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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。
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学校法人 群馬パース大学
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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

学校法人

群馬パース大学
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。

リハビリテーション学部が
スタートしました

将来ある学生のために
温かい心を育てていきたい

リハビリテーションは、病気や

明るい挨拶と笑顔で登校して

障害の治療はもちろん、
誰もが

くる学生たち。
この子たちが来

「自分らしく生きる」ために、環

年、再来年、保育や福祉の現場

境を整え、前へ進むことを支え

で多くの人々を笑顔にしてくれ

ます。まずは学生がどんな状

ることを、そしてしっかりと自

況にあっても強く、たくましく、

TEL.027-365-3366㈹

群馬パース大学
リハビリテーション学部長

村田 和香

そして自分らしく生きていく力
を身につけること、そんな教育
を目指します。

分の足で歩いていくことを願
教職員一同力を合わせて、
群馬パース大学福祉専門学校 い、
副校長
人としての温かい心と実践力

都丸 千寿子

上半期のご報告

下半期の予定

学校法人群馬パース大学に法人名変更
■リハビリテーション学部開設

10月23日（土）
・24日（日）

■

群馬パース大学 学園祭

理学療法学科（定員60名）
作業療法学科（定員30名）
言語聴覚学科（定員30名）

■

を育てていきたいと思います。

流星祭

3月11日（金）
学校法人群馬パース大学

卒業証書・学位記授与式

学校法人群馬パース大学入学式

群馬パース大学・群馬パース大学大学院

【4月7日（水）】

群馬パース大学福祉専門学校

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
※新型コロナウイルス感染症の影響で上記予定が変更になる場合がありますのでご了承ください。

医療法人社団

ほたか会
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。

この夏、コロナ禍を乗り切るために
新型コロナウイルスが現れて1年半になりますが、その遺伝子は変異し
つつ感染患者数を増やし、なお収束の兆しがみえません。利根沼田地
域でも地域外者との交流によると思われる家庭内感染が増えてきまし
た。介護施設に入所している重症化しやすい方々、入院治療を受けてお
られるご高齢患者様にとってまだまだ心配な日々が続きます。この夏を
ワクチン接種で乗り切り、そして地上のウイルス量が減少するまで、どう
ぞ家庭内感染には十分ご注意ください。

TEL.0278-52-2141㈹

群馬パース病院 病院長

國元 文生

上半期のご報告

下半期の予定

新型コロナ等医療提供訓練実施 院内保育所リニューアル

■

4月17日、利根沼田保健福祉事務所の指導の下、発熱

フロール保育園の壁紙とじゅうたんの張り替

病院までの交通手段がなく困っている方に、

外来及び透析センターにて、新型コロナ感染患者の対

えを行い、
自然をイメージとした子供たちに親

ご自宅から病院までの往復を個別で送迎して

応を想定した動作訓練を実施しました。

しみやすいデザインに変更しました。

おります。
今後対象地域を拡大していきます。

外来個別送迎拡充

※新型コロナウイルス感染症の影響で上記予定が変更になる場合がありますのでご了承ください。

株式会社

就任のご挨拶

ヴィラージュ

6月から代表取締役社長に就任いたしました。3 0年以上の介護 福祉の
実績がある、株式会社ヴィラージュの基本理念である「美しく健やかに

美しく 健やかに 元気で老いる

元気で老いる」をモットーに、環境をさらに整えて、入居者様やご家族
の皆様から「ここなら安心して任せられる」施設運営を行ってまいりま
す。また、IT技術やロボットなどを導入して、新しい介護の在り方を模索
しながら、入居者様の満足度の向上や職員の働きやすい職場づくりな
どに努めていきたいと思いますので、今後ともご支 援の程、よろしくお
願い申し上げます。

TEL.0278-52-3333

株式会社 ヴィラージュ 代表取締役社長

河上 暢利

上半期のご報告

下半期の予定

桜ドライブ

おとなの学校を開講

eラーニング導入

コロナ禍の状況にあっても花はき

朝 礼や国語、算数、様々な授 業など

集合研修からインターネットを利

れいに咲きます。春の風物詩「サ

学校生活を再現することで、入居者

用して個別の研 修スタイルへ。繰

クラ」を静かに見学してきました。

様は学生の頃に戻った様に元気に楽

り返し何度でも受講可能なため、

来年こそは…と願いをこめて。

しく学べる場になっています。

今まで以上にしっかりと学ぶこと

ヴィラージュ文化祭

■
■

秋の運動会

クリスマス会

■

が出来るようになりました。

■

餅つき

■

介護実習生受入

等

※新型コロナウイルス感染症の影響で上記予定が変更になる場合がありますのでご了承ください。

社会福祉法人

心機一転、理念の実現に向けて

パースの森

新型コロナウィルス感染拡大により社会情勢が大きく変化する中、当施

A comfortable life

設も安全にサービスを提供するため、せわしい毎日を過ごしております。
介護人材不足が深刻化しており、今後の見通しも不透明ですが、この4

〜快適な生活をすべての人に〜

月に2 名の新入職員を迎えることができました。
「 共に働く仲間が増え
る」という明るい出来事を期に心機一転、入居者様の快適な生活を支え
るため、職員一同、努力を重ねていく所存です。今後ともご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。

TEL.0279-26-2626

特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ 保健課長

森川 康弘

上半期のご報告

下半期の予定

インターンシップの
受け入れ

キャリアアップの
サポート

実習指導体制の
強化

群馬パース大学福祉専門学校の学

ユニットリーダー研修に職員を派

前年度から介護実習の受け入れを

生に当施設を知っていただく良い機

遣しました。オンラインでの受講

開始しました。今後は当施設の良さ

会となりました。本年度も専門学校

となりましたが、
多くの学びがあっ

をPRするだけでなく、実習指導体

と連携して、PAZグループの良さを

たようです。今後も職員のキャリ

制の強化を図り、積極的に介護福祉

発信していけたらと思います。

アアップを支援してまいります。

士の養成に取り組んでまいります。

■

各種イベントの開催

入 居者 様に快 適に生 活していただく
ため、納涼祭や手作りおやつの体験な
どを企画・実施してまいります。
■

職員の外部研修への派遣

職員のケアの質を向上とキャリアアッ
プの支援を積極的に行います。
■

感染症対策の強化

安全なサービス提供の継続のため、感染
発生時を想定した訓練などを行います。
※新型コロナウイルス感染症の影響で上記予定が変更になる場合がありますのでご了承ください。

株式会社

新しい場所からより手厚いサポートを

サフラン

サフランでは群馬パース大学の在学生や卒業生の就職活動全般を手厚

●有料職業紹介事業 10ユ-300134
●労働者派遣事業
派10-300284
●「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…

くサポートしています。昨年秋から5号館へ引越し個別対応できる面談
室も複数完備され、より多くの在学生・卒業生をフォローできるよう取り
組んでおります。在学生には国家資格キャリアコンサルタント保有の相
談員を増員し、
「 自己理解」を深める支援を重点的に行うことで就職先の
決定に役立てる場として、卒業生にはメディカルサフランのアドバイザー
が就職後の不安や転職などの相談を受け、情報提供やスキルアップでき
る病院・施設を紹介する場として、スタッフや5号館もフル稼働中です。

TEL.027-381-6002

株式会社 サフラン 取締役

寺澤 英裕

上半期のご報告

下半期の予定
一般企業への
派遣開始

5号館での
キャリア支援スタート

■

4月から5号館にて新4年生のキャ

医 療・介 護・保 育 の み ならず 、

リア支援が本 格的に始まり、連日

一 般 企 業 へ 事 務員や 受 付ス

予約でいっぱいの状 況です。引き

タッフの派遣を開始します。

続きコロナ対策としてリモート相談
も行っております。
※新型コロナウイルス感染症の影響で上記予定が変更になる場合がありますのでご了承ください。

農業生産法人

今秋、待望の「ジュース」加工生産開始

株式会社

パース四方木

当農園は、今 年で4 年目のシーズンを迎えました。上半 期は、北からの
強風 対策として防風ネットの設置や倉庫西側に駐車場を整備し、農作
業の利便性向上を図りました。また、4月下旬には、農作 業の更なる効
率化を目指しトラクターと関連設備機 材の導入を行い、少数 精 鋭によ

渋川市小野子字四方木3617番地5

る事業展開を進めていきます。
下半 期では、秋頃にナイアガラとマスカットベーリーAのジュース加工
を行う予定です。四方木の大地に広がる、ブドウの緑のカーテンの見
栄えが素晴らしいので、ぜひお越しください。
農業生産法人 株式会社 パース四方木 農場長

桑島 清

上半期のご報告

下半期の予定

ナイアガラと
マスカット
ベーリーＡの
ジュース加工

防風ネットの設置

■

■

（長さ35ｍ・高さ2ｍ）

トラクターと
関連設備機材の導入

■

■

駐車場の整備

（倉庫西側）

防風ネットの設置

駐車場の整備
※新型コロナウイルス感染症の影響で上記予定が変更になる場合がありますのでご了承ください。
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