
貸し出し遊具一覧

〈お申込み及びお問い合わせ先〉
佐世保市社会福祉協議会

地域福祉課

TEL ０９５６－２３－３１７４



１．バッゴー

・お手玉のようなビーンバックを傾
斜のついたボードに投げ得点を
競うゲームです。

ボードの上はツルツルしていて、
するっと滑って穴に入ったり、ボー
ドからはみ出してしまったりとドキ
ドキします。

大きさ

傾斜ボード
（８４㎝×５４㎝×６．５㎝）全重量８．６㎏）

ビーンバッグ４個



２．スカットボール

・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。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。

大きさ

スカット台（９０㎝×９５㎝、約６．５㎏）

スカット球（直径７５㎜、約２２０ｇ）

スティック（全長７５．５㎝）

マット（９０㎝×５m、約２．５㎏）



３．スカットボール❷

・大人気スカットボールの第二弾！

押し出し角度が自在な、誰もがボールを押し
出せる新スティックを開発。

スカット台にもピンを打ち付けたことで、ボー
ルが台上を動いて見ていて楽しく、ワクワク
ドキドキ。子どもたちと高齢者との交流行事
などにも最適です。

大きさ

スカット台（９０㎝×９５㎝、約６．５㎏）

スカット球（直径７５㎜、約２２０ｇ）

スティック（全長７５．５㎝）

マット（９０㎝×５m、約２．５㎏）



４．公式ワナゲ

・１３５ｇのリングを投げる公式
ワナゲです。数字の配列は、
タテ、ヨコ、ナナメ、いずれを
足しても１５になるように工夫さ
れています。

大きさ

木製台（タテ ６０㎝×ヨコ ６０㎝）

リング１８個（外径 １７㎝、重さ１３５ｇ）



５．輪投げ

・設置も簡単でどなたでも楽し
めます。丸の部分が数字にも
なるので、点数を競い合うこと
もできます。また、色もカラフ
ルで、明るく楽しい時間を過
ごせます。

大きさ

台 ６０×６０ （㎝）

輪 直径／１５ （㎝）



６．わなげ９＆Q

・ジョイントのしかたで、いろい
ろな組み合わせが楽しめる
創作わなげです。利用者の
レベルに合わせて、いろいろ
なゲームが楽しめます。

※木製台（６０ｃｍ×２０ｃｍ） ３枚

リング（直径１８ｃｍ） 赤・黄・青 各３本

収納袋



７．デッキスティック・ゲーム

・シャッフルボードのミニ版のステッ
クとディスクを使って、３種類のゲー
ムが楽しめる優れものです。ホール
や廊下のスペースで楽しめ、ス
ティックは調節可能です。

大きさ

マット（７．２ｍ×１．２ｍ）

スティック（１２０㎝から１９０㎝まで伸縮可能）

ディスク（黄４・赤４）８枚



８．ラダーゲッター

・あらゆる年齢層で楽しめる
ニュースポーツです。ヒモでつな
がっている２個のボールをラダー
（ハシゴ）に向かって投げ、ボール
がラダーに引っかかるとポイントに
なります。

大きさ

本体（幅 ６１㎝、奥行 ６８㎝、高さ １００㎝）

専用ボール １２個（黄６・青６）



９．ストラックアウト

・手軽に的抜きゲームが楽しめま
す。投げる距離を調節するなど
楽しみ方は自由。パネルは四隅
をベルクロテープで貼り剥がしが
簡単な工夫がなされており、装着
も容易。分解して持ち運べる専用
キャリングバック付き。

大きさ

ターゲット板（高さ １４０㎝×幅
１２４㎝、重量 約９㎏）



１０．ディスゲッター

・手軽に的抜きゲームが楽しめま
す。投げる距離を調節するなど
楽しみ方は自由。パネルは四隅
をベルクロテープで貼り剥がしが
簡単な工夫がなされており、装着
も容易。分解して持ち運べる専用
キャリングバック付き。

大きさ

ターゲット板（高さ １４０㎝×幅
１２４㎝、重量 約９㎏）



１１．ディスキャッチャー

・ゴルフボールの代わりに、フライン
グディスクを使って、何投でゴールに
入れるか、みんなでスコアを競いな
がらプレーを楽しむことができます。

固定用ペグ４本、専用キャリングバッ
グ付）

大きさ

使用時（高さ １６７㎝×幅 ９２㎝）

収納時（高さ １２０㎝×幅 ６５㎝）

重さ約６㎏



１２．羽根っこゲーム 干支セトラ

・誰もが楽しめるように工夫された
ゲームです。羽根の台座部分に
重みがあるため、下手で投げれ
ばきちんと立ちます。

シートは可愛い干支と、裏面は簡
単ダーツになっています。

大きさ
シート（１１８㎝×９３㎝）１枚
数字カード２６枚
羽根っこ２０本（赤１０本、白１０本）



１３．シャトル・ゲーム（ボウリング）

・パネル盤を床またはテーブル
に置いて、羽根の先端にマグ
ネットが付いているシャトルを投
げ、パネル盤にくっつけて遊び
ます。

大きさ

パネル盤（６０㎝×６０㎝、２㎏）

シャトル（５ｇ、羽先端にマグネット付）５個



１４．安全ソフトダーツ

・ソフト面ファスナーでくっつけ
て遊ぶダーツです。的は裏表
で２種類。的を床に置いてトス
ターゲットゲームも楽しめます。

大きさ

的（６０㎝×６０×厚さ１．６㎝）
矢（長さ２３㎝、直径７㎝、持ち棒太さ
２．９㎝）

重さ（１セット １．９㎏）



１５．友・遊ボウリング

・玉を転がすだけの、至って
単純な遊びですが、集団で
やると、結構楽しめます。倒
れたピンも脇の棒を引っ張る
だけで、すぐに立ち上がり、何
度でも簡単にセットできます。

大きさ（収納時）

７２×７０×２０ （㎝）



１６．ストライクボーリング

・ピン、ボール、ピンガードのい
ずれも木製なので、当たった
時の音は、本物に近い爽快感
が得られます。

大きさ

ピン（高さ ２３５㎜・床面直径４０㎜）１０本

球（直径約１１５㎜・重さ 約６３０ｇ）２個

レーンマット（１×１２ｍ）１枚、ピンガード １台



１７．スマイル射的

・輪ゴムを用意するだけで、
簡単に楽しむことができます。

大きさ（収納時）

１１×５７×１８ （㎝）



１８．だるま落とし

・ハンマーでだるまを叩くことによ
り、上肢筋力の維持・強化および
反射運動の向上と、楽しみながら
介護予防のできるレクリエーショ
ン用品になります。総高約９０㎝
なので、車いすの方や小柄な方
でも遊べます。

大きさ
胴体（直径 ３０㎝×高さ １５㎝）
頭部（直径 ３０㎝×高さ ３０㎝）
ハンマー（長さ 約５０㎝）



１９．たいこ相撲

・力士の手足は胴体のどこにでも取り
付けられ密着するので、思い思いに力
士が作れ、対戦する方法として様々な
組み手ができます。

また手を痛めることがないようにスポン
ジ付きのバチを使用します。

大きさ
土俵（縦６０㎝×横６０㎝×高さ１０㎝）
土俵の足（長さ４３㎝×賭累直径４㎝）
力士（高さ１５㎝×幅９㎝）
バチ（長さ４０㎝、握り部の直径２㎝）



２０．釣りっこ

・さかなの表・裏にボッチがつい
ていて、床から少し浮くようになっ
ています。床から浮いた隙間に
竿のフックを引っかけて釣り上げ
ます。竿がしなるので臨場感がで
ます。

大きさ

竿（長さ １１８㎝・重量 １００ｇ）

魚１５匹（木製ビニール加工）



２１．室内ペタンク

・サークルの中に立って黄色の標的球に
向かい、２チームがそれぞれ赤と青の
ボールを投げ合い、より近づけることに
よって得点を競うゲームです。

大きさ

ボール（直径約７０㎜、重量約４００ｇ）

標的的（直径約５０㎜、重量約２００ｇ）

投球サークル（内径約５０㎝）



２２．すごろく
２３．ジャンボサイコロ

・東海道中膝栗毛版のすごろくで、弥次
さん喜多さんの旅路をすごろくでたどりな
がら、江戸の旅が楽しめます。

サイコロは大きく、皆さんから見えるので、
ゲームをより楽しむことができます。

大きさ （すごろく）

５２×７３ （㎝）

（サイコロ） １８×１８ （㎝）

※サイコロは他のゲームなどに使うため
に、サイコロのみの貸し出しもできます。



２４．点鳥(てんとり)ルーレット

・赤い玉の部分をハンマーで叩くと
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。

・シートの上に置くカードを工夫したり、
お菓子などを置くのも楽しい使い方
です。

大きさ

シート７５ｃｍ×７５ｃｍ

ルーレット本体１台、ハンマー１本、
カード１６枚



２５．多目的レクリエーション

・紅白玉入れ、的当てゲーム、サッカー
ゴールの３種の遊びが楽しめます。現場の
状況に応じてそれぞれ工夫できます。

サッカーゴール・的当て／幅２００×奥行１
０×高さ１６０（㎝）、玉入れ／高さ１６０（㎝）

※ベース部分がかなり重いので、運搬の
際、十分な注意が必要です。



２６．ドレミマット

・ジョイントすることにより自由
な組み合わせができ、自由に
コース・形を作って遊ぶことが
できます。マットの表面を踏む
と、空気の流れで音が出ます。

大きさ

１枚２９ｃｍ×２９ｃｍ×約３．４ｃｍ

カラー８色・１オクターブ

材質：ＥＶＡスポンジ



２７．ゲームレール

・ボールを転がして、ボールの止
まった所のトランプの点数を競い
ます。カードの位置を変えたりす
るだけでもゲームに変化が生まれ
楽しめます。

偶然性が高いので、能力差がみ
られないのも特徴のひとつです。

大きさ
レール（幅 ２５㎝×９０㎝合板）

ボール（直径 １０㎝、重さ６００ｇ、ゴム
製）
レール４枚、ストッパー１枚、トランプカード１５枚）



２８．プラズマカー

・操作は簡単。ハンドルを右に左
に動かすだけです。小回りがきく
から、バックやターンもできます。
４輪タイプでとっても安全です。二
人乗りも可能なため、親子で触れ
あってみたり、レースなどの遊び
も楽しめます。

大きさ

本体（長さ ７９㎝、高さ ４２㎝、
幅 ３５㎝、重さ ３．５㎏）
※４台（レッド・ブルー・イエロー・ピン
ク）



２９．ターゲットバードゴルフ

・合成樹脂のシャトルボールを
ゴルフクラブで打ち、方向性
や飛距離が抑制されます。ゴ
ルフ初心者でもすぐにプレイが
できるようになります。

大きさ

常設ホールは折りたたみ式で
はありません。



３０．エアボールゲーム

・チームワークのパスラリー。

６色のパラシュートで、パスラ
リーの団体戦が楽しめます。

専用ネットも付いています。

大きさ

エアボール

（直径約６０㎝、約１３０ｇ）２個

パラシュート３人用

（直径約１４０㎝、約１４０ｇ）６枚



３１．ネット・パス・ラリー・１０

・１０人が５組のペアになり、ネット
の端を持って配置につきます。Ａ
ペアがネットにボールを入れ、Ｂ
ペアにパス。ＢペアからＣペアに
パス。Ｃペアは次に待機している
Ｄペアにパス。「ホップ」「ステッ
プ」「ジャンプ」のリズムで何回パ
スができるかをカウントします。

大きさ

ネット１枚 ５０ｃｍ×１００ｃｍ



３２．Ｗｉｉ

・コントローラーを使うことで、
自分の体の動きがゲームの
キャラクターに反映されるので、
体全体を使いながらゲームを
楽しめます。

大きさ

２４．５×４２．５（㎝）

パッケージサイズ



３３．こま＆めんこ

・昔遊びとしての人気者。

誰もが参加でき、個人並びに
チーム戦で遊ぶことができま
す。また、世代間交流などにも
幅広くご利用いただけます。

コマ：５セット

めんこ：７セット



３４．スティックリング

・スティックを使ってパックを

ポイントゾーンに向かって交互に
打ち出し、得点を競います。

簡単なルールで、特別な技術や
力を必要としないので、誰でも簡
単に楽しめるスポーツです。

セット内容

シート１枚、スティック２本、パック６個
※シートの長さが１２ｍあり、かなり重量があります。



３５．台風ドカン！

・ダンボールの中の空気が、手で叩く
ことにより、圧縮されて、前の穴から吹
き出します。（空気鉄砲の原理）

これで、前方にある的を倒します。

やってみないとわからない驚きとおもし
ろさ。ゲームがシンプルなので飽きの
こないゲームです。

大きさ

ダンボール（２８㎝×２８㎝×４０㎝）



３６．ジャンボ・麻雀

・通常の麻雀牌より大きく、
チームを組んで楽しむことが
できます。

遊び方は、参加人数により
様々工夫することができます。

※衣装ケース３箱分（１箱約１１ｋｇ）＋スポンジ

マット（３６枚） がセットになっています。



３７．思い出かるた

・かなり大きめにつくられてお
り、１枚１枚がみえやすくなっ
ています。１枚をめぐっての取
り合いは、大いに盛り上がるこ
と間違いなしです。

大きさ

１２×１６．５ （㎝）



・人気の思い出カルタのシリー
ズ続編です。

・人気の歌謡曲を集めました。

大きさ

１２×１６．５ （㎝）

３８．思い出かるたⅥ



３９．回想かるた

・昭和の写真で懐かしいあの
頃を回想しながら昔を思い出
し、あの頃の思い出話を人と
話すきっかけになります。

大きさ
８．８ｃｍ×１２．５ｃｍ

かるた１枚のサイズ



４０．シルバー川柳かるた

・ニッポン全国、笑いの輪が広
がるベストセラー「シルバー川
柳」がかるたになって登場！

大きさ
６．２ｃｍ×８．８ｃｍ

かるた１枚のサイズ



４１．都道府県かるた

・４７都道府県の形や位置がよ
くわかる！

人口・面積や特色などを学ぶ
ことができます。

大きさ

６．４×９（㎝）

かるた１枚のサイズ



４２.にほんごであそぼ いろはかるた

・「こがねむしはかねもちだ」「は
るこうろうのはなのえん」

など４８種類の子供たちに伝え
たい名文、日本人に覚えてほし
い名句がそろったかるたです。
かるたになった「美しい日本語」
が楽しめます。

大きさ
札１枚 ８.５ｃｍ×６．４ｃｍ
読札・絵札各４８枚
解説書付



４３.漢字博士 入門編

・「へん」と「つくり」のカード
を合わせて漢字を作る人気
ゲーム「漢字博士」がより親
しみやすくなった入門編。

大きさ
札１枚 ８ｃｍ×４ｃｍ、全１００枚
予備札 ５枚
日本語・英語解説書付



・４４種類のことわざを集めた、
珍しい丸型のカルタです。

・普通のカルタ遊びとは逆に、
取札を見て、ことわざの意味を
当てるなぞなぞ遊びも楽しめま
す。

大きさ
札１枚 直径７．５ｃｍ
読札・取札 各４４枚
解説書付

４４．ことわざ漢字カルタ丸 第１集



４５．スキヤキ・ジャンケン・ゲーム

・子どもから高齢者まで、みん
なで楽しめ、誕生会や宴会な
ど幅広く対応できるゲームで
す。１６～１００人程度まで対応
可能です。

大きさ

カード１枚５.５×８㎝、全７５枚



４６．防犯グッズ・カードゲーム

・「備えあれば憂いなし」日頃
より準備をしっかりしておけば、
いかなる災害にも対応できま
す。そんな防災の必需品を
カードで遊びながら学べます。

大きさ

カード１枚５.５×８㎝

６種×１２枚＝７２枚

ナップサック型袋付き



４７．懐かしい歌・思い出の歌

・カテゴリーを男性・女性の歌
謡曲、みんなで歌う、唱歌など
に分け、１４９曲を掲載。

歌詞、楽譜はもちろん、上手に
歌うコツなどにもふれ、見やす
いように文字も大きめです。

曲名が分からなくても、歌い出
し部分から歌いたい曲がすぐ
に探し出せる検索付き。

※A５変形判 ３２０ページ

※ＤＶＤは入っておりません



４８．楽しく踊ろう！
ダンス＆ダンスエクササイズ

（ＤＶＤ）

・全国レクリエーション大会ＩＮ
いわて（２００８年９月）で行われ
た「ダンス＆ダンスエクササイ
ズコンテスト」に応募された４５
作品の中から１０作品のダンス、
ダンスエクササイズを紹介した
ＤＶＤです。

※ＤＶＤ ４７分



４９．みんなであそぼう！かんたん
やさしいレクリエーションゲーム集

・わかりやすく、進めやすい
ものばかりを集めたゲーム
集です。

全４８ゲームを紹介してい
ます。

※A５変形判 １１２ページ

※ＤＶＤは入っておりません



５０．高齢者イキイキ！
音楽レクリエーション

（ＤＶＤ）

・懐かしい歌、人気の歌謡
曲に合わせて体操ができ
ます。ＤＶＤ付なので見な
がら簡単に楽しめます。

※全 １４３ページ


