
1 2
　日本の定番、老いも若
きも楽しめます。
　スタンダードに楽しむ
も良し、坊主めくりをす
るも良し。皆さんで盛り
上がって下さい。

　その名の通り、ジャンボ
サイズのトランプです。お
楽しみ会、マジックなどに
いかがでしょうか。遊び方
を工夫するのも楽しいです
ね。

3 4
 四字熟語を２つに分け
たカードが７５組入って
います。力を合わせて四
字熟語を完成させていく
ゲームの他、大勢が集ま
る場でのグループ作りに
も役に立ちます。

　江戸時代に生まれたカ
ルタの大定番です。まさ
にカルタの王道といえる
50のことわざと絵札。

5 6
 猫をかぶる、足が出
る、筋を通すなどの44種
の慣用句のカルタ。
絵札はユニークな漢字の
イラストがクイズ風に描
かれ、字札は慣用句を簡
潔に説明しています。

　懐かしい日本の童謡や唱
歌のカルタで、歌の前半が
読み札、後半が絵入りの取
り札です。世代間交流事業
で、懐かしい歌を歌ってみ
るのはいかがですか？

※１回の貸出は、原則７日間・５点までです。

思い出カルタ

写真

写真 写真

慣用句かるた

貸出用レクリエーション備品の紹介

【レクリエーション関係】

四字熟語合わせ 江戸いろはかるた

百人一首

写真

　　社会福祉協議会では、清須市内における地域福祉活動の推進を
図るために、清須市在住の方・清須市内のボランティアグループ及び
福祉団体を対象に物品の無料貸出を行っております。
 　※清須市内事業所・施設でご利用の場合は、ご相談ください。

マンモスカード（トランプ）

写真写真

読み上げCD付きもあります！

トランプのサイズは、34㎝×22㎝

でＡ４サイズよりひと回り大きいで

す！！

＜歌の例＞
赤い靴、桃太郎、赤とんぼ など

読み札・取り札
各50枚

ＨＰで一部備品の閲覧もできます。
http://www.kiyosu-shakyo.com/

貸出備品に関するお問合せはこちらまで

【清須市社会福祉協議会】
☎ 052-401-0031



7 8
　懐かしい日本の童謡や
唱歌のカルタの続編で
す。歌の前半が読み札、
後半が絵入りの取り札で
す。世代間交流事業で、
懐かしい歌を歌ってみる
のはいかがですか？

　懐かしの演歌・歌謡曲の
カルタで、歌の前半が読み
札、後半が絵入りの取り札
です。世代間交流事業で、
懐かしい歌を歌ってみるの
はいかがですか？

9 10
　昭和にヒットした歌謡
曲を題材にした読み札
と、懐かしいスタープロ
マイドの絵札で構成され
ています。

　角の無い、よく転がる
サイコロです。
イベントの余興での使用
や、他のレクリエーショ
ン物品と組み合わせて、
ご利用ください。

11 12
　イベントの定番と言え
ば、ビンゴゲーム。お祭
りなどにご活用くださ
い。

　遊びながら正しいお箸の
持ち方やマナーを学べる。
　可愛いひよこ豆の「学べ
る」ゲームです。
　豆つかみゲームの他、雄
雌仕分けゲームも楽しめま
す。

13 14
　手作りのお手玉です。
3個１セットで10セット
あります。
レクリエーションなどに
ご利用ください。

　やわらかくて軽い積み
木です。
タワーくずし・バランス
ゲーム・ドミノ倒し等さ
まざまなゲームができま
す。

15 16
 　64cmのタワーに2個のサ
イコロの目に従って手持ち
の人形をのせていき、最初
に人形がなくなった人の勝
ちです。ただしタワーのバ
ランスが崩れて落ちた人形
は落とした人の手持ちとな
ります。今までにない迫力
のドキドキハラハラ感が楽
しめます。

　 フランス発祥のスポー
ツ。地面に描いたサークル
を基点として木製の目標球
（ビュット）に金属製の
ボール（ブール）を投げ
合って、相手より近づける
ことで得点を競うスポーツ
です。
　

写真

写真

思い出カルタ３

お手玉 どきどきタワーゲームｍｉｎｉ

昭和スターかるた

写真

コロコロさいころ

思い出カルタ２

ビンゴゲーム マナー豆（ビーンズ）

写真

写真

写真 写真

写真

びっくり！！ジャンボぐらぐらゲーム ペタンク

写真

写真

＜歌の例＞
うさぎ、海、春が来た など

読み札・取り札
各50枚

＜歌の例＞
青い山脈、高校3年生、王将など

読み札・取り札
各50枚

サイコロの大きさは、
20㎝×２０㎝×２０㎝です。

ビンゴカードは付いてい
ません。 2セットあります。

３色(青・赤・緑)×１０本組

１本あたり:幅7.5㎝×高さ3.3㎝×奥行22.5㎝

読み札・取り札
各45枚

４セットあります



17 18
 赤・青の２チームに分かれて
行う対戦ゲームです。
　「ビュット」という黄色の
小さなボールを目標に、手持
ちのボールを投げ、ビュット
により近い場所にボールがあ
るチームの勝ち。
　独自のルールでもお楽しみ
いただけます。

　ゲートボールを模した、
屋内用の遊具です。
　形の異なる３種類のス
ティックを使用し、ゲート
を目指して持ち球を打ち、
順番を競います。
　使用するゲートの数やス
ティック等、ルールは自由
に決めて楽しんでくださ
い。

19 20
　赤い玉の部分をハンマー
で叩くと軽やかな鈴の音と
ともに風見鶏が得点を告げ
てくれます。どこに止まる
かわからないドキドキ感は
ルーレットそのものです。
シートの上に置くカードを
工夫したり、景品などを置
いてみるのも楽しい使い方
ですね。

　グ－、チョキ、パーが描か
れた、どらやき状のペタンコ
を、同じくじゃんけんが描か
れた的盤の上に投げ、勝つと
ころに入れば得点、負けると
ころへ投げればマイナス点と
なると言うゲームです。

21 22
　竿のしなりとハラハラ感
を同時に楽しめる。釣る魚
によって難易度が変わる
（スリムな魚ほど難易度が
高い）ので魚の裏面に得点
等を記入しておくとさらに
盛りあがります。魚を釣り
ながら、にぎやかな会話が
自然に生まれます。

　みんなで楽しめる釣り
ゲームです。
　ルールは簡単、10ヶある
果物を、釣り竿についてい
るマジックテープでくっつ
けて釣り上げるだけ。
　果物の種類で得点を決
め、対戦をすれば盛り上が
ること間違いなし!!

23 24
　レール上にトランプを置
いてボールを転がして、止
まったところのトランプの
点数を競うゲームです。
　トランプ以外にもオリジ
ナルで罰ゲームを書いた紙
を置くも良し、点数を付け
足すも良し。アレンジし
て、楽しんでください！！

 七福神の描かれたシート
を使い、赤白の２チームに
分かれて対戦します。羽根
は１０本ずつあるので、１
対１から１０対１０までの
人数でお楽しみいただけま
す。

25 26
 　５色のカラフルなネッ
トをランダムに配置した玉
入れゲームです。
　遊び方は色々で、チーム
対抗で玉入れをするも良
し、ネットの色ごとに得点
を決めて、個人戦で得点を
競い合うも良し。
　大勢で楽しめる一品で
す。

　専用の「吸盤付きの矢」
で的を狙うゲームです。
　お楽しみ会・クリスマス
会等のイベントの際に、抽
選用ゲームとしてお楽しみ
いただけます。
　その他にも、対戦型の
ルーレットゲームなどにも
活用できる優れ物です。

じゃんけんペタンコ

写真 写真

サークルバスケット

写真

写真

抽選ボード

くだもの収穫つりゲーム

ゲームレール 羽根っこゲーム

点鳥ルーレット

写真

写真

屋内用ゲートボールニチレクボール（室内用ペタンク）

釣りっこ

写真

写真

写真

写真

キュー：６本

ディスク：１２個
ビュット：１個

竿：12本
魚類：21匹

マット:87㎝×75㎝
竿：2本

果物:10個

レール:４枚(25㎝×90

㎝)ストッパー:１台

トランプカード:１５枚

ボール:１個

シート：118㎝×93㎝
羽根：赤・白 各10本

幅112.5㎝×高さ184
㎝×奥行112.5㎝

幅112.5㎝×高さ

組み立て式

高さは90㎝
～135㎝まで
調整可能

回転盤:直径６０㎝
ボウガン:1丁
吸盤付矢:６本

スティック：３本

ゲート：５個

ボール：3個
ディスク９個

シート:90㎝×90㎝

ルーレット:75㎝×75㎝

ハンマー:１本 的盤９枚(直径43㎝)

ペタンコ３６個(４色)

3セットあります



27 28
　折りたたみ式のターゲット
ゲームです。
　そっと投げるだけで強力マ
ジックシートがしっかりボー
ルをキャッチ！！
　お子様から高齢者まで世代
を問わず楽しめます。

　コーンを簡単に配列で
きる専用シートが付いた
ボーリングセットです。
　コーンは軽量で倒れや
すいので、力の弱い方で
も楽しめます。

29 30
 　どきどき　わくわく
みんなで楽しめるワナゲ
です。

　ナンバープレートを並
び替えできる輪投げで
す。

31 32
 　縦3列・横3列のメッ
シュポケットにカラー玉
を投げ入れます。
　5色の玉で5人同時に
ゲームを楽しめます。

　 的に向ってボールを
投げて、１～９までの数
字を倒していきます。
　元気なお子さんにも大
人気のゲームです。

33 34
　棚の上に招き猫や占いの
カードを並べお手玉を投げ
てのった棚の点数で競いま
す。
　座ったままできるので幅
広い世代で楽しんでいただ
けます。

　風船バレーが個人戦から
団体戦まで楽しめるセット
です。１面から３面まで組
み立てることができ、３面
あるとどこへ打ってもラ
リーが長く続き楽しめま
す。

35 36
　特に高齢者の間で大人気の
ゲームです。ボールをスター
トラインからスティックで
打って、得点穴にボールを入
れる競技ですが、穴の特殊な
カーブがハラハラドキドキの
ゲームを演出します。

　子どもから高齢者まで
分かりやすいルールで楽
しめ、そして考えながら
打つ奥の深いゲームで
す。49個の目（穴）に
白･黒各10個のボールを
打ち込んで、五目並ベを
競います。

スカットボール

写真

写真

コーンボール

公式輪投げ

写真

写真

写真

写真

写真

ストラックアウト

開運お手玉ボード バレリード

シャッフル輪投げ

ナインポケットターゲット

写真

写真

写真

ターゲットゲーム

囲碁ボール

幅112.5㎝×高さ

幅104㎝×高さ131㎝×奥行100

㎝

シート：102㎝×96㎝

ボール：2個

幅100㎝×奥行72㎝×高さ82㎝

カラー玉50個(青・緑・赤・白・黄 各10個)

折りたたみ式です！

重いボールと軽いボールの2
種類で遊べます。

ポール:高さ120㎝
ネット:幅150㎝×高さ50cm

組み立て簡単！

幅96㎝×高さ137奥行80㎝

ボール：15個

ボード:85㎝×85㎝ お手玉:18個
招福カード:18枚 占いカード:18枚

台の大きさ：６０㎝×６０㎝

輪：９本

スカット台:90㎝×90㎝、マット:全長5ｍ×幅90㎝

マット:全長5ｍ×2ｍ

スティック:２本

ボール白・黒各11個

マット:全長5ｍ×2ｍ

スティック:２本

ボール白・黒各11個

台の大きさ：６０㎝×６０㎝

輪：9本

２セットあります
２セットあります



37 38
　縦９０cm横８０cmの大
型福笑いです。目隠しを
しておたふくの顔の輪郭
の中に目、眉毛、鼻、
口、ほっぺたのパーツを
置きます。いろいろな顔
の福笑いができて盛り上
がること間違いなし！で
す。

　ディスゲッター風的当て
です。一人６投で射抜いた
的の枚数が得点になりま
す。投げる位置を前後すれ
ば力の弱い人でも楽しめま
す。

39 40
　マジックテープの付いた
ボールをたたみ１畳分の的
めがけてシュート！！
　ボールの当たった番号で
得点を競ったり、抽選を行
なえるゲームです。

　パターゴルフにルーレッ
ト機能がプラスされたゲー
ムです。
　ルーレットの部分は、電
動で回転します。
　単３乾電池×２本をご準
備ください。

41 42
　大型の相撲ゲームです。た
いこを叩くようなバチで土俵
を叩きます。手足は胴体のど
こにでも取り付けられるので
押し相撲も組み相撲もできま
す。番付表を作ったりすれば
一層盛り上がること間違いあ
りません。

　ベストセラー「シルバー
川柳」がかるたになって登
場！
昔ながらの遊びを楽しみな
がら「笑いの輪」が広がり
ます。
かるたの取り札の裏面には
カタカナ用語の解説もつい
ており、年齢問わず楽しめ
るかるたとなっています。

43 44
　四季折々の暮らしを彩る
和の風景を、いろは48文字
にのせてしばわんこがご案
内。
幅広い世代で読みながら遊
べる和のかるた歳時記で
す。

　簡単なボタン操作ででき
るデジタル式のビンゴゲー
ム機です。
音楽も流れるので、たくさ
んの人が集まる時に、もっ
てこいの一品です！

45 46
　男性が集まる場にあると
テンションが上がる（？）
かもしれません。
椅子に座ってできるデーブ
ル式の台と麻雀牌です。座
卓でもプレイできるように
マットタイプも有ります。

　将棋の駒に進める方向が
矢印で示してあるので、将
棋初心者にもやりやすく
なっています。
大きな将棋なので、周りで
見学していても楽しめま
す。

ビッグ将棋

写真

たいこ相撲 シルバー川柳かるた

写真

写真

写真

デジビンゴ

麻雀セット

しばわんこ　かるた歳時記

的当て

サッカーチャレンジゴール

ジャンボ福笑い

写真

写真

写真

ルーレットゴルフ

写真

写真

１１セットあります

ボール：８個
番号札：９個

幅１８７㎝×高さ９７㎝×奥行９１㎝
ボール：１個

サイズ：幅35cm×全長230cm

ボール：６個 パター：２本

土俵（６０×６０×４７cm）：１個
力士：６体 バチ（４０×２cm）：４本 読み札・取り札各46枚読み札・取り札各46枚

読み札・取り札各48枚

しばわんこのかわい
い歳時記付き♪読み札・取り札各48枚

しばわんこのかわい
い歳時記付き♪

サイズ：幅13cm×高さ16.5cm

※単3電池×4本必要

サイズ：縦74.5cm×横74.5ｃｍ×高さ７５ 盤：60cm×60cm（1枚）駒：5.5ｃｍ×5ｃｍ（40個）8セットあります



47 48
　フラフープの的に向かって
ドッチビー（やわらかいフリ
スビー）を投げて、いくつ的
を通すことができたか競う
ゲームです。
簡単なゲームですが、全身運
動になります。

　ゴルフボールにバドミント
ンの羽根をつけたボールをゴ
ルフクラブで打ち、何回で
ホールの中に入れる事ができ
るか競うゲームです。

49 50
　離れて設置したボードの
穴にビーンバッグ（玉）を
入れる的入れのような単純
なゲームで子供から高齢
者、車いすの方まで楽しめ
ます。 写真

　的が2台あるので打ち
合ったり、対抗戦にして遊
ぶことができます。倒れた
的は斜めに本体を傾けると
もとに戻せます。カードの
裏に水性ペンで得点を書き
込むことも出来ます。

51 52

写真

　両端にボールがついたヒ
モをラダー（はしご）に向
かって投げ、上手に引っ掛
けるスポーツです。目で距
離を測り、適度な力で投げ
るのは意外に難しいですが
子供も大人も楽しめます。

　認知症予防のための脳活性
化運動【コグニサイズ】（有
酸素運動を中心とした運動
に、脳に負担をかける活動で
歩きながら引き算をする、踏
み台昇降をしながらしりとり
をする、など）が楽しく簡単
にできます。

53 54
　町内会や子供会など各種
イベントでご活用くださ
い。専用メダル付きです。
カプセル内景品は各自ご用
意ください。工夫次第で
色々と楽しめます。

パラリンピック正式種目で
す。ジャックボール（目標
球）と呼ばれる白いボール
に、赤・青のそれぞれの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。室内用です。

55
ヨーロッパ人気№１アウト
ドアゲームです。特別な装
備、技術、体力を必要とせ
ずルールも簡単なため、老
若男女の幅広い年齢の方が
楽しむことができます。モ
ルック（投げる棒）とス
キットル(立てる棒)が当た
ると壮快な音がするのも魅
力です。

４色あしぶみラダー

ガチャガチャマシン（専用メダル式）

写真

写真

フープディスゲッター

写真

スマイル射的

ラダーゲッター

ターゲットバードゴルフ

バッゴー

写真

ボッチャ

モルック

的：高さ１５８cm×横幅１００cm（組立時）

ドッチビー：直径２０ｃｍ（１０個）

セッティングホール：１台

台座：1台、ボール１セット（12個）、

クラブ２本、マットDX１個

傾斜ボード２台、ビーンバッグ（青

４個、赤４個）、距離設定用のロープ１

本体：２組 得点板：１組 得点表：２組
ボール：12個（黄6、青6） 収納袋：1

的本体：2台 輪ゴムピストル：２丁

※輪ゴムは、各自ご用意ください。

ラダー：1つ
使い方説明書：１冊２セットあります

本体：1基
鍵：上蓋用・コインボックス用各1
専用メダル：１００枚

カプセル：48㎜～75㎜対応可

組み立て式

２セットあります

3セットあります



18台 3台

10本 5台

12個

・握力計

・そろばん ・非接触型体温計

【行事関係】【福祉関係】【食事関係】

・テント・紅白幕・紙芝居・クリスマスツリー・高齢者擬似体験セット・点字器・アイマスク・ＯＨＰ・スク

・湯のみ・抹茶茶碗・カレー皿・スプーン・フォーク・お椀・お茶碗・やかん・鍋・かき氷機等

・簡易テーブル×2台（縦70.1cm×横70.1ｃｍ×高さ70.1cm）・ポータブルDVD　等

その他レクリエーション備品

・こま

・けん玉

色々と遊び方を工

夫して使ってみて


