え１学部５学科体制に
なりました。放射線学科・臨床工学科用の新校舎
（４号館）も竣工いたしました。
■放射線学科　入学定員70名　
■臨床工学科　入学定員50名
■４号館所在地　高崎市問屋町3-3-4

群馬パース大学新学科開設、新校舎竣工1

平成30年4月の開設に向けて文部科学省へ「保健科学研究科保健科学専攻博士後期
課程」の設置認可申請をしておりましたが、平成29年8月29日付で認可されました。
■保健科学研究科保健科学専攻博士後期課程　■領域：医療科学領域
■学位：博士（医療科学）　■修業年限：3年　■入学定員：2名

大学院博士後期課程の開設2

平成29年4月、渋川市総合病院跡地利用事業計画に基づき、子育て支援拠点施設と高齢
者への地域支援施設並びに本校（高等教育機関）の複合施設を開設いたしました。同時に
介護福祉学科の入学定員増と保育学科の新規開設を行いました。

■介護福祉学科　入学定員50名
　　　　　　　　（移転及び40名から増員）
■保育学科　　　入学定員50名（新学科）
■所在地　　　　渋川市渋川1338-4

群馬パース大学福祉専門学校新学科開設、校舎移転3

群馬パース大学
群馬パース大学大学院
学位記授与式 及び

3月9日(金)

群馬パース大学福祉専門学校
卒業証書授与式

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

昭和53年に開院した「ほたか病院」は40年の長きにわたり、利根沼田地区そして県内県外から患者さんを受
け入れ、ご高齢の患者さんに対し医療を提供してまいりました。多くの病をかかえている患者様の在宅復帰
には多くのスタッフの努力が必要となりますが、今年もスタッフ一同心を一つにして高齢者医療に取り組ん
でまいります。地域の皆様に信頼される病院であるよう努めてまいりますので、お気づきの点があればどう
ぞご指摘下さい。本年が皆様方にとって良い年となるよう祈念し、新年のご挨拶とさせていただきます。

2017年重大ニュース 2018年予定

平成29年6月から川場村総合事業の協議体委員として、
ほたか病院・武尊荘が委嘱を受けました。地域包括ケア
システムを川場村と一緒に構築していきます。

川場村生活支援体制整備協議体からの委嘱2

ほたか病院 病院長  國元 文生

医療法人社団 ほたか会
http://www.hotaka.or.jp/

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

のご挨拶新年

平成29年４月から川場村介護予防事業の委託を受け、
ほたか病院の看護科・リハビリテーション科の職員が、介
護教室で運動指導や健康指導を行っています。

川場村介護予防事業の委託1
ほたか病院・武尊荘

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し、観光地の見学や豪華ラ
ンチ、買い物等を楽しみました。
「第１回ほたかわくわくツアー（新潟県寺泊の旅）」 ５月２１日（日）
「第２回ほたかわくわくツアー（埼玉県川越の旅）」 １１月１２日（日）

わくわくツアー3
ほたか医科歯科クリニック

こすもすクリニックで10月22日に開催いたしました。通所リ
ハビリテーションで作成した作品の展示や健康チェック、各
種イベントなどを行い、165名の方が参加されました。

こすもす祭4
こすもすクリニック

皆様の治療費や介護サービスの利用料
に係る国の見直しがあります。詳しい内
容については別途ご案内をいたします。

診療報酬・介護報酬の
同時改正

医療職の養成校の学生や医療現場で
働きたい方に就業体験をして頂きます。

インターンシップ

看護・介護・リハビリなどの医療スタッ
フのお仕事を体験して頂きます。

高校生1日職場体験

地域の皆様と交流を持ち楽しんで頂く
ため、今年もそれぞれの医療機関でお
祭りを開催いたします。

ほたか病院・武尊荘 夏祭り

4月

3月

8月

9月

10月

8月

こすもすクリニック こすもす祭
ほたか医科歯科クリニック Fresh祭

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。



株式会社 ヴィラージュ

謹んで新年のお慶びを申し上げます。昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
今年は介護保険の改正を迎え、事業所の真価を問われる年となりますが当社の基本理念
『美しく、健やかに、元気で老いる』のもと、ご利用者様の幅広いニーズにお答えできるよう、
新たなサービスの運用を開始するとともに、より質の高いサービスを目指し職員一丸となっ
て邁進してまいりますので、本年も皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

介護保険を利用されている方・されていない
方でも利用できるオプションサービスの運用
を開始する予定です。

オプション
サービス運用開始

今年も高校生を対象とした「ふれあい介護体験」を
開催。群馬パース大学福祉専門学校講師による
授業や利用者様との交流などを予定しています。

高校生ふれあい介護体験開催

株式会社 ヴィラージュ 取締役  松井 由紀子

お元気な利用者様の介護予防を目的に、機能訓練士によ
る介護予防教室がスタートしました。毎週10名以上の利用
者様が積極的に参加されています。

自立者向け介護予防教室［4月］1

群馬パース大学岡崎先生をお招きして、第1回「いきいき健
康教室」を開催しました。参加者のインボディの測定、インボ
ディ結果の指導、健康講話が行われ大好評でした。

群馬パース大学連携講座開催（いきいき健康教室）［7月］2

今年のヴィラージュ祭りでは「奥利根そば連合会」をお招きし
て、蕎麦打ちの実演が行われました。打ち立ての香り、食感を味
わいながら頂いた蕎麦に利用者様は大満足のご様子でした。

ヴィラージュ祭りにて蕎麦打ち実演［9月］3

昨年世界遺産に登録された「日光の社寺」。その中で最も有名
な「日光東照宮」を見学し、平成の大修理後の陽明門が神 し々
く光輝き、豪華絢爛な美しさに感動された一行でした。

世界遺産見学［10月］4

高山のPAZ資料館でグループホーム3施設合同感謝祭を開
催しました。沢山のゲームに皆様の歓声と拍手で盛り上がり、
活気あるひと時を共有できました。

合同感謝祭［9月］5

2017年重大ニュース 2018年予定
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

のご挨拶新年

立教ボランティア交流40周年記念式典
立教池袋中学校、高等学校の生徒によるボ
ランティア活動が今年で40周年を迎えるにあ
たり、関係者の皆様や利用者様と一緒に記
念式典を行う予定です。

8月

4月

7月

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

この平成30年に小野子ヒルズは3周年を迎えます。経営者によく言われる「3年目の壁」とあ
るように、どうしたら職員や入居者が満足でき、安定した経営ができるのか。まさに今、大き
な山の岩壁に立ち向かっています。この山を万里一空の精神で登り切ればきっと素晴らしい
御来光を拝める事でしょう。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

2017年重大ニュース 2018年予定

寒い時期ですので玄関ホールの内側からも
ちつきの様子をご覧になっていただき、つき
たてのお餅を召し上がっていただきます。

もちつき会

傾斜地だった土地を4段に造成し、計41台分の駐車場
が完成しました。

駐車場完成1

ショートステイから特養に転換認可となった１階の居室
に、５月から入居者の受入れを開始しました。

１階入居者受入れ開始2

入居者様にパンの焼ける匂い、コーヒーの香りを楽しんで
いただきたいという職員の思いからパン喫茶を初めて開
催しました。

パン喫茶オープン3

昨年に引き続いて、入居者様手作りのイチゴケーキを作りま
した。皆さんが協力してケーキを作るこの行事は毎年続けて
いきたいです。

いちごフェスティバル4

お天気が心配でしたが回復して屋外での露店や室内ゲー
ムを実施することができました。入居者様やご近所のお子さ
んにも楽しんでいただきました。

納涼祭5

今年も７段飾りのひな人形を飾り、ひな祭り
用の行事食で楽しんでいただく予定です。

ひな祭り

火災を想定した訓練はこれまでも実施し
てきましたが、2018年は地震や風水害
を想定した訓練の実施を考えています。

防災訓練

社会福祉法人 パースの森 理事長  樋口 奈津子

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

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

のご挨拶新年

1月

3月

6月
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株式会社  サフラン

昨年も学生からのキャリアサポート依頼や、一般の方からの再就職・転職の相談など広くサフラ
ンをご利用いただき本当にありがとうございました。就職の最前線に立ち、ご利用いただく皆様
へ最新の情報を提供していけるよう本年も尽くしていく所存です。昨年6月にオープンした小山
オフィスでは、早くもパース卒業生が利用してくれました。これにとどまらず、今後も様 な々ニーズ
に応えられるよう各県への出店を計画していきます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2017年重大ニュース 2018年予定

群馬、栃木、埼玉を中心に、出張相談会を開催します！お近くの
方は是非、いらしてください。詳しくはWEBでご確認ください！

お仕事相談会開催！平成29年6月、メディカルサフラン3店舗目
となる小山オフィスをオープンしました。

小山オフィス
オープン

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
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

のご挨拶新年

株式会社 サフラン

渋川市小野子字四方木3617番地5

株式会社  パース四方木

あらゆる全ての食べ物に対する感謝の気持ちを日本人は「お箸の結界」に託し大切に保っています。この食の文化を改めて見直す
ことで農業の存在意義が分ります。しかし、農業就業人口の構成比は、1950年48.6％から2005年で4.9％まで低下し、農業従事者
の後継問題は深刻です。これらを打開するため政府は、農業政策の岩盤規制を緩和させ、農業生産法人の株式会社化を急いで
います。政府は、昨年11月、52年ぶりに愛媛県に獣医学部を認可しました。これらは、いかに「第一次産業」が重要であるかを示し
ているのではないでしょうか。パース四方木は今春、葡萄の苗を植えます。近い将来、美味しい「パースワイン」を世に送ります。

2017年重大ニュース 2018年予定

平成30年3月に、ブドウの苗木（ナイアガラ・
ベリーＡ）の植え付けを行います。

苗木の植え付け平成29年3月　（株）パース四方木設立
平成29年4月　第1回株主総会・取締役会開催（株）パース四方木誕生

農業生産法人 株式会社 パース四方木 代表取締役  樋口 建介
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

のご挨拶新年

農業生産法人

農業生産法人 株式会社 パース四方木

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

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…

小山オフィス
　TEL.0285-37-7560
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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

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グループ創立記念行事 開催決定!2018年11月15日(木)予定


