謹賀新年
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
平成 三十 一 年

元旦

学校法人 群馬パース学園

2019 年1月 第11号

だより

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

新年

のご 挨 拶

100年後構想「アカデミックタウン創り」の第一歩
新年あけましておめでとうございます。2018年11月、PAZグループ創立合同記念式典を挙行しました。
学校法人群馬パース学園は、大学院博士後期課程開設、群馬パース大学附属研究所の移転を行い、創
立20周年目を迎えました。そして、2020年春、リハビリテーション学部作業療法学科増設に向けた本
格的な作業が進んでいます。この開設目的は、従来ある理学療法学科に加えた在宅医療機能を充実さ
せ、
「 人間回復」を図るためです。また、
「 病人を作らない環境」作りの第一歩です。2019年も引き続き、
皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。
PAZ Group総長

学校法人 群馬パース学園 理事長

樋口 建介
40周年

医療法人社団ほたか会 創立

株式会社ヴィラージュ 創立

30周年

20周年
株式会社サフラン 創立13年
社会福祉法人パースの森 創立4年
株式会社パース四方木 創立1年
学校法人群馬パース学園 創立

11 9

PAZグループ 創立40周年記念式典を
挙行いたしました

FRI

ディラン（沼田会場）

11 15

THU

PA Zグループ創立4 0 周年を迎えて
2018（平成30年）4月、群馬パース大学博士後期課程を開設しました。
1998年4月に開学し、20年目に群馬パース大学博士後期課程が開設出来た事は、
医療系大学、即ち「臨床・教育・研究」の体制が 整ったと言うことです。これからは
PAZグループの集大成に向かい、病院、大学、福祉施設の融合で地域と共に歩んで
行きたいと思います。
今後も少子超高齢社会と人口減少が続く中でも、人材育成と人材確保は大変重
要な要素です。臨床現場から教育へ、研究からまた臨床現場という循環の形が出来
ればより質の高い人材が臨床現場へ送り出せます。これが、学校法人を持つPAZグ
ループの使命であり、地域や社会への大きな貢献につながると思っています。
この博士課程認可は、私と私たちにとって人生最高の贈り物を関係者皆様方から
戴いたと思っています。PAZグループを代表して皆様方に心より感謝と御礼を申し上
げます。本当に有難うございました。
振り返りますと1977年、私どもが福祉と医療の現場で直面してきたことは、
「 美し
く・健やかに・元気で」老後を暮らしたい。というお年寄りの切実な願いでありました。
この願に応えたいという思いが「ほたか会」の出発点でありPAZグループの原点です。
美しい老人健康村創り、老人特有の疾患に対する医療体制の実現、老人の桃源郷と
なる理想の中で人の癒しは人にしか出来ない。そして、人を癒やせる者には、高い教養
と知識そして技術が必要であるとの理念を持ち高等教育機関を設立致しました。
大学名は「群馬パース大学」。パースとは、ポルトガル語の平和を意味します。その
由来は、1552年に渡来した貿易商であり修道士でもあり、さらに外科医でもあるポル
トガル人「ルイス・デ・アルメイダ」が大分に日本最初の大学と洋式病院を作り、教育
と人間愛を基盤とした医療を実践した歴史にあります。
PAZのPはペーソンすなわち「人々、個性」Aはアシステンシア「互助−保健、医療、
福祉」Zはセロ「貢献、献身、熱意」を意味しています。
私は、設立以来の願いを「Dum Spiro Spero」
（人には生命ある限り希望がある）に
集約しました。そして、この言葉は「究極の人間尊重」であると確信し、
「PAZグループの
基本理念」として掲げました。これからのPAZグループは、学校法人群馬パース学園と
医療法人社団ほたか会との合併を目指し、
「アカデミックタウン造り」に邁進致します。
2018（平成30年）11月吉日
PAZグループ総長

ロイヤルホテル（前橋会場）

学校法人

群馬パース学園
新年

のご 挨 拶

Gunma

Paz Gakuen

昨年のPAZグループの40周年記念式典は、過去を集大成し、基盤を確立し、新たな未来に前進する象
徴的なイベントでした。大学では博士後期課程がスタートし、渋川には先端医療科学研究センタ―が
設置されました。本年は、足元に押し寄せる少子化・高齢化・過疎化・国際化・AI化の五つの波に、斬新
な活路を見出し、柔軟に適応し、次の飛躍の構想を温めながら、底力を充実させていきます。
群馬パース大学 学長

昨年は
お世話に
なりました

1

2018

栗田 昌裕

重大ニュース

大学院 博士後期課 程開設

今年も

よろしく
お願いします

3月

2018年4月に開設いたしました。基礎研究力の高い病因・病態検査学領域の研究内容や高

及び

群馬パース大学福祉専門学校

どの
「医療科学」
について、病気の予防や健康増進のための科学的エビデンスを構築しなが

卒業証書授与式

ら、国際的に通用する研究者、教育者の育成を目指します。

2

予定

群馬パース大学
群馬パース大学大学院

学位記授与式

度解析技術を発展させ、生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能な

修業年数：3年

2019

入学定員：2名

群馬パース大学附属研究所/先端医療科学研究センター開設

4月

2018年9月に渋川キャンパス内に
「病気の原因となる遺伝子・タンパク質の解明と診断薬の
開発」
「ノロウイルス感染症などの流行予測の解析と簡易検査法の開発」
を基盤研究テーマ
とした先端医療科学研究センターを開設いたしました。
所在地：渋川市渋川1338-4

3

群馬パース大学福祉専門学校 介護福祉専攻科の開設が決定
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

2019年4月に開設いたします。
指定保育士養成施設を卒業し、
保育士資格を取得した方や本
校の保育学科で2年間学んだ学生を対象に、
通常2年以上の教育を受ける必要がある介護福
祉資格
（国家資格）
を、
1年間で所定の単位を取得することにより、
介護福祉士
（受験資格）
が

入学式

与えられます。
介護・福祉の知識を兼ね揃えた、
現場で活躍できる人材を育成してまいります。
修業年限：1年

4

入学定員：30名

群馬パース大学 認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」の開設が決定

10月

群馬パース大学福祉専門学校 学園祭

10月

群馬パース大学 学園祭

上旬

PAZ祭

認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」
が認定され、2019年7月に開設いたします。少
子高齢化の進行とともに多様化していく看護の場において質の高い看護実践により社会に
貢献し得る人材を育成してまいります。

下旬

開講期間：2019年7月〜2020年1月 定員：25名

学校法人 群馬パース学園
http://www.paz.ac.jp/

建学の精神

PA Z 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。

群馬パース大学 群馬パース大学大学院
TEL.027-365-3366㈹

流星祭

PAZ（平和）

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、
への貢献

群馬パース大学福祉専門学校
TEL.0279-60-7010㈹

医療法人社団

Hotakakai

ほたか会
新年

のご 挨 拶

新年あけましておめでとうございます。
「亥」というと猪突猛進をイメージする人も多いですが、
「亥年」は発芽に備えてエネルギーを貯める年と
言われています。本年は、人材育成・安定した経営・働きやすい環境作りといった「内部の充実」に徹
し、ほたか会が新時代へ芽吹く為の基盤を固めて行きたいと考えています。昨年、ほたか会は40周年
を迎え、大きな節目の年となりました。さらに今年5月からは新元号となります。40周年を迎えて1年目が
「元年」とは、未来への一歩を踏み出すには最適な年です。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
医療法人社団 ほたか会 理事長

昨年は
お世話に
なりました

1

2018

樋口 奈津子
今年も

よろしく
お願いします

重大ニュース

2019

予定

9月

診 療所の名称変更
平成３０年１０月３１日にて歯科診療を終了し
「ほた
か医科歯科クリニック」
は、
１１月１日より
「ほたか整
形外科クリニック」
に名称を変更いたしました。整形
外科・外科・リハビリテーション科を標榜し、職員一
同新たな気持ちで地域医療・福祉に貢献できるよう
努力して参ります。

2

ほたか病院・武尊荘 感謝祭
地域の皆様との交流のため毎年開催をし
ております。昨年も多くの方に足を運んでい
ただき、
自身の健康チェックや屋内でのイベ
ントを鑑賞していました。今年も地域の皆様
のために開催しますのでご来場ください。

ほたか通所リハビリテーション
事業拡大
ほたか整形外科クリニック１階部分を改修し、平成
３０年１２月１日より掃除や調理など生活全般の日

通年

常動作をリハビリと捉えた
「生活リハビリ」
を中心と
した新たな通所リハビリテーション事業を開始いた
しました。生活リハビリでは、役割や生きがいを持
ち、
できる限りその人らしい日常生活が送れるよう
に支援をさせていただきます。

3

川場村社会福祉協議会との連 携

川場村との連携

川場村社会福祉協議会の通所介護サービスに、当院のリハビリスタッフが生活機能の向
上を図るため、運動機能の評価や認知症予防のための指導を行うことになりました。

医療法人社団 ほたか会
http://www.hotaka.or.jp/

現在もヘルスアップ教室・介護予防教室・
生活支援体制整備協議体などに協力をさせ
て頂いています。今後も地域への貢献のた
め、
より連携を行っていきます。

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

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㈹

株式会社

Village

ヴィラージュ
新年

のご 挨 拶

謹んで新年のお喜びを申し上げます。昨年は、当社も創立30周年を迎えることができ、また、PAZグループ各法
人も創立40・20・13・4・1周年を迎えたことに、喜びと多くの方々のご支援に改めて感謝する年でした。
さて、
『平成』の終わりが近づいてまいりました。新年と新しい元号に変わっていく中で、今年の目標の1は、2025
年に向けて新事業計画の準備を進めていきます。目標の2は、働きやすい雇用・環境整備の標準化にISO9001を
導入して雇用・環境整備をしてまいりましたが、さらに中身の充実を求めて国や県が認定事業としています、
「く
るみん認定企業」と「ぐんま介護人材育成宣言認定事業」を2020年3月の取得を目指し、職員とともに取り組んで
まいります。働き手不足の次世代に職員が働きやすく、働きがいのある職場づくりに今年も努めてまいります。
株式会社 ヴィラージュ 代表取締役

昨年は

お世話に
なりました

1

2018

ヴィラージュ尾瀬 施設長

河上 三枝子

今年も

よろしく
お願いします

重大ニュース

2019

予定

9月

「遊 遊くらぶ」のスタート
６月から
「遊遊くらぶ」
がスタートしました。
「手作りくらぶ」
では、ハーバリ
ウムや梅ジュース作り、
「花と野菜くらぶ」
ではジャガイモ、
きゅうり植えな
どを行いました。
その他終活セミナーやつつじ見学、
いきいき健康教室

2

など毎月利用者様に参加していただける
「くらぶ」
を企画しております。

運 動会開催

ヴィラージュ祭り

１０月２８日に２階ホールにて行いました。紅白のチームに分かれ、車椅子の方

恒例のヴィラージュ祭りを今年も開催いたし
ます。昨 年は、晴 天に恵まれ屋 外テントで
行った藍染体験や、
フォトフレーム作りが大
変好評でした。今年も利用者様と一緒に楽
しめる催しを企画いたしますので、ぜひお出
かけ下さい。

でも参加できるよう工夫した玉入れや、
トイレットペーパーの綱引き、パン食い
競争など、沢山の歓声のなか大変盛り上がり、勝敗を競い合いました。

3

1階 食堂改装
以前より計画していた１階食堂の改修工事を行いました。
ブラウン

9・10月

を基調に落ち着いた雰囲気とオレンジの花柄が華やかな明るい
雰囲気の食堂になりました。

4

介護 2 係 合同納涼祭
美ら寿の家・上白井の家の合同の納涼祭を８月３０日開催しました。
美ら寿の家がお祭り会場となり、午前中は模擬店や輪投げ、
ヨー

5

ヨー釣りで楽しまれ、午後はすいか割りで盛り上がりました。

地域との交流
介護職のＰＲと地域に根付いた施設を目指し、
今年も中学生の福祉体験の受け入れや高校
生ふれあい介護体験を開催いたします。
また川
場村祭りや上州スカイビュートレイルなど地域
行事への協力も積極的に行っていきます。

川場村スポーツジム送 迎
利用者様から余暇活動の充実と健康寿命推進のため、
ご要望をいただきました川場村
スポーツジムへの送迎定期便が毎週木曜日の午後開始になりました。

株式会社 ヴィラージュ
http://www.kk-village.co.jp/

介護付有料老人ホーム

ヴィラージュ尾瀬
TEL.0278-52-3333

美しく

グループホーム上白井の家
TEL.0279-20-2089

健やかに

ヴィラージュ居宅介護支援事業所

TEL.0279-53-3708

元気で老いる

グループホーム

美ら寿の家
TEL.0278-30-9051

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
新年

Paz noMori

のご 挨 拶

新年あけましておめでとうございます。
小野子ヒルズは開設4年目を迎え、60名の入居者様が過ごしています。この恵まれた自然環境の中で、
吹き渡る風や花の香を楽しみ、鶯のさえずりに耳を傾けながら充実した日々を送って戴きたいと思って
います。また、時にはリハビリも兼ねて「道の駅」などを散策する事も一つの楽しみに繫がればと考えて
います。そして、外部からのボランティアを積極的に受け入れて、日々の生活が更に楽しく豊かになるよ
う努めて参ります。今後とも、皆様のご支援と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

昨年は
お世話に
なりました

1

2018

重大ニュース

クリスマス会

樋口 克子
今年も

よろしく
お願いします

2019

予定

2月

イベントの 最 後にはサンタクロースやトナカイに
扮した職員が 、一 人 一 人にプレゼントを手 渡しさ
せていただきました。

2

節分祭
手作りの鬼のお面を被り、楽しみながら厄
除けを行います。

慰問
今 年もたくさんの個 人・団体の方が、演奏や踊り
を披 露してくださいました。入 居 者 様もとても楽し

3月

まれているご様子でした。

3

外出イベント
6月初夏、沼田公園に出かけました。梅雨の晴れ
間の澄んだ空の下、真田信之・小松姫像の前で
記念撮影を行いました。

4

ひな祭り
豪華な七段飾りのひな人形がお目見えします。
イベント時は行事食を振舞います。

7月

いちごフェスティバル
毎 年 恒 例のいちごフェスティバルを行いました。
入居者様がいちごをケーキにトッピングして、出来
上がったデコレーションケーキを美味しそうに召し
上がっていました。

七夕祭り
笹に色とりどりの短冊や飾りをつけて、施設内の
あちこちに飾ります。
ぜひ、
ご覧にお越しください。

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〜

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

株式会社

Safran

サフラン
新年

のご 挨 拶

初春のおよろこびを申し上げます。
（株）
サフランは、
試行錯誤の連続で13年を過ごしました。
メディカルサフランも、
ようやく医療職専門人材
派遣会社として、
昨年4か所目のオフィスを新潟県上越市に構えることができ、
新潟、
長野へのアプローチ
が可能となりました。また、PAZGroupの本部も多くのテーマを持ち、大きな課題に向かって本年もすすめ
てまいります。
輝く成果となって皆様のお力になれるようご支援のほど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

昨年は
お世話に
なりました

2018

金谷 春代
今年も

よろしく
お願いします

重大ニュース
上越オフィスをオープンいたしました。

事業案内

株式会社 サフラン

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

◆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
小山オフィス
TEL.0285-37-7560
上越オフィス
TEL.025-530-7678
●有料職業紹介事業 10ユ-300134
●労働者派遣事業
派10-300284

農業生産法人
株式会社

パース四方木
新年

予定

群馬、栃木、新潟、長野県で、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！

2018年6月メディカルサフラン4店舗目となる

上 越オフィスオープン

2019
◆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…

Paz Shihougi

のご 挨 拶

新年あけましておめでとうございます。2018年4月、ぶどう苗200本を群馬県中部農業事務所普及指導課指導
員の下、また醸造用ぶどう導入の手引きに従い、ブドウ土壌診断による堆肥撒き、垣根の設置、栽植距離を
確認し、野うさぎ対策を行いながら、私たち素人集団が植え付けを実施しました。それから幼木の樹形づく
り、栽植1年目の管理が始まりました。必要に応じ県指導員の協力を得て1年目の剪定、コガネムシ除去、草取
りなど32日間要し、無事初冬に終了する事が出来ました。これらは、人生100年時代を生きる「リタイヤメント
コミュニティ」作りの第一歩なのです。2019年も引き続き、皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。

樋口 建介

農業生産法人 株式会社 パース四方木 代表

昨年は
お世話に
なりました

2018

今年も

よろしく
お願いします

重大ニュース

上越線
17

子持山
パース四方木
パースの森

353

17

120

赤城山

渋川駅

上越新幹線

吾妻線

関越自動車道

145

渋川市小野子字四方木3617番地5

予定

ぶどう苗の剪定、害虫獣駆除、
除草作業を行います。

平成3 0 年 4月 ぶどうの苗木 2 0 0 本 植え付け

農業生産法人 株式会社 パース四方木

2019

353

Ｎｅ
ｔｗｏ
ｒ
ｋ
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4 0 年を迎えたネットワークグループです。

ほたか整形外科クリニック

ほたか病院

ケアハウス沼田

介護老人保健施設 武尊荘
カペラ

サービス付き高齢者向け住宅

介護付有料老人ホーム ヴィラージュ尾瀬

川場

沼田
グループホーム高山の家

グループホーム美ら寿の家
PAZグループ本部

昭和

PAZグループ総合相談センター

高山
特別養護老人ホーム

群馬パース大学福祉専門学校
こすもすクリニック

小野子ヒルズ

渋川

株式会社 パース四方木

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

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

“ PA Z”の由来

PA Z（平和）

PAZは、平和を意味するポルトガル語、パース（PAZ）に由

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、

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。

への貢献

PAZ Group WEBサイト

PAZ Groupだより 第11号

平和で公正な社会の発展

http://www.pazgroup.jp/

2019年1月発行

発行人

PAZ Group総長

住

群馬県渋川市渋川1338-4

所

樋口建介
TEL.0279-60-5530

