
レクリエーション用品一覧

種類 Ｎｏ． 品　　名 個　数 種類 Ｎｏ． 品　　名 個　数

A-1 　輪投げ 7台 B-1

A-2 　ナンバーストライク 2台 B-2 　双六セット 1組

A-3 　スカットボール 2セット B-3 　絵合わせゲーム 1組

A-4 　ルーレットゴルフ 1台 B-4 　ぐらぐらゲーム 1組

A-5 　シャッフルボード 1台 B-5 　トランプ 2組

A-6 　ボーリング 1セット B-6 　６トランプ 4組

A-7 　ボーリング（木製） 1セット B-7 　思い出カルタ 2組

A-8 　紅白玉入れ 2セット B-8 　犬棒カルタ 4組

A-9 　回転式輪投げ 1台 B-9 　百人一首 2組

A-10 　的当てゲームセット 1台 B-10 　パズル 4セット

A-11 　マグネットダーツ① 1台 B-11 　ビンゴゲーム機 2台

A-12 　ポケネット 1台 B-12 　囲碁セット 4台

A-13 　ディスコン 1セット B-13 　将棋セット 4台

A-14 　競馬でGO 5セット B-14 　ペットボトルけん玉 20個

A-15 　ひも巻きゲーム 2セット B-15 　指あそび 32台

A-16 　羽根っこゲーム 1組 B-16 　リバーシゲーム 20セット

A-17 　ポケットボール 2セット B-17 　組み木パズル簡単編 40セット

A-18 　ポケットボールⅡ 1セット B-18 　組み木パズル難解編 21セット

A-19 　輪投げ４ＷＤ 1セット B-19 　卓上ピンポン台 2セット

A-20 　バスケットピンポン １セット B-20 　木製ジグソーパズル 60枚

A-21 　ビーンボーリング １セット B-21 　リング早送りゲーム 20セット

A-22 　ぐらぐら輪投げ １セット B-22 　新十扇（投扇興） 1セット

A-23 　点鳥ルーレット １セット B-23 　紙芝居 ５種類

A-24 　スカイクロスミニ １セット B-24 　漢字博士 No.1 ３セット

A-25 　射的 １セット B-25 　.浅口市防災カルタ １セット

A-26 　マグネダーツボード １セット B-26  むかしのどうぐカルタ＆トランプ １セット

A-27 　マグネットダーツ② １セット B-27 　マナー豆匠（びーんずたくみ） １セット

（大ゲーム・卓上ゲーム）
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レクリエーション用品一覧

種類 Ｎｏ． 品　　名 個　数 種類 Ｎｏ． 品　　名 個　数

C-1 　文房具セット 5セット G-1 　綿菓子機 １台

C-2 　文房具セット 5セット G-2 　タコ焼き機 6台

C-3 　絵手紙顔彩セット 35セット G-3 　ポップコーン 2台

C-4 　粘土版 13枚 G-4 　石焼いも機 1台

G-5 　かき氷機 ２台

種類 Ｎｏ． 品　　名 個　数

D-1 　セラピーバンド 48本 種類 Ｎｏ． 品　　名 個　数

D-2 　ボディボール 2個 H-1 　血圧計 7台

D-3 　ビーチボール 1個 H-2 　ジャンボカラーサイコロ 2個

D-4 　テニスボール 15個 H-3 　足踏み空気入れポンプ 1台

D-5 　パタカラ体操　DVD 6枚 H-4 　手押し空気入れポンプ 1台

D-6 　パタカラ体操　VHS 3本 H-5 　ＤＶＤプレーヤー 1台

D-7 　パタカラ体操　CD 1枚 H-6 　ＭＤラジカセ 1台

D-8 　パタカラ体操　カセット 5本 H-7 　CDラジカセ 1台

D-9 　コグニサイズ ２セット

種類 Ｎｏ． 品　　名 個　数

E-1 　歌本 50冊

E-2 　マイク 1本

E-3 　電子ピアノ（キーボード） 2台

E-4 　楽器

E-5 　カラオケ 1台

E-6 　ミュージックベル ３セット

種類 Ｎｏ． 品　　名 個　数

F-1 　綾小路きみまろ　CD 2枚

F-2 　綾小路きみまろ　DVD 2枚

F-3 　桂米朝落語全集　DVD 9巻

F-4 　桂文珍DVD 10巻

F-5 　カラオケビデオCD 4枚

F-6 　カラオケビデオDVD 8枚

（工作・体操・音楽・ＣＤ／ＤＶＤ・食べ物・その他）
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種類 個数

種類 個数

種類 個数

７台ゲームA-1. 輪投げ

A-2. ナンバーストライク

A-3. スカットボール

【主な遊び方】
○かかった輪の数や的棒の下の数字の
  合計点などで競います。
　

【内容】
○輪投げ（大）１台
　　　　　　　９０㎝×９０㎝
○輪投げ（中）６台
　　　　　　　６０㎝×６０㎝

【主な遊び方】
○９枚の的めがけてボールを投げ、
  倒れた的の数を競います。
○倒れた的は後ろから押さえてツメに
  かければ元に戻ります。
　

【内容】
○本体：幅７５ｃｍ×高さ１１８cm
○ボール：赤色・黄色　各１０個

※写真は３番の的を倒した状態で撮影。

ゲーム ２台

ゲーム ２セット

【主な遊び方】
○ゲートボールのスティックで得点
　ボードの穴をめがけてボールを
　打ちます。
○入った穴の数字が得点となり点数を
  競います。

【注意】
○マットは室内用と屋外用とあるので、
　使用場所で使い分けてください。

【内容】
○スティック：２本
○ボール：紅白各５個
○芝マット：室内・屋外　各１枚



種類 個数

種類 個数

種類 個数

【主な遊び方】
○細長い棒を使い、円盤ディスクを
　滑らせマット上の得点ゾーンに
　入れます。
○マットには2種類の得点ゾーンがあり、
　それぞれで楽しめます。
　
【内容】
○キュー（細長い棒）：２本
○パット：６枚
○マット：１枚

ゲーム

【主な遊び方】
○０～９の数字が書かれた穴を目がけて
　ボールを打ちます。

【注意】
○赤いペダルを踏んで的穴を回転させて
　から遊びます。

【内容】
○パター：2本
○ボール：5個
○マット：1枚
○回転的穴：1台（単３乾電池２個使用）

【主な遊び方】
○ピンを10本たてボールでピンを倒し
　ます。

【注意】
○ボールが重いので、扱いには気を
　つけてください。

【内容】
○ピン：１０本（高さ４０㎝）
○ボール：１個（直径約２０㎝）

A-5. シャッフルボード

A-4. ルーレットゴルフ

A-6. ボーリング ゲーム １セット

ゲーム １セット

１セット



種類 個数

種類 個数

種類 個数

ゲーム １セット

【主な遊び方】
○ピンを１０本たてボールでピンを倒し
　ます。

【内容】
○木製ピン：１０本（高さ１８cm）
○木製ボール：５個（直径６cm）

ゲーム １セット

【主な遊び方】
○スタンドのカゴと背負いカゴの2種類
　あります。
○背負いカゴは、背負った人が動き回り
　そのカゴめがけて玉を入れます。
　
【準備】
○２組に分かれて対戦します

【内容】
○スタンド：紅白各１台
○背負いカゴ：紅白各１台
○紅白玉

ゲーム 1台

【主な遊び方】
○的の穴に棒を差し込み輪投げを行いま
　す。
○布の的はマジックテープのついた
　ボールを投げます。

【準備】
○布の的は、的の板の取っ手と裏側の
　フックに輪をかけて張り付けます。

【内容】
○的本体：１台　○的土台：１台
○布の的：１枚　○棒：８本
○輪：１５本　　○ボール：１０個

A-7. ボーリング（木製）

A-8. 紅白玉入れ

A-9. 回転式輪投げ



種類 個数

種類 個数

種類 個数A-12. ポケネット

【主な遊び方】
○９個のポケットめがけてボールを投げ
　入れます。
○ポケットの位置は自由に変えられ
　ます。

【準備】
○フレームをつないでいき、ネットを
　張ってポケットをかけます。

【内容】
○フレーム：10本　○ネット：1枚
○ポケット：9個　○ボール：10個
※幅190×奥行き75×高さ190㎝

1台

【主な遊び方】
○ダーツを的に向かって投げ得点を競い
　ます。

【備考】
○壁にかけて設置します

【内容】
○的マット　１枚（42cm×36cm）
○マグネットダーツ　５本

ゲーム 1台

ゲーム

ゲーム 1台

【主な遊び方】
○的の得点めがけてボールを投げます。
○ボールにはマジックテープが巻いて
　あり、くっつくようになっています。
○的の絵柄は2種類あります。

【内容】
○的：２枚
○ボール：赤・白　各５個
○パイプ・ジョイント

A-11. マグネットダーツ①

A-10. 的当てゲームセット



種類 個数

種類 個数

種類 個数

A-13. ディスコン

A-14. 競馬でGO！

A-15. ひも巻き

ゲーム

ゲーム

ゲーム

【主な遊び方】
○個人またはチーム戦で行います。
○先行のチームが黄色のポイントを
　投げ、ポイントをねらいディスク
　を投げます。
○ポイントに近いディスクの枚数が
　得点となります。

【準備】
○３畳間以上の広さがあるところであれ
　ば楽しめます。

【内容】
○赤青ディスク：１２枚
○ポイント（黄色）：２枚

【主な遊び方】
○２人１組でひもを持ちます。
○馬をまたがらせ、一方はひもを持ち
　もう一方が２本のひもを前後に動か
　して馬を動かします。

【注意】
○ひもを動かす人の側がスタートになり
　ます。
○ゴール側の人の持つ位置が反対の人
　より高ければ馬が進まないので注意が
　必要です。

【内容】
○ひも：２組
○馬の人形：５体

【主な遊び方】
○ひもを伸ばした状態で木にひもを巻い
　ていきます。
○ひもの中心に赤の印を手繰り寄せられ
　た人の勝ちです。

【内容】
○ひも巻き：２セット
　※棒：長さ４５cm、太さ直径２cm
 　ひも：約５m

１セット

５セット

２セット



種類 個数

種類 個数

種類 個数

A-16. 羽根っこゲーム ゲーム

A-17. ポケットボール ゲーム

A-18. ポケットボールⅡ ゲーム

【主な遊び方】
○七福神が描かれたシート上に羽根を
　投げ、点数を競います。
○ウラ面は市松模様のシートで、陣取り
　ゲームができます。

【内容】
○羽根：紅白各１０本
○シート：１枚（両面あり）

１組

【主な遊び方】
○矢印に向かってゲートボール用の
　スティックで球を打ち目標とする
　カップへ入れ得点を競います。

【内容】
○本台　80㎝×80㎝
○人工芝シート：１枚
○ボール（ゲートボール）：10個
○スティック（ゲートボール用）：２本

【主な遊び方】
○打ち出す方向が真ん中で、左右両方の
　カップをねらう楽しみがあります。
○入ったカップの得点で競います。

【内容】
○本台　80㎝×80㎝
○人工芝シート：１枚
○ボール（グラウンドゴルフ用）：10個
○スティック
　　　　（グラウンドゴルフ用）：２本

１セット

２セット



種類 個数

種類 個数

種類 個数

A-20. バスケットピンポン

A-19. 輪投げ４ＷＤ

【主な遊び方】
○どの方向からも投げられます。
○4人同時対戦ができます。
○台の下に高さ25㎝ほどの脚が4本あり
　ます。

【内容】
○台　直径90㎝
○輪（赤・青・黄・緑）× 各5個

１セット

ゲーム

【主な遊び方】
○卓球台のそれぞれのコートに穴
　（バスケット）があります。
○通常の卓球をし、ボールを返せない
　か、バスケットの中にボールが入れば
　得点になります。

【内容】
○コート（台）　縦120㎝×横60㎝
○ラケット（赤・黒）× 各1個
○ボール　2個
○脚　高さ70㎝

１セット

ゲーム

A-21. ビーンボーリング ゲーム

【主な遊び方】
○ボールを投げるラインを決め、ピンを
　めがけて投げます。ピンと投球ライン
　の距離は適宜決めてください。
○回転したピンの数が得点です。
○一度回転しても元に戻ったピンは得点
　になりません。
○中央の「S」と書いてあるピンを倒し
　たらストライクやスペアにするなど
　得点を加算することもできます。

【内容】
○ピンセット（台） ： １台
　(幅100cm×高さ56cm×奥行64cm)
○ボール ： ４個（赤・白各２個）

１セット



種類 個数

種類 個数

種類 個数A-24. スカイクロスミニ

A-23.点鳥ルーレット

【主な遊び方】
○数字のカードを適当に並べます。
○ハンマークラブで赤の玉をたたき、
　得点を競います。
○どこに止まるか予想するルーレット
　などの遊び方もあります。

【内容】
○ルーレット本体：1台
○シート：1枚（90cm四方）
○ハンマークラブ：1本
○数字のカード：16枚（1～16）

【主な遊び方】
①遠投
　リングをどれだけ遠くまで飛ばせるか
　を競います。
②近投
　目標物を置いて、できるだけ近くに
　なるように投げます。
③キャッチ
　キャッチボールのように向かい合って
　投げ合います。

【内容】
○リング（スポンジ製）　10個
　　　　　　　　（大・小各5個）
○コーン　1個

１セットゲーム

ゲーム １セット

A-22. ぐらぐら輪投げ ゲーム １セット

【主な遊び方】
○輪投げ台をバラバラに置いて、その
　周りに座ります。
○順番に投げたり、一度に大勢で投げ
　たりして競います。
○台がぐらぐらするので、倒れにくく
  輪が入ると棒の向きが変わります。

【内容】
○台　直径20ｃｍ　6個
　　　　　　　（赤・黄・青色各2個）
○輪　10本



種類 個数

種類 個数

種類 個数

【主な遊び方】
○ダーツを的に向かって投げ得点を競い
　ます。

【備考】
○壁にかけたり、立てかけたりして
　遊べます。

【内容】
○ダーツボード　１枚
　　　　（直径約40cm×厚さ約２㎝）
○マグネットダーツ　6本
　　　　　　　　　（赤3本　黄3本）

A-27. マグネットダーツ② ゲーム １セット

【主な遊び方】
○ダーツを的に向かって投げ得点を競い
　ます。

【備考】
○壁にかけたり、立てかけたりして
　遊べます。

【内容】
○ダーツボード　布製１枚
　　　　（約65cm×約48㎝）
○マグネットダーツ　12本
　　　　　　　（赤６本　黄６本）

A-25. 射的 ゲーム １セット

【主な遊び方】
○お祭り、縁日でおなじみの射的です。
○プラスチック製で子どもでも使い
　やすいものです。

【内容】
○銃　　３丁　全長約65ｃｍ

○コルク弾　30個（※紛失に注意）

A-26.マグネダーツボード ゲーム １セット



種類 個数

種類 個数 1組

種類 個数 1組

卓上ゲーム

卓上ゲーム

B-1. 

【主な遊び方】
○床や机の上に広げて行うすごろく
　です。
○ビニールのサイコロはふくらませて
　使います。

【内容】
○東海道五十三次 ： 大 ・ 小
○日本一周山と花の旅 ： 小
○コマ：　大 10個　　小 ７個
○サイコロ：大 １個、小 ２個

【主な遊び方】
○両面あり、パズルや神経衰弱のゲーム
　が楽しめます。

【内容】
○カード：各２５枚（３種類）
　　　＊富士山
　　　＊干支
　　　＊七福神＋松竹梅＋鶴亀
○シート：１枚

B-2. 双六セット

B-3. 絵合わせゲーム



種類 個数 1組

種類 個数 2組

種類 個数 ４組

B-4. ぐらぐらゲーム 卓上ゲーム

B-6. ６トランプ

B-5. トランプ

【主な遊び方】
○数字が１０までの特殊なトランプです
　が、使用方法は普通のトランプと同じ
　です。

＊ババ抜き・七並べ・神経衰弱など…

【内容】
○絵柄６種類　×　１０枚
　（大きさ：15㎝ × 10cm）

卓上ゲーム

卓上ゲーム

【主な遊び方】
○トランプの遊びなら何でもできます。
○カードが大きいので、見えやすい
　です。

【内容】
○青色・赤色：　各1組（52枚）
（大きさ：10.8㎝ × 17cm）

※52枚＋ジョーカー１枚＋白カード１枚

【主な遊び方】
○サイコロを振り、指定された色の階に
　指定された個数の人形を置いたり
　減らしたりしてバランスを取る
　ゲームです。
○バランスを崩して人形が落ちたり
　倒れたりすると負けです。

【内容】
○人形：２０体
○色指定サイコロ×１
○個数指定サイコロ×１
○５重タワー×１　（高さ約６０㎝）



種類 個数 ２組

種類 個数 ４組

種類 個数 ２組

B-8. 犬棒カルタ

B-9. 百人一首 卓上ゲーム

卓上ゲーム

B-7. 思い出カルタ 卓上ゲーム

【主な遊び方】
○読み手（もしくはテープ）が読み札を
　読み読まれた句の下の句の取り札を
　取ります。
○取った札の数を競います。

【内容】
○読み札（７cm×５cm）
○取り札
○音読テープ

【主な遊び方】
○童謡・唱歌をのカルタです。
○読み札は歌詞全部が、絵札には歌詞の
　後半部分が書いています。
　

【内容】
○ １セット：５０枚

【主な遊び方】
○１人が読み手になり、読まれた札を
　取って、その数を競います。
　
【備考】
○ことわざを題材にしたカルタです。

【内容】
○読み札×４４（８cm×６cm）
○取り札×４４



種類 個数 ４セット

種類 個数 ２台

種類 個数 ４台B-12. 囲碁セット

B-10. パズル

B-11. ビンゴゲーム機

【主な遊び方】
○マグネットタイプの囲碁盤です。
＊囲碁、五目並べなど…

【内容】
　○マグネット式囲碁盤

卓上ゲーム

【主な遊び方】
○1つのピースが大きいパズルです。
○ピース数が少なく、簡単に取り組む
　ことができます。

【内容】
○１セット：４枚
　　＊１０ピース×２枚
　　＊２０ピース×２枚

【主な遊び方】
○ビンゴカードを用意し、プレゼントの
　抽選などに使います。

【準備】
○ビンゴカードはおもちゃ屋や１００円
　ショップで購入してください。

【内容】
○本体：１台
（ボールを乗せるシートは本体の下に
　あります）
○ボール：７５個（無地の予備玉あり）

卓上ゲーム

卓上ゲーム



種類 個数 ４台

種類 個数 ２０個

 
種類 個数 ３２台

B-13. 将棋セット

B-14. ペットボトルけん玉 卓上ゲーム

B-15. 指あそび

【主な遊び方】
○昔なつかしいけん玉遊びです。上下で
　繰り返し、回数を数えながら楽しく
　遊んでください。

【効果】
○バランス感覚を磨き、手首の運動や
　視力の維持に役立ちます。
○脳の活性化の効果も期待できます。

【内容】
○大きさ ： 15㎝～18㎝

卓上ゲーム

【主な遊び方】
○両手または片手木製の型に合わせて
　置き、指示された色の位置にある
　指を上げたり下ろしたりします。
○声かけを行い、リズムに合わせると
　いいでしょう。

【効果】
○曲げることは簡単ですが、反らすこと
　が難しく、脳トレに最適な遊びです。

【内容】
○片手（20㎝×17㎝）･･･17枚
  両手（20㎝×33㎝）･･･15組

【主な遊び方】
○マグネットタイプの将棋盤です。
＊将棋、挟み将棋、金転がしなど…
　

【内容】
○マグネット式将棋盤

卓上ゲーム



種類 個数 20セット

　
種類 個数 40セット卓上ゲーム

【主な遊び方】
○木製のパズルです。
○６～８ピース程のものです。

【注意】
○無理に押し込もうとすると、木が
　割れてしまうのでご注意ください。
○下記の数量は作成時点のもので、
　破損等で数量に変更がある場合が
　あります。

【内容】
○大きなカブ（9㎝×23㎝）： 10セット
○オオカミ（8㎝×23㎝）： 9セット
○ヒツジ（10㎝×19㎝）： 9セット
○四角（動物）（11㎝×11㎝）
　　　　　　　　　　　　　：12セット

【主な遊び方】
○割りばしで駒をつまみ移動させます。
○20マスあり、半分だけ駒を並べたり、
　1マスだけ空けたりして空いている
　所に駒を移動させます。
○駒は片面が赤色、もう片面が白色に
　なっています。駒を移動させる時は
　裏返して置きます。

【効果】
○楽しみながら指先の運動や手首の運動
　が行えます。
○離れた場所へ移動させる時には難易度
　が増して取り組めます。

【内容】
　※大きさ ： ２０㎝×３０㎝

四
角

（
動
物

）

ヒ
ツ
ジ

B-16. リバーシゲーム 卓上ゲーム

B-17. 組み木パズル 簡単編

オ
オ
カ
ミ

大
き
な
カ
ブ



　 個数 21セット

種類 個数 ２セット

　

B-19. 卓上ピンポン台 卓上ゲーム

【主な遊び方】
○一般の卓球台の縮小版です。
○卓球台は１枚板のため、机や台などの
　上に乗せることで、会場に合わせて
　立っても座ってもできるところが
　ポイントです。
○手首を動かすことで脳への刺激も
　あり、バランス感覚と集中力を持続
　させることにより爽快感が味わえ
　ます。
○強く打ちこむことはせず、お互いが
　ラリーを続けることを楽しめます。

【内容】
○ラケット　１セット２本
○卓球ボール　１セット２個

【主な遊び方】
○木製のパズルです。
○１０～１５ピース程で多少難しいもの
　です。

【注意】
○小さなピースもあり、無理に押し
　込もうとすると、木が簡単に割れて
　しまうのでご注意ください。
○数量は作成時点のもので、破損など
　で数量に変更がある場合があります。
○紛失・破損にご注意ください。

【内容】
○ネズミ（16㎝×16㎝）：10セット
○大きなカブ（23㎝×11㎝）：11セット

大
き
な
カ
ブ

卓上ゲーム

ネ
ズ
ミ

B-18. 組み木パズル 難解編



種類 個数 60枚

種類 個数 下記参照

種類 個数 １セット

【主な遊び方】
○１チーム５人～１０人で並び、
　スティックを使ってリングを順番に
　送るゲームです。
○５～７個くらいを連続で送り、その
　早さを競います。
○逆方向に戻していくのも楽しいです。

【内容】
○ リング　　　　２０個
○ スティック　　２０本

B-22. 新十扇（投扇興）

【主な遊び方】
○収納箱の上に緋毛氈を敷き、その上に
　鈴をかけた的を置きます。
○十扇の広い方を持って的をめがけて
　投げ得点を競います。
○十扇をより遠くに投げるなど、さま
　ざまな遊び方があります。

【内容】
○十扇：赤ゴム付・緑ゴム付：各５枚
○十扇立て：1個
○的：１個
○鈴：1個
○緋毛氈：1枚
○ポンプ：1台
○収納箱：1個

卓上ゲーム

卓上ゲーム

B-21. リング早送りゲーム 卓上ゲーム

【主な遊び方】
○20ピースほどのパズルです。
○一人一人違った絵柄のパズルを組み
　立てることにより、脳の活性化、
　形の認識、達成感を味わえるので、
　室内レクには最適です。
 
【内容】
○大きさ ： ２０㎝×３０㎝

B-20. 木製ジグソーパズル



種類 個数 ５種類

種類 個数 ３セット

種類 個数 １セット

【主な遊び方】
○カードを適当な枚数（5,6枚）を配り
　ます。
○残りの札を山にして、１枚ずつ順番
　に札を取り、手持ちの札と組み合わ
　せて、漢字の組合わせができたら
　貰えます。
○最も多く、漢字を作った人が勝ち。

【内容】
　○札枚数：126枚

B-24.漢字博士 No.1

卓上ゲーム

B-23. 紙芝居 卓上ゲーム

【タイトル】
　「どっかーん」
　「父のかお母のかお」
　「めがねやとどろぼう」
　「はなよめさん」
　「なまたまご」

【内容】
○場面数：すべて12場面

卓上ゲーム

【主な遊び方】
○取った絵札を読み札に合わせてみんな
　に見せながら内容を確認します。
　（防災への注意喚起）
○市内の公立中学校の生徒から寄せ
　られた防災に関する標語を基に、
　ボランティア人形劇サークル風の子
　の皆さんが制作されました。
　
【内容】
○絵札・読み札 ： 各４６枚
○説明文 ： １枚
○標語一覧 ： １枚

B-25. 浅口市防災カルタ



種類 個数 １セット

種類 個数 １セット

【主な遊び方】
○2人で対戦し、器から器のフタへ自分
　の豆をはしでつかんで運びます。

【内容】
○お重箱（器）：1個（13ｃｍ×13ｃｍ）
○はし：2膳
○豆：2種類計50個

B-26. むかしのどうぐ
　　　カルタ＆トランプ

卓上ゲーム

B-27.マナー豆匠
　　　　　　　　　びーんず　たくみ 卓上ゲーム

【主な遊び方】
○トランプとしてもカルタとしても
　遊べます。
○「ちゃぶだい」と「ダイニング
　テーブル」など、昔と今の道具を
　イラストで比べられます。

【内容】
○ カード ： 54枚
○大きさ ： 5.7ｃｍ×8.7ｃｍ



種類 個数 ５セット

種類 個数 ５セット

種類 個数 35セット

【主な遊び方】
○折り紙、ぬり絵、工作などをされる際に
　　お使いください。
　
【注意】
○紛失にご注意ください。
○消耗品ですので、使い切った場合は
　　返却時にお知らせください。

【内容】
○クレヨン　○のり　○定規
○消しゴム　○色えんぴつ
○カッターナイフ

【主な使い方】
○絵手紙を描く時にお使いください。

【注意】
○消耗品ですので、使い切った場合は
　　返却時にお知らせください。

【内容】
○水筆：１本　　　　　○ペン：１本
○スポンジ：１個　　○パレット：１枚
○顔彩：１５色

工作

C-1. 文房具セット

C-2. 文房具セット

C-3. 絵手紙顔彩セット

工作

工作

【主な使い方】
○工作などをされる際にお使いください。

【注意】
○紛失にご注意ください。
○消耗品ですので、使い切った場合は
　　返却時にお知らせください。

【内容】
○クレヨン　○のり　○マジック
○定規　○消しゴム　○セロテープ
○鉛筆　○はさみ



種類 個数 13枚

【主な遊び方】
○粘土細工作りの下板に使用 します。

　
【内容】
○板（36㎝×30㎝）

C-4. 粘土板 工作



種類 個数 48本

種類 個数 ２個

種類 個数 １個

【主な使い方】
○筋力トレーニングができるゴムの
   バンドです。
○介護予防の運動にも活用できます。
○箱の中に簡単な体操の説明が
　 ガイドが入っています。
　
【注意】
○負荷のかかる運動です。無理に
　行うのは危険ですので、おやめ
　ください。

【内容】
○バンド：４８本
　※大きさ：幅１４cm×長さ２m

【主な使い方】
○ゲームや体操にお使いください。
○風船と違い重みのあるボールです。
○空気を入れ、専用の栓をします。

【注意】
○重みがあるので、無理に投げたり蹴ったり
　　しないでください。
○栓の紛失にご注意ください。

【内容】
○ボール：紅白各１個　　※直径約６５㎝

【主な使い方】
○軽いボールですので、投げたり蹴ったり、
　 棒でたたいたりできます。

【注意】
○強い衝撃が加わると破れますので、ご注意
　 ください。

【内容】
○大きさ：直径約７０㎝

D-1. セラピーバンド 体操

D-2. ボディボール 体操

体操D-3. ビーチボール



種類 個数 ２０個

種類 個数 ６枚

種類 個数 ３本

体操D-4. テニスボール

D-5. パタカラ体操　ＤＶＤ

体操D-6. パタカラ体操　VHSビデオ

体操

【主な使い方】
○硬式と軟式のテニスボールです。
○ゲームや体操の小道具としてお使いくだ
   さい。
　
【注意】
○軟式のボールは空気が抜けやすいので、
　 空気の抜けたものがありましたら、返却時
　 にお知らせください。

【内容】
○ボール　黄色１４個
　　　　　　　（軟式１２個　硬式２個）
　　　　　　　白色６個（硬式のみ）

【主な使い方】
○誤嚥予防の体操を紹介します。
○マッサージや体操、発声練習 などが収録
　　されています。

【注意】
○DVDですので、DVDプレーヤーが必要で
す。
○DVDプレーヤーも貸出できますのでご相談
    ください。

【内容】
○DVD：１枚（約２５分間）
○歌詞カード：１枚

【主な使い方】
○誤嚥予防の体操を紹介します。
○マッサージや体操、発声練習 などが収録
   されています。

【注意】
○ビデオテープですので、ビデオデッキが
   必要です。
○ビデオデッキは社協にありません。

【内容】
○VHSテープ：１本（約２５分間）



種類 個数 1枚

種類 個数 ５本

種類 個数 ２セット

【主な使い方】
○有酸素運動をしながら計算やじゃんけんを
   するなど、「からだ」と「あたま」の体操を
　同時に行うことを「コグニサイズ」といい
  ます。
○足踏みをしながらマス目を進み、指定され
　 た色の所で拍手したり足を外に出すなどの
   特別の動きをすることで脳の活性化を図る
   ものです。

【内容】
○コグニラダー ： １つ
　　　　　　（はしご状のテープのもの）
○解説本：１冊

体操

体操D-8. パタカラ体操カセットテープ

D-7. パタカラ体操　ＣＤ

【主な使い方】
○パタカラ体操の歌のCDです。
○歌詞付きとカラオケの２曲が入っています。

【注意】
○CDですので、CDプレーヤーやCDラジカセ
   が必要です。
○CDラジカセも貸出できます。

【内容】
○パタカラ体操CD：１枚
○歌詞カード：１枚

【主な使い方】
○パタカラ体操の歌を収録しているカセット
    テープです。
○A面に歌詞付き、B面にカラオケが入って
    います。

【注意】
○カセットテープですので、ラジカセが必要
   です。
○ラジカセも貸出できます。

【内容】
　○カセットテープ：１本

D-9. コグニサイズ 体操



種類 個数 50冊

種類 個数 １本

種類 個数 ２台

【主な遊び方】
○テレビやDVDにつなげて使用 します。
○主にカラオケ等に使います。

【内容】
　○マイク：１本
　○コード：１本

【主な遊び方】
○ピアノに合わせて歌を歌うときに使い
   ます。
○自動演奏のデモ曲はバックミュージック
   にも使えます。

【備考】
○デモ曲１００曲収録
○リズム変化１００種類
○トーン変化１３７種類

【内容】
○電子ピアノ（93cm×35cm）
○楽譜立て

E-1. 歌本 音楽

E-2. マイク 音楽

【主な使い方】
○主に高齢者向けの童謡や歌謡曲の歌詞
   を載せています。

【内容】
○歌本：５０冊（収録曲は全５０曲）

E-3. 電子ピアノ（キーボード） 音楽



種類 個数

 
種類 個数 １台

種類 個数 ３セット

【主な使い方】
○曲に合わせての演奏や歌を歌う時に
   お使いください。

【注意】
○カスタネットのゴムひもが切れることが
   あります。
○お使い中に切れましたら返却時にお知
    らせください。

【内容】
○タンバリン：６個
○カスタネット：３４個
○鈴：２０個

【主な遊び方】
○テレビに接続してカラオケが楽しめます。
○本体に１２００曲が内蔵され、曲目は
　 曲目リストに載っています。
○ペアマイクがセットされています。

【内容】
○マイク　２本
○本体　　１台
○電源コード　１本
○映像・音声出力用コード　１本
○リモコン
○曲目リスト

音楽E-4. 楽器

E-5. カラオケ 音楽

【主な遊び方】
○このハンドベルは２通りの音の鳴らし方
　があります。
○１つは普通のハンドベルとして、柄の
　部分を持って鳴らすことができます。
○もう１つは柄の上の部分を押したり叩い
　 たりして鳴らすことができます。
○全部で８音あります。

【内容】
○ベル ： ８個

E-6.ミュージックベル 音楽



種類 個数 ２枚

種類 個数 ２枚

種類 個数 9巻

F-1. 綾小路きみまろＣＤ CD/DVD

F-2. 綾小路きみまろＤＶＤ

【主な遊び方】
○綾小路きみまろの漫談を収録したCD
　 です。

【注意】
○CDですので映像はありません。
○CDですので、CDプレーヤーやCDラジカセ
　 が必要です。
○CDラジカセも貸出できますので、ご相談
　 ください。

【内容】
　○CD：第２集（４４分３５秒）
　　　　　 第３集（６１分２１秒）

F-3. 桂米朝落語全集ＤＶＤ

CD/DVD

CD/DVD

【主な遊び方】
○綾小路きみまろの漫談を収録したDVD
　です。
○ライブ映像を収録したものです。
　
【注意】
○DVDプレーヤーが必要です。
○DVDプレーヤーも貸出できます ので、
　 ご相談ください。

【内容】
　○DVD：第１集（３１分）
　　　　　   第２集（５０分）

【主な遊び方】
○落語家桂米朝の落語を収録したDVD
　 です。
　
【注意】
○ＤVDプレーヤーが必要です。
○DVDプレーヤーも貸出できますので、
　　ご相談ください。

【内容】
○DVD：２巻～１０巻（全９巻）
　　　　　※収録時間 約40分～70分
　　　　　　　（巻によって異なります）



種類 個数 10巻

種類 個数 ４枚

種類 個数 ８枚F-6. カラオケビデオDVD

F-4. 桂文珍ＤＶＤ

F-5. カラオケビデオCD

CD/DVD

【主な遊び方】
○落語家桂文珍の落語を収録したDVD
　 です。
　
【注意】
○DVDプレーヤーが必要です。
○DVDプレーヤーも貸出できますので、
　 ご相談ください。

【内容】
○DVD：１巻～１０巻（全１０巻）
　　　　※収録時間 約60分～90分
　　　　　　　（巻によって異なります）

【主な遊び方】
○懐かしの童謡、演歌等のカラオケCD
　 です。
　
【注意】
○テレビ他、再生機器が必要です。

【内容】
○１０曲収録CD×３枚
○１５曲収録CD×１枚

【主な遊び方】
○演歌等のカラオケDVDです。
　
【注意】
○テレビ他、再生機器が必要です。

【内容】
　○１０曲収録DVD×８枚

CD/DVD

CD/DVD



種類 個数 ２台

種類 個数 ６台

G-1. 綿菓子機 食べ物

【主な遊び方】
○地区のイベントなどで お使い下さい。
　
【注意】
○電気式ですので電源が必要です。
○白ざらめをご用意ください。
○お使いの際には説明書をよくお読み
　 下さい。

【内容】
○本体：１台電源操作
○タライ：１個
○横カバー：1枚
○上カバー：１枚
○計量器：1個（ザラメ計量用）

【主な遊び方】
○地区のイベントなどでお使い下さい。
　

【注意】
○電気式ですので電源が必要です。
○焼き上がりに多少時間がかかります。
○温度調整はできません。

【内容】
○たこ焼き機：18個焼き

食べ物G-2. タコ焼き機



種類 個数 ２台

種類 個数 １台

【主な遊び方】
○地区のイベントなどでお使い下さい。

【注意】
○電気式ですので電源が必要です。
○ポップコーンを作る器と作ったものを
　 保管する器とあります。
○保管する器は熱に弱いですので、つく
　　る時ははずしておいて下さい
○お使いの際には説明書をよくお読み
　 下さい

【内容】
○ポップコーン機：１台
○スコップ：１個

【主な遊び方】
○地区のイベントなどでお使い下さい。
　

【注意】
○電気式ですので電源が必要です。
○石焼のため、焼き機の中には石が
　 入っています。
○機械は非常に重いため取扱いには
   充分ご注意ください。

【内容】
○石焼いも機：１台
○保温機：１台
○看板：１枚

食べ物

G-4. 石焼いも機 食べ物

G-3. ポップコーン機



種類 個数 ２台G-5. かき氷機 食べ物

【主な遊び方】
○地区のイベントなどでお使い下さい。

【注意】
○電気式ですので電源が必要です。
　※発電機での使用は不可
○氷を削る刃がついていますので、取り
   扱いには気をつけてください。
○お使いの際には説明書をよくお読み
   下さい。

【内容】
○かき氷機：１台
○水受けバット：１個
○排水ホース：１本
○氷旗：１枚



種類 個数 ７台

種類 個数 ２個

種類 個数 １台その他

【主な使い方】
○手首用と腕用とあります。
　
【注意】
○電池式ですので、使用時に電池が少なく
　 なっているようでしたら返却時にお知ら
   せください。

【内容】
○腕用血圧計：４台
○手首洋血圧計：３台（ケース付）

【主な遊び方】
○双六遊び等のサイコロに使用するほか、
　 チームに分かれて出目を競ったり、
　 サイコロの目に点数をつけたりして遊び
   ます。

【注意】
○外でのご使用はご遠慮ください。

【内容】
○２７×２７cm

【主な使い方】
○ボディボールやビーチボール、風船など
を
   ふくらませる際にお使いください。

【注意】
○ポンプのじゃばらの部分が裂けることが
   ありますので、借りる際にご確認くださ
い。

【内容】
○ポンプ本体：１台    ※ホース付

H-1. 血圧計 その他

H-2. ジャンボカラーサイコロ その他

H-3. 足踏み空気入れポンプ



種類 個数 1台

種類 個数 １台

種類 個数 1台H-6. ＭＤラジカセ

【主な遊び方】
○CD・カセットテープ・MD等の音声を再生
   できます。

【内容】
○本体：１台
○電源コード：１本

【主な遊び方】
○ボディボールやビーチボール、風船など
   をふくらませる際にお使いください。

【内容】
○ポンプ本体：１台

【主な遊び方】
○DVDが再生できます。
　
【注意】
○再生には別途、テレビもしくは プロジェク
   ター＆スクリーンが必要です。
○VHSは再生できません。

【内容】
○本体：１台
○電源コード：１本
○音声・映像コード：１本
　　　※黄・赤・白の三つ又コード

その他

H-5. DVDプレーヤー

H-4. 手押し空気入れポンプ その他

その他



種類 個数 １台H-7. CDラジカセ

【主な使い方】
○CDとテープを再生でき、ラジオも聞け
   ます。

【内容】
○本体：１台
○電源コード：１本

その他


