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2 0 21年（令和3年）
新年あけましておめでとうございます。
2021年（令和3年）
新年あけましておめでとうございます。
　2020年9月、群馬パース大学5号館完成。念願の学生支援の充実と学生寮の提供が

出来ました。2021年4月、1号館増築により（私の気持ちでは、群馬パース大学6つ目の

建物 6号館である）」 リハビリテーション学部（理学療法学科・作業療法学科・言語聴

覚学科）がスタートします。

　昨年春、新型コロナウィルスの感染拡大は医療・福祉・教育の現場に大きな変化をも

たらしてきました。8年前、群馬パース病院は、多剤耐性菌「アシネトバクター」という感

染症を経験しました。マスクの着用、エプロン・手袋の使い捨て、こまめな手洗い、うが

いの徹底、スタッフの体温チェックなどの健康管理の経験が今回のコロナ禍対策に活

かされ、大きな混乱はなく現在まで病院運営が出来ています。一方、群馬パース大学で

のコロナ禍対策は、感染症のスペシャリストの大学院木村博一教授から指導を仰ぎ、

新型コロナという得体のしれない感染症に対して、怖さを感じている学生たちに正し

い知識と情報を提供しています。また、オンライン授業の導入は、2009年から学生一人

ひとりにノートパソコンを無償貸与し、4年間使って卒業する時にプレゼントしてき

た事が図らずして、コロナ禍の対応で功を奏しました。2014年からはタブレッ

ト型のパソコンに変更、2016年からは富士通の文教タブレットに切り替え

たのが、特別な費用を投じる事なく対応が出来ました。さらに、群馬

パース大学は後期からいち早く全面的に対面授業を実施しました。

　今後もPAZグループは、目先の問題ではなく、他の病院や大

学がやっていないことを先駆けて実践して参ります。

　本年も皆様方のご支援ご協力をお願い申し上げます。

2021年（令和3年）1月 元旦

PAZグループ総長  



コロナ禍は、学生や教職員が、疾患と社会と
医療とをより深く学ぶ好機であり、医療系の
本学がその意義や価値を高める試金石とな
り得ます。四月からは二学部七学科体制に
移行し、部門間の均衡と、部門内の調和を
実現し、社会のより大きな期待と信頼に応え
られるよう、さらなる発展を目指します。

群馬パース大学では、2022年度より「看護学部」の設置及び保健科学部を
「医療技術学部」に名称変更するための手続きを行っております。
この手続きが完了しますと、現在、在学中の右記の対象学科・学年におい
て、入学時の学部名（保健科学部）が在籍中に変更（医療技術学部）され
ることとなります。

群馬パース大学 学長

栗田 昌裕

群馬パース大学福祉専門学校学生寮入寮開始1
重大ニュース

のご挨拶新年

学校法人

群馬パース学園

2020 予定2021
群馬パース大学１号館増築工事竣工予定

【入学時と学部名が変更する学科・学年】 ※2021年1月現在

学部名（変更前）

（現在）
保健科学部

検査技術学科

放射線学科

臨床工学科

2022年4月より
医療技術学部

1・2年生

1・2年生

1・2年生

対象学科 対象学年 学部名（変更後）

※看護学科に在籍中の全学生については学部名の変更はありません。

上記事項に関してのご意見・お問い合わせは右記まで ▼ ▼ ▼ 群馬パース大学  企画部　kikaku@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

木村博一教授に薦められて「パンデミッ
ク・マップ」（日経）を読みました。人類の歴
史は、感染症との戦いでした。しかし、人々
は、その試練を乗り越えてきました。今は、
まだ大変ですが、もう少しの辛抱。生活様
式は変わっても、笑顔の絶えない専門学
校を！今年もよろしくお願いします。

群馬パース大学福祉専門学校 校長

神野 明男

Gunma Paz Gakuen

1月末

2020年度 卒業証書・学位記授与式、卒業式3月12日

リハビリテーション学部開設
理学療法学科（入学定員60名）
作業療法学科（入学定員30名）
言語聴覚学科（入学定員30名）

4月1日

2021年度 入学式

※群馬パース大学 看護学部の届出設置及び
　保健科学部の名称変更(医療技術学部)準備

4月7日

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応・対策
（遠隔授業、「2020年度特別奨学金」制度新設等）2
「群馬パース大学新型コロナウイルス検査センター」
認可登録3
群馬パース大学５号館竣工4
（　　　　　　　　　　　　　　　 ）学生支援センター、健康管理センター、国際交流センター、
地域連携センター、看護実践教育センター、学生専用マンション

「保健科学部」名称変更について（2022年4月）

「学校法人 群馬パース学園」から「学校法人 群馬パース大学」に法人名を変更いたします4月1日

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（人 ・々人類）、Assistencia（保健・医療・福祉）、
Zelo（貢献・献身）の意味が与えられています。

Pessoa （人 ・々人類）
Assistencia （保健・医療・福祉）
Zelo （貢献・献身）

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/



昨年4月1日に「ほたか病院」から「群馬パース病院」に名称変更してから初めての新年を迎えました。そんな中、この度の新型コ
ロナウィルスによる弊害は当法人にとっても大きな試練となりました。未だに先の見えない霧の中を歩くような状況が続いてお
りますが、今後も唯一変わらないことは、我 の々使命である「患者様・ご家族・職員・地域住民を支えていく。」ことであります。
今年の干支である丑年には「我慢（耐える）」「芽が出る」という意味があるそうです。今年も我慢の時期が続くと思います
が、ワクチンや治療法の開発など新しい芽が出て、患者様とご家族、医療従事者が手を握り合い、マスク下の笑顔を見ら
れる日が一日でも早く来ることを願っております。

医療法人社団 ほたか会 理事長  樋口 奈津子

「群馬パース病院」に病院名変更1
重大ニュース

のご挨拶新年

医療法人社団

ほたか会

2020 予定2021

インターンシップ
(職場体験)

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

H otakakai

職員更衣室のリフォーム3
新しく生まれ変わった更衣室には、リラック
ススペースやドレッサーが設置され、職員の
労働環境の改善に取り組みました。

第26回 上毛新聞広告賞 受賞2
優れた新聞広告を顕彰する上毛新聞広告賞にて、理事長がデザイン
を発案した4月1日掲載の病院の名称変更の広告が「ぐんま愛賞」を
受賞しました。

高校生医療職体験

8月

群馬パース大学等の
実習生受入

5月～12月

3月・8月

レントゲン撮影装置が新しくなりました4
パース整形外科クリニック・こすもすクリニックでは、レントゲン
撮影装置の新規入れ替えを行いました。これにより画質向上・撮
影時間の短縮が可能となりました。

群馬パース大学との連携をさらに強化し、教育病院を目指す
ため、4月1日に「ほたか病院」から「群馬パース病院」へ名称
変更致しました。

群馬パース病院
TEL.0278-52-3000㈹
介護老人保健施設 武尊荘
TEL.0278-52-2141㈹

パース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/



新年あけましておめでとうございます。昨年からのコロナ禍では、今までの利用者様へのサービスの提供方法
を検証する大事な機会を得ることができた時間となりました。職員・利用者様を守るために職場環境の改善、職
員の安全衛生教育等を周知徹底、必要に応じた電子機器類の導入をし、職員の働き方や業務内容の更なる検
討により、安心安全な職場の提供に心がけていきます。私達職員一同は、お客様に「美しく、健やかに、元気で
老いる。」の基本理念を崩すことなく、地道に一つずつ目の前のできることから取り組んで「お客様に喜んで頂
く」施設運営に努めますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう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

検温アプリで職員の体調を管理し、安心安全なサービスの提供2
PAZグループ合同職場見学会＆インターンシップ開催3
介助浴室を拡張し、より快適に入浴していただけます4

重大ニュース

のご挨拶新年

新しい生活様式を取り入れたイベントの開催5
●夏祭りや運動会、文化祭を開催　●手作りくらぶを活発に開催
しそジュースや季節のフルーツスウィーツづくり、マスクづくり、エコバッグづくりetc

タブレット導入によるケア記録の効率化1
より利用者様にきめ細かく手厚いサービスを提供いたします。

株式会社

ヴィラージュ

2020 予定2021
インカムの導入による
スマート介護※の促進

入居者様がどのような状況でも
毎日を楽しんで生活できるよう、
工夫を凝らしたイベントを実施し
ていきます。

※「スマート介護」とは、ロボットやAI、
ITなどの先端技術を駆使して、業務の
効率化や生産性の向上につなげる次
世代の介護の形。  

各種イベントの開催

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

Village

エコバッグづくり 文化祭 花壇の花植え

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

介護付有料老人ホーム
ヴィラージュ尾瀬
TEL.0278-52-3333



介護報酬の改正
3年に1度の介護保険改正があ
るため、制度の変更に伴う諸対
応を行います。

4月

納涼祭
昨年はコロナウイルス感染拡大
のため、大々的に行うことが出来
なかったため、感染症予防を徹
底して行う予定です。

8月

新年あけましておめでとうございます。2020年度は、新型コロナウイルス感染によってあらゆる動きが鈍化し、外
出の制限や施設においては必需品であるマスク・アルコールなどの物品の品薄など多大な影響が出ました。災害
等は忘れた頃にやってくるものであり、危機管理意識が弱くなっていたことを戒める良い機会でもありました。
「新たな生活様式」というものも打ち出され、それに伴い、ITやICT機器が加速的に発達し、現在では生活に当た
り前のように取り入れられています。当法人においても、周りから遅れることなく機器の導入や対応を行い、新し
い施設の在り方を行っていければと思います。本年も皆様のご支援・ご協力の程、宜しくお願いいたします。　

社会福祉法人 パースの森 理事長  樋口 克子

新型コロナウイルス対策1
重大ニュース

のご挨拶新年

2月からご家族との面会が困難となりました
が、オンライン面会やガラス越し面会の設備
を整え、入居者様とご家族が顔を合わせて
話のできる環境を整えました。感染対策を
十分に行いながら対応をしていきます。

グランドピアノが多目的ホールに設置されました2
作曲家の杉本龍之氏からグランドピアノを寄贈していただきました。演奏会を実施して、
入居者様はもちろん、地域住民の方やボランティアの方などにも演奏を楽しんでもらえ
ればと思っています。

職場体験・インターンシップの開催3
専門学校生の夏休みの期間に10名
程度を対象として開催いたしました。
学生たちは、職員の説明を熱心に聞
いていました。

社会福祉法人

パースの森

2020 予定2021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 no M ori

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



初春のお喜びを申し上げます。2021年は、新社屋で迎えることができ、感激とともに感謝しております。
明日が今日よりも良い日になると思って今日を終わる生活がどんなに素敵なことなのか、最近になって
思うようになりました。サフランはそんな日々の幸せを実現できる会社になりたいと願っています。
本年も皆様とともに歩いて行きます。どうぞ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

のご挨拶新年

キャリア
サポートの
さらなる充実に
努めます！

群馬パース大学5号館が竣工

重大ニュース

5号館竣工に伴いメディカルサフランが
5号館1階に移転しました。これまで以上に、
皆様の就職支援をサポートしていきます。

2020
予定

2021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 S afran

昨年3年間の期間を経て、約1ヘクタールの耕地全面にブドウの植付けが全て完了しました。品種は、6種類となり総本
数1,203本となりました。今年はブドウの生育にとって重要な時期に天候の影響を少なからず受けましたが、農薬や葉
面液肥等の処置を施したことから最悪の事態は何とか回避できました。あらためて自然の厳しさを思い知らされたとこ
ろであります。さて、今年4年目を迎えるナイアガラ、マスカットベーリーAが本格収穫となりますので、ブドウジュース、
生食用として事業展開していきたいと思います。また、3年目を迎える品種について試験的にワイン用として委託醸造を
進めていきます。今後もさらなる高みを目指して努力を重ねていく所存です。本年もよろしくお願いいたします。

農業生産法人 株式会社 パース四方木 農場長  桑島 清

のご挨拶新年

ナイアガラ、マスカット
ベーリーAの本格収穫ブドウ苗1, 203本、植付け終了

重大ニュース2020 予定2021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

農業生産法人 株式会社

パース四方木 Paz Shihougi

1

学生寮の利用開始 5号館内の学生寮40室と渋川の学生寮10室の利用が始まりました。2

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

上
越
線

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15号　2021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

群馬パース病院

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 

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

渋 川

パース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

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.info.pazgroup.jp/PAZグループ 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42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（人 ・々人類）、Assistencia（保健・医療・福祉）、
Zelo（貢献・献身）の意味が与えられています。

Pessoa （人 ・々人類）

Assistencia （保健・医療・福祉）
Zelo （貢献・献身）

 平和で公正な社会の発展PAZ（平和）


