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はじめに 
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 日本の少子高齢化が進む中、本市におきまして
は平成３１年４月には高齢化率が３０．２％となり、
近隣市町よりも高い状況となっています。併せて要
介護認定率が高くなる７５歳以上の人口も増加して
いるため、このままでは介護が必要な高齢者も増
加していくおそれがあります。 

 このため、「元気なうちから要支援・要介護状態
になることをできる限り防ぐ（遅らせる）こと」、また、
「要介護状態の方は状態がそれ以上悪化しないよ
うにすること（重症化予防）」という介護予防の推進
が重要になってきます。 

 春日部えんJOYトレーニングは、高知県で発祥し
た住民主体の介護予防体操（百歳体操）ですが、
埼玉県でもモデル事業として導入し、本市において
は平成２８年度から理学療法士会の協力を得なが
ら実施しています。 

 春日部えんJOYトレーニングという名称は、「円
で（みんなで）トレーニングする」、「楽しくトレーニン
グする」、「縁（仲間づくり）がうれしい」などの思い
を込めて命名しました。 

 介護予防は「自分で努力する介護予防」から「社
会参加による介護予防」へと変革しています。住民
主体で実施し、定期的に通う場をつくることで人と
人とのつながりや仲間づくりの輪が生まれ、その輪
が広がることで地域の支え合いや見守り体制の構
築につながります。そして、この支え合うことが介
護予防につながるものと考えています。 

今後も多くの方に参加していただき、支え合う地
域づくりを推進しながら介護予防を進めていきます。 

令和元年 １１月  春日部市健康保険部介護保険課 



えんJOYトレーニングって？ 

調整可能な重りを
使った運動で誰でも
簡単にはじめられる  
   運動だよ☆彡 

 歩いて通えて、ご近所の人達と 
楽しく笑顔で効果のある運動 

                   ができる
それが、えんトレ！！ 

・週に1回集まって1時間30分程度の全身トレーニング 
・定期的な体力測定で自分の体力年齢が分かる 
・住民主体の介護予防体操 

※春日部市では、えんJOYトレーニングを略してえんトレと呼んでいます。 
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本当に効果はあるの？ 

今まで参加された約400名の体力測定の結果で 

   立ち上がり回数※の平均値ですが 

 回数はどんどん増え、 
運動効果がみられるよ♬ 

※30秒間で何回イスから立ち上がるかを測定します。 
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えんJOYトレーニングに 
        参加することで 

ご近所のみなさんと楽しく運動し、 

に繋がります。 

サポーター養成講座 集合写真 
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参加者の声 

・駅まで休憩せずに歩けるようになりました。 
・筋肉がつき、歩くことに自信がつきました。 
・階段がスイスイ登れるようになりました。 
・ゴルフの飛距離が伸びるようになりました。 

 身体の変化 

こころ・生活の変化 

・友達が増えました。 
・えんトレに来て、皆と会話できるのが楽しみ。 
・色々な場所にお出掛けできるようになりました。 

嬉しい声がたくさん 
   届いています🎶 
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参加希望の方は 

介護保険課または各団体の担当の 
地域包括支援センターへお問合せください。 

春日部市健康保険部介護保険課 地域支援担当 
       048-736-1111（内線7575） 

団体 曜日 開始時間 　　担当の地域包括支援センター

1 牛島１番組自治会 金曜日 13：00～ 第7　733-7771
2 新宿新田区 月曜日 10：00～ 第8　746-5190
3 内谷いきいきクラブ 月曜日 　9：30～ 第1　754-3775
4 夢クラブ　ルネかすかべ 水曜日 　9：30～ 第3　753-1136
5 豊町自治会 月曜日 10：00～ 第3　753-1136
6 健康寿命を伸ばす会　Ⅰ 水曜日 14：30～ 第6　738-0021
7 北部新宿区いきいきクラブ 月曜日 13：30～ 第8　746-5190
8 豊野そらまめクラブ 木曜日 14：00～ 第7　733-7771

第1　754-3775
中央公民館　752-3080

10 大場新田ひまわりクラブ 木曜日 10：00～ 第4　738-5764
11 藤ヶ丘文化村ふれあいサロン 月曜日 10：00～ 第7　733-7771
12 オパールクラブ 火曜日 10：00～ 第8　746-5190
13 ドルミ春日部会 金曜日 10：00～ 第4　738-5764
14 西金野井西区自治会 月曜日 13：30～ 第8　746-5190
15 健康寿命を伸ばす会　Ⅱ.Ⅲ 木曜日 14：30～ 第6　738-0021
16 ガーデンタウン　P.P.Kクラブ 木曜日 10：00～ 第8　746-5190
17 サンライズヴィラ北春日部 火曜日 10：00～ 第2　753-2020
18 池の端そらまめの会 月曜日 10：00～ 第6　738-0021
19 内牧地区えんJOY会 金曜日 10：00～ 第2　753-2020

健康をかんがえる 水曜日 14：00～9
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①牛島1番組自治会  
②新宿新田区        
③内谷いきいきクラブ       
④夢クラブ ルネかすかべ     
⑤豊町自治会    
⑥健康寿命を伸ばす会Ⅰ        
⑦北部新宿区いきいきクラブ 
⑧豊野そらまめクラブ 
⑨健康をかんがえる 
⑩大場新田ひまわりクラブ 
 
 
 

⑪藤ヶ丘文化村ふれあい  
  サロン 
⑫オパールクラブ 
⑬ドルミマンション会 
⑭西金野井西区自治会 
⑮健康寿命を伸ばす会ⅡⅢ 
⑯ガーデンタウン P.P.Kクラブ 
⑰サンライズヴィラ北春日部 
⑱池の端そらまめの会 
⑲内牧地区そらまめ会 
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春日部市内での会場案内 



①牛島１番組自治会 
開催日：毎週金曜日 
 13時00分〜14時30分 
場所：牛島1番組集会所 
参加人数：20名前後 
サポーター代表：関根 

＜特徴＞ 

私たちがえんトレを始めて2年が過ぎますが、

今でもえんトレの最後の運動は大変です。そし
て思うのはトレーニングの効果も大事ですが、
とにかく続けることに意義があると思います。 
5年後もえんトレを続けられるように、地域の仲
間と笑顔で楽しく続けていきたいと思います。 

 

＜サポーターから一言＞ 

春日部えんJOYトレーニング第1号の会場です。 

足腰が弱く自信のない方でも、地域のみなさ
んがやさしくサポートしてくれますので安心し 
て参加できます。 
えんトレ後のお茶会でホッとするひとときを！ 

＜えんトレ風景＞ ＜お茶会＞ 
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②新宿新田区 
開催日：毎週月曜日 
 10時00分〜11時30分まで 
場所：新宿新田集会所 
参加人数：15名前後 
サポーター代表：小川 

＜特徴＞ 

参加して、継続することが大切
だと思います。時間がある限り、
一緒に続けましょう。楽しいです 
よ！ 

＜サポーターから一言＞ 

お互いに気にかけて、町で出会っ
たら声を掛け合う間柄になってき 
ました。 

＜えんトレ風景＞ ＜体力測定＞ 

⇀野田方面 
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③内谷いきいきクラブ 
開催日：毎週月曜日 
 9時30分〜11時00分まで 
場所：イリーゼ春日部 
参加人数：30名前後 
サポーター代表：徳田 

＜特徴＞ 

参加者で役割分担をして、協力しな
がら行っています。人とのつながり 
を大事にしていきたいと思います。 

＜サポーターから一言＞ 

脳トレも取り入れたり、時々食事会
を行ったりしています。参加者がえ
んトレの効果を実感しながら、仲良 
く行っています。 

＜えんトレ風景＞ ＜会場設営＞ 

ふれあい 
キューブ 
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④夢クラブ ルネかすかべ 
開催日：毎週水曜日 
 9時30分〜11時00分 
場所：ルネ春日部集会所 
参加人数：20名前後 
サポーター代表：藤島・奥本 

＜特徴＞ 

えんトレは我々高齢者の体内に筋肉貯金を蓄
え健康寿命と平均寿命のギャップを縮め、でき
るだけ永くハッピーライフをエンジョイするため
に有効な手段です。みんなで協力しあい笑顔
を絶やさずに楽しく行っておりますので、みなさ
まも一緒にいつまでも元気な体でいられるよう 
頑張ってみませんか。 

 

＜サポーターから一言＞ 

市内では珍しく男性の参加者が多い会場で
す。みなさんとても仲が良く、活気と迫力を
伴った一体感を味わうことができますので、
自然に体が踊りだしてしまいます。地域の行
事にも積極的に参加されているアクティブな 
グループです。 

＜えんトレ風景＞ ＜夢クラブの活動＞ 

↼大宮方面 
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⑤豊町自治会 
開催日：毎週月曜日 
 10時00分〜11時30分まで 
場所：豊町自治会館 
参加人数：15名前後 
サポーター代表：小野 

＜特徴＞ 

自分の体調に合わせて、できるとこ
ろまでやっています。継続する事が 
大事だと思っています。 

＜サポーターから一言＞ 

男女問わず参加でき、和気あいあ
いとトレーニングを行っています。
お互いに助け合い、声を掛け合い
ながら進めています。 
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＜えんトレ風景＞ 



⑥健康寿命を伸ばす会Ⅰ 
開催日：毎週水曜日 
 14時30分〜16時00分まで 
場所：サンライズ・ヴィラ春日部 
参加人数：20名前後 
サポーター代表：石川 

＜特徴＞ 

この会場では笑顔を絶やさずえん
トレを行っています。また、独自に
嚥下体操も取り入れて、皆で楽しく 
行っています。 

＜サポーターから一言＞ 

会場は有料老人ホームの一部をお
借りして行っています。何人か入所
されている方も交えて、助け合いな
がら行っている会場です。 

＜えんトレ風景＞ 

⇀

越
谷
方
面 
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⑦北部新宿区いきいきクラブ 
開催日：毎週月曜日 
 13時30分〜15時00分まで 
場所：北部新宿区集会所 
参加人数：15名前後 
サポーター代表：今村 

＜特徴＞ 

＜サポーターから一言＞ 

＜えんトレ風景＞ 

毎週の役割を当番制で行っており、
みんなが協力して行っています。会
場の雰囲気は、とても明るく笑顔が 
絶えない会場となっています。 
 

みんなと協力して笑顔を絶やさずに
楽しく行っております。一緒にえんト
レに参加し、いつまでも元気な体で
いられるように頑張っていきましょう。 
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⑧豊野そらまめクラブ 
開催日：毎週木曜日 
 14時00分〜15時30分まで 
場所：豊野地区公民館 
参加人数：14名前後 
サポーター代表：廣瀬 

＜特徴＞ 

みんなでワイワイやっています。各
自役割を決めていますが、それにこ
だわらず全員で協力してえんトレを 
続けています。 

＜サポーターから一言＞ 

参加者ほぼ全員がサポーター養成 
講座を修了している会場です。 
時々全員で食事会に行ったりして 
コミュニケーションをとっています。 

＜えんトレ風景＞ ＜体力測定＞ 

古
利
根
川 
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⑨健康をかんがえる 
開催日：毎週水曜日 
 14時00分〜15時30分まで 
場所：中央公民館 
参加人数：30～35名前後 

＜特徴＞ 

人数は多いですが、参加者間で声
を掛け合い、協力しながら頑張って
います。出会いは宝物です。是非一 
度足を運んでみてください。 

＜サポーターから一言＞ 

会場から近場の住民だけではなく、
遠方から参加される方も多いので、
新しい出会いがある場所です。 
切磋琢磨しながら頑張っています。 

＜えんトレ風景＞ 
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みんなで協力しながら活動してい
ます。雰囲気は明るく、楽しい会場
です。年に一度の懇親会も行って 
います。 
 

⑩大場新田ひまわりクラブ 
開催日：毎週木曜日 
  10時00分〜11時30分まで 
場所：大場新田自治会館 
参加人数：20名前後 
サポーター代表：山﨑 

＜特徴＞ 

みんなで楽しく行っています。一緒
にえんトレを行い「いつまでも元気」
を目指して頑張っていきましょう！！ 
 

＜サポーターから一言＞ 

＜えんトレ風景＞ ＜懇親会の風景＞ 

↼

春
日
部
方
面 
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⑪藤ヶ丘文化村 
     ふれあいサロン 

開催日：毎週月曜日 
 10時00分〜11時30分まで 
場所：藤ヶ丘文化村集会場 
参加人数：35名前後 
サポーター代表：三村 

＜特徴＞ 

健康維持または向上を目指し、楽し
みながらみんなで頑張っています。
是非一度足を運んでみてください。 

＜サポーターから一言＞ 

人数が多いですが、にぎやかで明
るく運動を頑張っています。また、
健康志向の高い人が多く、向上心 
を持って行っています。 

＜えんトレ風景＞ 
18 



⑫オパールクラブ 
開催日：毎週火曜日 
 10時00分〜11時30分まで 
場所：南桜井集会所 
参加人数：15名前後 
サポーター代表：赤石 

＜特徴＞ 

自分の体は自分で守る事が重要で
す。みんなで自主的に頑張って、広
めていきたいと思います。 

＜サポーターから一言＞ 

会場がやや狭いため人数も限られ
ますが、和気あいあいと行っていま
す。比較的男性が多いのも特徴で 
す。 

＜えんトレ風景＞ 
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南桜井駅 

↼春日部方面 



⑬ドルミ春日部会 
開催日：毎週金曜日 
 10時00分〜11時30分 
場所：ドルミホール 
参加人数：20名前後 
サポーター代表：山根 

＜特徴＞ 

各自が自分に見合った役割を積極的に担い、
身体の不自由な方へのフォローも自然体で行 
われ和気あいあい楽しく進めて参りました。 
1周年を迎えその効果が確実に多くの言葉と 
なって表れ、出席率も高く嬉しい状況です。 

＜サポーターから一言＞ 

同じマンションの住人という利点を生かし、み
なさん声を掛け合って会場に集まっています 
ので、新たなご近所付き合いが生まれます。 

また卓球クラブや麻雀クラブなどの仲間も多
く、ここから輪がどんどん広がっていきます！ 

 

＜えんトレ風景＞ ＜体力測定＞ 

ふ
じ
通
り 
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⑭西金野井西区自治会 
開催日：毎週月曜日 
 13時30分〜15時00分まで 
場所：西金野井西区集会所 
参加人数：20名前後 
サポーター代表：村井 

＜特徴＞ 

皆でやると楽しく長続きします。長続
きすると良い結果が出ます。重りを
増やすことで変化を感じる事ができ 
ます。一緒に頑張りましょう。 

＜サポーターから一言＞ 

今は女性のみの会場です。重りを
上手くつけられない人には周りの
人が助けてあげたりと、良い雰囲 
気で行っています。 

＜えんトレ風景＞ ＜後片付け＞ 
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⑮健康寿命を伸ばす会ⅡⅢ 
開催日：毎週木曜日 
 14時30分〜16時00分まで 
場所：ゆっく武里  
       2階健康学習室 
参加人数：30名前後 
サポーター代表：青木 

＜特徴＞ 

笑顔を絶やさず、楽しく運動しており
ます。遠慮せずに、是非一度足を運
んでみてください。 

＜サポーターから一言＞ 

人数が多いですが、みんな協力し 
て笑顔で運動を行っています。 
女性の方が多いですが、男性も頑 
張っています。 

＜えんトレ風景＞ 

⇀

越
谷
方
面 
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⑯ガーデンタウンP.P.Kクラブ 

＜特徴＞ 

音楽に合わせて楽しく歌いながら、
体を動かしています。一緒に元気
な体を目指して頑張りましょう！！ 
 

＜サポーターから一言＞ 

参加者の和を大切に明るい雰囲気
です。協力しながら楽しく行っている 
会場です。 
 

＜えんトレ風景＞ ＜体力測定の風景＞ 
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開催日：毎週木曜日 
  10時00分〜11時30 分まで 
場所：南桜井ガーデンタウン 
    集会所 
参加人数：15名前後 
サポーター代表：中村 



⑰サンライズヴィラ北春日部 
開催日：毎週火曜曜日 
    10：00〜11：30 分まで 
場所：サンライズ・ヴィラ 
    北春日部 
参加人数：15名前後 
サポーター代表：佐藤  

＜特徴＞ 

毎週みんなで明るく・楽しく取り組んで
います。楽しく笑って、歌って、体を動
かしましょう。参加を楽しみにしており 
ます！！ 
 

＜サポーターから一言＞ 

参加者同士協力しながら、明るい雰
囲気です。みんなで元気な体づくり 
を目指して頑張っています。 
 

＜えんトレ風景＞ 

北春日部駅 ⇀春日部方面 

か
え
で
通
り 
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⑱池の端そらまめの会 
開催日：毎週月曜日 
 10時00分〜11時30分まで 
場所：池の端自治集会所 
参加人数：15名前後 
サポーター代表：小高 

＜特徴＞ 

みんなで歌いながらえんトレをして
います。体力向上を目指して頑張り 
ましょう！ 

＜サポーターから一言＞ 

みんなで協力しながら活動してい 

ます。歌声も大きくイキイキとした
会場です。 

＜えんトレ風景＞ 

セブンタウン 
せんげん台 

日
光
街
道 
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⑲内牧地区えんＪＯＹ会 
開催日：毎週金曜日 
10時00分〜11時30分まで 
場所：内牧栄町会館 
参加人数：40名前後 
サポーター代表：木村 

＜特徴＞ 

参加人数も多く賑やかな会場です。
みんなで声を出して頑張っていきま 
しょう。 

＜サポーターから一言＞ 

＜えんトレ風景＞ 

⇀春日部方面 

北春日部駅 

か
え
で
通
り 
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名札を作り参加者の顔と名前がわ
かるように工夫をしています。和気
あいあいとした会場になっています。 



春日部市 健康保険部 介護保険課 地域支援担当 
春日部市地域包括ケアシステム推進センター 
春日部市リハビリテーションを考える会 


