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 妙樹の 「い き い き トレ ー ニング」 

新しい「いきいきトレーニング」は松戸市介護予防・日常生活支援総合事業 短期 

集中予防サービスの通称であり、本サービスは生活目標の達成を目指す期限（3 ヶ月 

～６ヶ月程度）を明確に設定した上で集中的に専門職が関わり、ご自宅でも続けられ

るよう支 援するものです。 

当デイでは、「いきいきトレーニング」に対し、平成１８年に始まった「お元気ク 

ラブ」の委託を受けて以来、延べ２００名の方のご利用を頂き、大変喜ばれておりま

す。その蓄積されたノウハウを十分に生かして、ご利用者に満足いただけるよう皆様 

のご利用をお待ちしております。引き続き、 ご 自宅 まで の 無料 送迎 をいた

します。 

１．会 場：妙樹デイサービス（松戸市小山） 

１．  運動機能向上 教室 

日 時：毎週金曜日 １３時３０分～１５時３０分 

内 容：１５種類の機器を使用したトレーニングと自宅学習教材 

１．  認知症予防教室 

日 時：毎週木曜日 ９時３０分～１１時３０分 

内 容：手作りで豊富な教材を使用した脳トレと自宅学習教材 

１． 利用対象者：要支援・事業対象者の方 

１． 費 用：１回３５０円（１割負担の方）１回７００円（２割負担の方） 

１． 利用期限：３ヶ月～６ヶ月（２４回） 

１．送 迎：ご自宅まで無料で送迎いたします。 

＊ お問合せ先：妙樹デイサービス（電話：３６１－２０３５） 
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「いきいきトレーニング開催中」 

（松戸市介護予防・日常生活支援総合事業 

短期集中予防サービス） 

短期集中予防サービスは、生活目標の達成を目指す期限（3～６ヶ月程度）を明確に

した 上で集中的に専門職が関わり、ご自宅でも続けられるよう支援するものです。 

事業所名:上本郷名倉整骨院(かみほんごうなぐら せいこついん) 

代表者名:上井 文雄(うわい  ふみお)・他職員  上井 眞由美(看護師) 

住所  :松戸市仲井町 3-71 第 3 アンビルマンション 1F 

新京成電鉄上本郷駅から (260m) 徒歩 3 分位 

TEL  :047-366-8567 

FAX  :047-366-8567 

開催時間  午後 l 時 00 分から 3 時 00 分まで 

開催日  火曜日、金曜日 

特色・PR 

日々の診療の中で運動器の機能向上を主に手掛けており、日常生活動作訓練(転倒予防) 

心身機能の向上及び維持を考え更に利用者個人の目標達成を楽しく実施致します。 

(訓練例) 

・最初にその日の状態を把握する事から始めます。

一座っていての姿勢で  (頚部・肩部・肘部・手関節部・膝部・足関節部・他) 

-立っていての姿勢で、 (体幹部・膝部・下腹部・バランス・他) 

-仰向けに寝てる姿勢で  (股関節・腰部・肩部・胸郭・他)
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松戸市介護予防・日常生活総合事業 短期集中予防サービス事業指定所 

緑  ヶ  丘  接  骨  院 

「いきいきトレーニング」 

＜運動機能向上教室＞ 

少人数の教室なので、各自の筋力が弱い部分を把握させ 

それぞれに合った運動をすることにより 効果的に 

自立支援の向上を目指しております。 

また、腰痛や膝痛などの 慢性的な疾患や神経痛症状を 

呈している方も ストレッチと運動の仕方を指導し 症状の軽減と 

日常生活の改善を図っていき、楽しく徐々に筋力をつける運動を増やして 

いきます。 

スポーツジムや公共の運動教室についていけない方も支援していきます。 

日にち：毎週火曜日と金曜日の週 1～２回 

時間：午後３時から５時 

住所：松戸市緑ヶ丘１－２３第一泉ビル１階緑ヶ丘接骨院内 

◦松戸駅より新京成バス野菊野団地行きにて一本松バス停下車 すぐ

◦新京成線上本郷駅より徒歩１０分 ◦駐車場・駐輪場あり

TEL：３６７－００３３  担当 吉岡 

※短期集中予防サービスは、生活目標の達成を目指す期限（３ヶ月～６ヶ月程度）を明確に設定した上で

集中的に専門職が関わり、ご自宅でも続けられるよう支援するものです。
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カトレアいきいきトレーニング教室

開催日 時間 

 
 

 
 

 
 

※所得によって負担割合が異なります。

スタッフ：理学療法士・看護師・介護予防指導員
定員：15名
※ご来館時のご注意事項：上履き持参、動きやすい
格好でご来館下さい。

～ 一日の流れ ～ 
13:00～13:30 送迎 
13:30～15:30 カトレアいきいきトレーニング 
15:30～      送迎 

～ プログラム例 ～ 
身体状況チェック 
マシントレーニング
集団体操（ストレッチなど）
休憩（水分補給など）
サーキット歩行
バランストレーニングなど
クールダウン
※運動の間に随時、休憩（水分補給）をはさみます。
※通所プログラム（複合）の内容は、個別プログラムを計画致します。

送迎範囲 
東部 松飛台 五香 他地域は要相談 

■送迎は自宅付近までを想定しておりま
すが詳細な送迎範囲についてはお手数で
すがお問合せ下さい。
■無料駐車場あり ※直接お越しの場合

親愛ケアサービス有限会社 

松戸市介護予防･日常生活支援総合事業 短期集中予防サービス 

プログラム 曜日 時間 

訪問プログラム 予約制（月～木） 要相談 

通所プログラム 
（複合） 

月 水 １３時３０分～ 
１５時３０分 

通所プログラム 
（運動 認知） 

火 木 １３時３０分～ 
１５時３０分 

料金 

１回 ５００円 

１回 ４５０円 

１回 ３５０円 

筋力・体力・友達は、シニアライフ
の必須アイテム。 
いきいきはつらつとした生活を目指
して一緒に運動しましょう。 
専門スタッフの理学療法士・看護師
が1人1人にあった運動を 
考えて一緒に行っていきます。 

マシントレーニング いきいき体操 

カトレアデイサービス
カトレアいきいきトレーニング教室

ＴＥＬ ０４７－３８３－１８５２／ＦＡＸ ０４７－３１１－２８０６
〒２７０－２２２１ 松戸市紙敷３－１０－１
担当 蓬田（よもぎた）  伊藤（いとう） 川名（かわな）
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松戸市介護予防・日常生活支援総合事業 
（機能強化型）通所型短期集中予防サービス のご案内 

平成 27 年ＯＰＥＮ！ 

見晴らしのよい丘の上に位置し、広く開放感ある空間が当施設の特徴です。 

併設事業として、特別養護老人ホームがあり、ＳＴ、管理栄養士、看護師、 

また、訪問歯科医、嘱託医も控え様々な見地からのアドバイスが可能です。 

■ 開催日・時間

プログラム名 実施曜日 時間 

機能強化プログラム 月・水・金曜日 13：30～15：30 

■ プログラム概要

運動器の向上、栄養改善、口腔機能向上、認知機能向上のプログラムを複合的に実施することにより、

より効果的に生活機能の改善を図る。

■ 1 クールの内容 ■ プログラム内容

    

              

  

   

              

         

■ 利用料

通所 1回 450 円（900 円） 

＊（  ）内は、負担割合が 2割の方 

プログラムによっては、実費が発生することがあります。 

■ 送迎範囲

松戸市の東部地区を設定。それ以外に

ついては、機能強化型短期集中予防（

通所）運営規定による。

また、原則、ドア・トウ・ドア送迎を行う

スタート •出席表記入 

•バイタルチェック

•個人別カウンセリング

•プログラム開始

•学習・指導

•プログラム終了

スタート
•専門スタッフによる事前調査

•個別サービス計画書の作成

•セルフケアの推進

•専門スタッフによる事後調整

社会福祉法人 親愛会 

親愛の丘 デイサービス 

〒270-2232 松戸市和名ヶ谷 1258-1 

Tel.  047-712-1200 

Fax． 047-712-1201 

担当：前田  

 

 

 

 

理学療法士が、通所プログラム実施前にご自宅に訪問し、

心身及び身体機能の状態をチェックし、生活課題を把握し

た上で看護師・理学療法士等の専門職が、運動器機能向上、

栄養改善、口腔機能向上及び認知症機能向上プログラムを

複合的に組合わせ、利用者個人に最良のものにし提供しま

す。 

・運動器機能向上プログラム

ストレッチ、有酸素運動及び簡易な器具を用いた運動

・口腔機能向上プログラム

口腔機能向上、摂食・嚥下等の機能訓練の指導

セルフケアプログラムの策定及び実施への指導

・栄養改善プログラム

栄養教育及び栄養改善指導

・認知機能向上プログラム

上記 4 つのプログラムを通して認知症予防を図る 

6



～住み慣れた地域でいつまでも若々しく健康で、自分らしい老後を送るために～ 

梨香苑では４種類 3コースの教室を開講します 

※祝祭日はお休みです

：理学療法士の指導のもと、道具や映像を通した 【運動機能向上教室】・【認知機能向上教室】

体操や、脳トレ教材を用いて運動機能、認知機能向上を目指します 

：言語聴覚士による、嚥下機能（飲み込み）についての分かりやすい解説、【口腔機能向上教室】

誤嚥（むせ込み）を予防するための工夫や、実技指導を行います 

：健康維持のため食生活改善の指導を行います 【栄養改善教室】

＊短期集中予防サービスは、生活目標の達成を目指す期限を明確に設定した上で集中的に

専門職が関わり、ご自宅でも続けられるよう支援するものです。 

◆対象：６５歳以上で、基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方

◆場所：介護老人保健施設 梨香苑（松戸市立福祉医療センター内）

◆送迎：ＪＲ東松戸駅～梨香苑の送迎承ります

＊詳細はお問い合わせ下さい 

問い合わせ 松戸市立福祉医療センター 東松戸病院内 介護老人保健施設 梨香苑 

松戸市高塚新 123番地 13 電話 047-391-5500 担当：支援相談員 酒井 

●運動機能向上教室・認知機能向上教室（週１～2回 3～６ヶ月 全 24回） 

毎週月・木曜日 13：30～15：30 (定員:運動機能 10名、認知機能 5名)

●口腔機能向上教室（ 月 2回 3ヶ月 全 6回 ）

第 1・3水曜日 14：00～14：50（定員 4名）

●栄養改善教室  （ 月 2回 3ヶ月 全 6回 ）

第 1・3水曜日／第 2・4水曜日 10：00～12：00（定員各 1名）
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千葉県松戸市中根517番地 

有限会社元気介護支援サービス 
TEL:047-331-5353 FAX:047-331-5500 

わいわい倶楽部 
いきいきトレーニング 松戸市介護予防･日常生活支援総合事業

短期集中予防サービス 

場所：千葉県 松戸市 中根５１７番地 
活動日：月曜日～金曜日 

14：15～16：15 
送迎方法：最寄り駅に集合するバスストップ型 

お問い合わせ 
０４７－３３１－５３６２ 

本社外観 ストレッチ体操 トレーニングマシン

元気高齢者を目指しましょう！ 
足腰が弱くなった 
急に体重が減ってきた 
歯が弱くなった 
物忘れが増えた 

と感じている方 

理学療法士と看護師が 
３～６ヵ月の機能強化型プログラムにより運動しながら、 
自宅で自分で出来る訓練メニューを学習出来ます。 

日曜日に施設開放 
日曜日には近隣の方々に施設を開放しています。機能強化
型プログラム終了後、希望の方はご自由に参加ＯＫです。
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実施日時  毎週火・金曜日  午後 1時～午後 3時  週１回もしくは週２回（全２４回） 

場所     新松戸名倉接骨院 松戸市新松戸南１－４８５（新松戸ユーカリパークハウスそば） 

 新松戸駅徒歩 20分 馬橋駅徒歩 15分  駐車場・駐輪場あり 

内容 筋肉・関節の柔軟性を高めるストレッチ運動や筋力を強化する筋力トレーニングを中心に、バランス運

動、脳トレ運動等を行い日常生活機能の改善を目指します。ご自宅でご自身でも出来るような簡単

で効果的な運動を行っていきます。運動や健康、身体に関する学習時間もあります。 

1日の流れ 体調チェック・学習時間(10分)→準備体操・ストレッチ(20分)→バランス運動・脳トレ運動(30分)→

筋力トレーニング(30分)→整理体操・ストレッチ(20分)→体調チェック・学習時間(10分)（適時休

憩をとりながら行います。時間と流れは一例です。状況により臨機応変に行います。） 

持ち物 動きやすい服装(上履きは必要ありません) ・ 汗を拭くタオル ・ 水分補給のためのお茶等(当事業所に

もウォーターサーバーを設置しています) 

費用 350円 または 700円（所得により） 

送迎 基本的にはありません。（ご自身の足で通うことも大切な運動の一つだと思っています！） 

いきトレ 24回終了後  卒業後もご希望の方には週１回程度同会場を開放してご自分に合ったペースとメニュー

で運動を続けていただけます。また、定期的に身体機能測定も実施できます。（１回７００円） 

お問い合せ ０４７－３４５－４１１３（担当：大中・山岡） 
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グリーンいきいきトレーニング 
楽しい時間とサロンのような空間 

お身体と心の生活機能の維持向上の短期集中予防サービスです。 

手芸と体操で毎日に楽しみを！！ 

最近出歩くのが億劫になったわ… 

ちょっと物忘れかしら・・・ 

何でも面倒に感じるのよね・・・ 

それは危険信号かもしれません。 

小金原の桜通りに面したグリーンでは、 

週１～２回いきいきトレーニングを行っております。 

運動がお嫌いな方でも、手先が不器用な方でも楽しく認知機能向上を！ 

明日の私を変えてくれる・・・それが 

「グリーンいきいきトレーニング」 

松戸市介護予防・日常生活支援総合事業

月・金 8：00～10：00 
参加費１回のご利用：１割の方 350 円/２割の方 700 円 
場所：デイサービスグリーン内・松戸市小金原 4-24-17（ユーカリ交通公園そば） 

「グリーンいきいきトレーニング」 
お問い合わせ：０４７－７１０－０７２８ 
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‘ 

●短期集中予防サービスは、生活目標の達成を目指す期限（３ヶ

月～6ヶ月程度）を明確に設定した上で集中的に専門職が関わり、

ご自宅でも続けられるよう支援するものです。 

●週 1～２回の３か月～6ヶ月間が目安です。（合計で２４回）

●時間：午後１時～３時まで。

途中に休憩を何度もはさみながら約２時間の体操です。 

●家でも出来るように、道具やマシーンを使わない運動です。

最初は、縮こまった体を大きく動かせるようにストレッチが多め、 

徐々に筋力強化の運動を増やしていきます。 

●ふらつき・転倒の予防、痛みの改善、いつまでも動きやすく、

疲れにくい体作りを目指します。（運動機能向上が目的です） 

松戸市常盤平３－８－９－１階 ☎０４７－３８４－１１２７
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「松戸市介護予防・日常生活支援総合事業 短期集中予防サービス」 

「体力の低下に不安を感じる。 

でもどんな運動をすればいいか、ちゃんと続けられるか…」 

そんな方にオススメ！ 
いつまでも健康で元気な毎日をおくるために・・・ 

あなたの体力に合わせた効果的な運動を 

接骨院の先生（柔道整復師）が直接指導いたします！ 

※短期集中予防サービスは、生活目標の達成を目指す期限（3 ヶ月～6 ヶ月程度）を明確に設

定した上で、集中的に専門職が関わり、ご自宅でも続けられるよう支援するものです。

常盤平中央接骨院（西友ストアー裏 立体駐車場の近く） 

松戸市常盤平 3-21-8  ＴＥＬ：047-384-0971 

実施日時（週 2日）火曜・木曜 12：30～14：30 
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月水金
火木土

月水金
火木土

※ 2割負担の方は上記の金額の2倍となります

9：00～12：00
　ご利用料（1割負担の場合）　450円/回

訪問型 月～金

実施曜日

通所型(単一型)

実施時間

9：00～12：00
13：30～16：30

9：00～16：00
土曜日は応相談

　ご利用料（1割負担の場合）　500円/回
通所型では別途飲料代を100円/日頂戴いたします

　ご利用料（1割負担の場合）　350円/回

通所型(強化型)
13：30～16：30

〒270-2212 

千葉県松戸市五香南2-18-5 

TEL：047-701-5121 

担当 助工（すけく） 

随時ご相談・ご見学受付中‼ 

リハビリサロンたんぽぽ
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◆健康運動教室◆認知症予防教室（週1～２回3～６ヶ月/全２４回）

毎週 月・水・木・金曜日　午後13：15～15：15

◆口腔ケア教室（月２回３ヶ月/全６回）

毎月第２・４土曜日　午前10：00～11：00

◆栄養改善教室（月２～３回３～６ヶ月/全８回）

毎月第１・3土曜日　午前10：30～12：30

☆送迎バス停留所一覧☆

八柱駅・松飛台駅・松戸南郵便局・ふ
れあい２２・元山駅・東松戸駅・五香
駅・常盤平支所　他（応相談）

「地域のみなさまが自立した在宅生活を続けられるようにお手伝いすること」
を目的として活動しているのがソレイユ倶楽部です。

～いきいきトレーニング（松戸市指定事業所）～

『松戸市介護予防・日常生活支援総合事業　短期集中予防サービス』

※ルート送迎バスあり（無料・要登録）

『短期集中予防サービスは、生活目標の達成を目指す期限（3～6ヶ月程度）を明確に
設定した上で集中的に専門職が関わり、ご自宅でも続けられるよう支援するものです』

特別養護老人ホームひまわりの丘 
松戸市五香西５－１９－８ 

TEL 047-311-2100

担当：たなべ・やまぐち・はしもと  

【運動器の機能向上教室＆認知症予防教室】  （120分） 
●ご挨拶・健康チェック・水分補給・・・５分

●ラジオ体操・DVD体操（準備体操・座って行う運動・立って行う運動）

・ボールを使ったエクササイズ・・・６０分

●脳トレ・マシンを使ったトレーニング・・・４５分

【口腔機能向上教室】  （60分） 
●歯科医と歯科衛生士からの口腔内の衛生管理や噛むことについての指導

【栄養改善教室】  （120分） 
●管理栄養士による栄養指導と料理教室の開催

14



短期集中予防サービス 

コ
ー
ス 

☎047-386-6357  http://rokkoudai.net

松戸市介護予防・日常生活支援総合事業 

松寿園ココからスタジオ 

千葉県松戸市六高台2-19-2 

短期集中予防サービス  松寿園ココからスタジオ 

みんなの笑顔のために。  
松寿園ココからスタジオは、社会福祉法人六高台福祉会（松寿園）が提供するサービスです。 

①月・木コース 9：30～11：30/13:30～15:30
②火・金コース 9：30～11：30/13:30～15:30

運動器の機能向上 （主な担当地域：六実・六高台・五香）  
短期集中予防サービスは、生活目標の達成を目指す期限（3ケ月～6ヶ月程度）を明確
に設定した上で、集中的に専門職が関わり、ご自宅でも続けられるよう支援するものです。
最新のトレーニングマシン5種を用意しています。本格的なマシントレーニングをお一人
お一人に合わせたプログラムに応じて、無理なく行うことが出来ます。
また、専用リハビリ用具（プレミアムジム）を用いたバランス運動やストレッチ運動なども
併せて行います。楽しく、飽きのこない、あっという間の2時間トレーニングを提供いたしま
す。
スタジオスペースは2部屋に分かれ、計100㎡以上あります。余裕のあるスペースでゆっ
たりと行なって頂くことができます。（別途屋上スペースもあります）

心（ココ）と身体（から）のリフレッシュ！！ 私たちが皆様の運動をサポートいたします。 
続けられる運動を楽しくできますように・・・明日につなぐ、今日の積み重ね！！ 

ご利用をお待ちしております。   担当職員：介護予防指導士、あん摩マッサージ指圧師等 

年度内に午前中コースを増設する予定です。 
送迎有り（六実・六高台・五香地域）。 修了後は、設備を自由解放しています。 

福嶋 阿部（芳） 阿部 隅田 
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