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     貸し出し用具一覧 

 

【貸し出し用具】 

⚫ デジタル血圧計 ２セット 

腕を入れるだけで、正しい測定姿勢が作れる上腕式自動血圧計です。 

 

 

⚫ 巻きウエイト（トレーニング用重り）250ｇ  

２個セット３０組 

マジックテープで手首や足首に装着できる重りです。 

百歳いきいき体操にご利用いただけます。 

 

 

 

【レクリエーション用具】 

⚫ 将棋セット（将棋盤と駒） ２セット 

⚫ 囲碁セット（碁盤と碁石） ２セット 

⚫ 麻雀セット（麻雀牌とマット） ２セット 



⚫ 相撲すごろく 

⚫ カルタ 木版画（いろはかるた） 

⚫ 想い出カルタ １セット 

（読み札 50 枚、取り札 50 枚） 
  はがきサイズで見やすいサイズのカルタです。「青い山脈」、「上を向

いて歩こう」など、親しみやすい５０曲の歌詞がカラフルなイラス

トとともに載っています。歌いながら楽しめます。 

⚫ 福笑い（おかめ・ひょっとこ） 

⚫ 友禅お手玉 ２０個 

⚫ けん玉 ５個 

⚫ 竹とんぼ 

⚫ こま 

⚫ めんこ 

⚫ 万華鏡 

⚫ 南京玉すだれ ２本（解説ビデオ付き） 

⚫ 腹話術人形（ハンドパペット） １体（解説ビデオ付き） 

⚫ マジックセット ８種類 

 

⚫ 復刻版「新訂 尋常小学校唱歌」 カセットテープ７本組、ＣＤ７枚組 

昭和７年～昭和１５年使用の２０６曲収録。教科書全６冊付きです。 

⚫ ２０世紀のうた 想い出の名曲全集 CD１０枚組 

（歌詞カード、収納ケース付） 
  １０００万人の投票で制作されたＮＨＫの「ＢＳ ２０世紀日本のうた」。

そこで紹介された大正４年から昭和４１年までの名曲の中から１８０

曲を厳選。当時のオリジナル音源により制作された名曲選です。懐かし

いアーティストの当時の歌声がよみがえります。 



⚫ 綾小路きみまろ司会で歌う年代別カラオケ CD 全５巻 

  （昭和１０年～昭和２９年、 昭和２９年～昭和４０年、 昭和４０年～昭和４８年、  

昭和４８年～昭和５５年、 昭和５７年～平成１１年） 

中高年のアイドル、綾小路きみまろの司会・ナレーションで歌う懐

メロ・演歌・歌謡曲のカラオケＣＤ全集。流ちょうな曲紹介で歌う

のはとても気分がいいもので、少し照れながらも、なんだかうれし

いものです。昭和のヒット歌謡の名曲を発売年及びヒット年代順に

収録。時代を彩った懐かしい歌謡曲で、地域イベントにもお役立ち

のカラオケ・グッズです。 

 

⚫ ビンゴゲームマシン「ビンゴネオ」 １セット 

（本体１台、ボール７５個（№１～№７５）、予備玉１個）  

本体ゲージ：直径１４０ｍｍ ビンゴボール：直径１６ｍｍ 

イベントを盛り上げる必需品！回転手動式のビンゴゲーム機です。 

ビンゴカードは各自、ご用意ください。 

 

⚫ デジタルビンゴゲームマシン「THE デジビンゴ DX」 ２セット 

幅 246mm× 高さ 300mm× 奥行 146mm  

重さ 1287g  ※単 2 電池×4 本使用 

3種類の機能を搭載！ 「ビンゴ」の他に「抽選器」「カウントダウン」

などパーティー機能が楽しめる大型デジタルビンゴマシン。大迫力の

LED 画面と 15 段階のボリューム調節でどんな場所でもみんなで盛り

上がれます。ビンゴカードは各自、ご用意ください。 

 

⚫ サイコロ大（１５cm×１５cm×１５cm 布製） １個 

⚫ サイコロ特大（２０cm×２０cm×２０cm 布製） １個 

⚫ ジャンボサイコロ（２９cm×２９cm×２９cm 布製） １個 

⚫ マグネットダーツゲーム（ボード１枚、矢６本）２セット 

⚫ ニューぐらぐらゲーム １セット 

（斜塔１個 １５４×２６３×１５４ｍｍ、アンバランサー１個、人形２４

個、サイコロ１個） 
ピサの斜塔をモデルにつくられたバランスゲームです。落とさないように人形 

を置いていきます。 

 



⚫ 黒ひげ危機一髪（ジャンボサイズ・回転台付） １セット 

基本は、人形が飛ぶまで１人ずつ順番に剣を刺していきます。単純ですが手軽

に楽しめるゲームです。音楽が鳴り、タルが揺れてしゃべります。 

 

⚫ スーパージャンボトランプ（２２ｃｍ×３４ｃｍ） １セット 

大きなサイズのトランプです。大きく体を動かして、ゲームをしてみてください。 

 

⚫ 大型バランスゲーム １セット 

（ブロック３色・各６個、サイコロ１個） 
  ジェンガの大型版。サイコロを転がして出た目の色のブロックをくずさな

い様に抜いて、上に積み上げていくゲーム。ブロックを抜いたときに崩し

た人の負けになります。どこまで積めるか競争です。 

サイコロを使わずにブロックを抜くだけの遊びもできます。ブロックは

軽く、安全性も高いものです。 

グループや対抗戦などでプレイすると大変盛り上がります。ブロックを

高い所に積んだり、低い位置にしゃがんだりするので、自然に身体を使

います。 

 

⚫ ファミリーパワー １セット 

サイズ：高 133ｃｍ×幅 115ｃｍ×奥 203（折り

たたみ時は 37）ｃｍ  
バスケットボール、輪投げ、くっつきボールといった３種類

の遊びができます。 

キャスターで楽に移動、折りたたんで収納できます。 

 

⚫ リングリングゲームセット １セット 

（発砲ゴム製リング・直径２５ｃｍ～３８ｃｍ 大６個、小６個） 
カラフルで軽い発砲ゴム製リングを、基本は２人１組で、投げたり、身体のすべてを使って受けたりするゲ

ームです。その他、自由な発想で楽しんでください。 

 

 



⚫ スパイダーターゲットシート・スパイダーボール  

（シート１枚、ボール 5 個） 
一辺１２０ｃｍの正方形のシートの的に独特のスパイダ

ーボールを投げて得点を競うゲームです。このボールは思

ったように転がらず、偶然性に左右されるゲームなのでど

なたでも楽しめます。 

 

 

 

 

 

⚫ サークルトレーナー 1 セット 

（リング 4 色×各 5 個） 

リング同士は簡単に連結分離ができるので、２０個のリングを組み合わせ

て、工夫次第で、「けんけんぱ」や「すごろく」、「輪取りゲーム」など、

色々な遊び方ができます。色々ボールセット等と組み合わせ、床にリングを

並べ、ボールなどを投げ入れて遊ぶこともできます。 

 

⚫ 色々ボールセット ５色×各２０個 

やわらかい質感の布製のボールで、ピンク・青・緑・赤・黄色の５色各

２０個あります。 

 

⚫ ニーギニギボール ２４個  

直径６ｃｍの低反発の柔らかいボールです。 

ボールを握ることで握力を鍛えることができます。 

 

⚫ 輪投げ（大）１セット 

（90ｃｍ×90ｃｍ、輪１２本） 

軽量な輪を使った本格派です。 

 

⚫ 輪投げ（小）２セット 

（60ｃｍ×60ｃｍ、輪 9 本） 
並び替え可能な色つきナンバープレートでビンゴや色合わせなど

の遊び方も楽しめます。 

スポンジ製プレートなので、輪の当たる音が気になりません。 

 



⚫ １０ピンボーリング １セット 

室内でも屋外でも遊べます。ピンは１本＝約１７０ｇと軽量です。ボールは重さ

約１．８ｋｇのゴム製です。 

 

 

⚫ バスケットボールビンゴ １セット 

（組立パイプフレーム１式、エアーバスケットボール９個）   

超計量のバスケットボールを投げて、９つのゴールを狙います。〈タテ・ヨコ・ナナメ、１列をそろえて

ビンゴ〉、〈２１点を先に取った人が勝ちの点取り合戦〉、〈ボールの入った番号を使って抽選〉など、いろ

いろな楽しみ方ができます。 

 

 

⚫ スキットル フィッシングセット １セット 

（ピン１０本、ボール付き竿１本） 

遊び方は、ピンを魚に見立て、竿を操って、ゴム紐のついたボールを

ゴムの張力を利用して、ピンを当てて倒し、倒れたピンの本数を競い

ます。 

 

 

 

⚫ 室内ゲートボールセット １セット 

（スティック 10 本、ボール 10 個、標的板、ゲート旗、ゼッケン

など）  
高齢者スポーツの代名詞ですが、今では４世代が競技するなど、全国で親し

まれるスポーツです。 

このゲートボールセットは、床や壁を傷つけない室内用です。 

 

 

 

 



⚫ ニュールーレットゴルフ １セット 

（回転ルーレット盤１個、人工芝１枚、パター２本、

ボール６個、ミニフラッグ１本、ナンバープレート１

枚、単３乾電池２個） 
おもしろパターゴルフゲーム。ペダルを足で一押しすると得

点板と一緒にホールがゆっくりと回転します。得点板が赤と

黄に色分けされているため、２チームに分かれた遊びもでき

ます。 

 

 

⚫ スカットボール １セット 

（スカット台１台、マット１枚、スティック 2 本、ボール

赤・白各５個、遊び方説明書） 

ゲートボールのようなスティックでボールを打ち、得点の穴を狙う  

ゲームです。赤・白２チームに分かれて、交互に、スタートライン

からボールをスティックで打撃し、得点を競います。１０個打ち終

えたら合計得点を計算し、１ゲーム終了。複数で行う場合は、これ

をチームの人数分繰り返し、終了後の総合勝数・総合得点で勝敗を

決めます。 

 

 

⚫ ボッチャセット １セット 

（ジャックボール白 1 個 レッドボール 6 個 ブルーボール 6 個 指示板 1 本 コンパス 1 本 

  がショルダーバッグに入ったセット） 

ボール重量・サイズ 重量 275ｇ±12.0ｇ 外周 270ｍｍ±8

ｍｍ 重さもサイズも国際ルールにて規定されている大きさ

と重量に準拠しています。 

ボッチャは、ヨーロッパで生まれた、重度脳性麻痺者や四肢重

度機能障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピッ

クの正式種目です。 

ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青の

それぞれ６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボー

ルに当てたりして、いかに近づけるかを競います。競技は１対

１で行う個人戦、２対２で行うペア、３対３で行う団体戦があ

ります。 

 

 

 

 



⚫ モルックセット １セット 

（モルック棒 1 本/スキットル 12 本 外寸： 32cm × 

22cm × 20cm 重さ：4kg） 

モルックとは、フィンランドの伝統的なゲームを元に老若男女が楽

しめるもとのして考えられたゲームです。本場ヨーロッパでは世界

大会も開催されるほど楽しまれています。 

ルールはとってもシンプル。交互にモルックという棒を投げて、ス

キットルという点数のかかれた棒を倒すだけ。先に倒したスキット

ルの点数が 50点になったチームが勝ちですが、50点を 1点でも超え

てしまうと半分の 25点に戻ってしまうので、最後まで気が抜けない

ドキドキハラハラのゲーム。 モルックを投げる動作は運動になり、

点数計算は脳を使うので、子供からシニアの方まで幅広い年齢層にオススメできるゲームです。 

 

⚫ 麻雀テーブル（高さ２段階調整機能付き） ２セット 

（通常時）幅 88×奥行 88×高さ 38（71）cm（折畳み時）幅 88×奥行 88×高さ 5cm 

 フェルト部サイズ：67×67cm 重量：10.8kg 
机に座って、座敷やフローリングに座って、場所を問わず、麻雀ができる高さ 2段階調整機能付きの麻雀テ

ーブル。脚部を折りたためるので、持ち運び可能です。社協貸し出し用具「麻雀セット」とご一緒にどうぞ。 

 

【貸出申込み・お問い合わせ先】 

社会福祉法人 桜井市社会福祉協議会 

〒633-0062 奈良県桜井市粟殿 1000-1 

桜井市保健福祉センター「陽だまり」南棟 2 階 

TEL：0744-42-2724 FAX：0744-46-5052 

tel:0744-42-2724

