
ふれあいサロン貸出備品一覧表

備 品 名 数 量 備 考

1 唱歌カルタ 4 懐かしの曲に併せて楽しむカルタ

2 お料理カルタ 1
家庭料理のこころとコツをこっそり
教えてくれるカルタ

3 思い出カルタ 4
なつかしい日本の童謡や唱歌を歌い
ながらのカルタ取り。

4 江戸いろはカルタ 2
解説も付いてます
（絵札４８枚、取札４８枚）

5 宮沢賢治カルタ 1 宮沢賢治の魅力が満載！

6 影絵カルタ 1
影絵カードを見て写真カードを取る
ゲームです

7
魚魚合わせ
（ととあわせ）
～日本津々浦々～

1

日本全国旬の魚介類カルタです。
カルタ以外にも絵合わせ、神経衰
弱、ババ抜きと多様な遊び方ができ
ます！！

8 なぞなぞかるた 1
簡単な「なぞなぞ」を楽しみながら
遊ぶかるたです☺

http://item.rakuten.co.jp/hatalabo/rh5200/
http://item.rakuten.co.jp/hatalabo/rh5200/
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9 トランプ
大３　
　　
小２

10 日本トランプ 1

ダイヤにクローバー、ハートにス
ペードと、トランプでおなじみの
マークの代わりに、菊に椿、桜、朝
顔と日本を代表する花々をマークに
した「日本トランプ」。

11 四字熟語合わせ 1

2枚のカードを合わせて四字熟語を
完成させるゲームです。           
【特長】・2枚のカードを合わせて  
四字熟語を完成させるゲームです。
「一石二鳥」など．．．

12 ディスクビンゴ 1

13 たいこ相撲 1
太鼓を叩く要領でバチを使って
遊ぶ相撲ゲームです！

14 点鳥ルーレット 1

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。

15 スマイル射的 1
木のピストルに、輪ゴムをつけ、狙
いを定め．．．発射ー！！　　　　　
　　※輪ゴムはご用意ください

16 ビーンボーリング 1
あらかじめセットしてある点数のか
かれたピンを回転させて得点とする
ゲーム

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12gb5nhrd/EXP=1389321603;_ylt=A3Jvcn4DDM5SqmEA7QWU3uV7/*-http%3A/www2.edu.ipa.go.jp/gz/f-ccc1/f-cok1/f-cos1/f-cow1.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12gb5nhrd/EXP=1389321603;_ylt=A3Jvcn4DDM5SqmEA7QWU3uV7/*-http%3A/www2.edu.ipa.go.jp/gz/f-ccc1/f-cok1/f-cos1/f-cow1.jp
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17 公式輪投げ
大４　
　　
小２

★貸し出し備品 人気№１
いろんなタイプの輪投げを楽しんで
ください！

18 輪投げ 1
★新たな輪投げが増えました！
点数の位置を好きなところに変えて
楽しむことができます！

19 カラー輪投げ 1
★只今！人気急上昇中！単体でも並
べても遊べる輪投げ（輪　5色25
本）

20 ディスコンセット 6
★貸し出し備品 人気№３
気軽にできるニュースポーツ

21 Ｋｕｂｂ（クッブ） 1

★スウェーデン発祥の薪投げゲーム
！
子どもから高齢者まで楽しむことが
できるニュースポーツです😊

22 リングリングゲーム 1
輪を順番に投げて取る簡単なゲーム
ですが、投げる輪の数が増えると、
難易度がアップします。

23 大型だるま落とし 1

今までのだるま落としが
新しくなり、ハンマーからバットに
変わりました★
どの世代でも楽しめます♬

24 ガチャポンマシン 2
カプセルの中にお菓子やお題の入った紙
を入れて話の話題になります★
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25
羽根っこ（干支セトラ）　
ゲーム 2

★只今！人気急上昇中！床に広げた
ダーツシートの的に羽を投げ入れ、
得点を重ねるゲーム

26 カラー玉入れあそび 5
ゴールの高さは50ｃｍと低いため、
立っても座っても遊べます。

27 バルバレー 1

風船に軽量カバーをかけたボールで
するバレーセット。ネットの高さ調
節も可能　　　　　　　　　　　　　
　　　※風船はご用意ください！！

28 壁掛けピッチング 1

ボールを投げたり、貼り付けて遊ぶゲー
ム
マジックテープを使用しているので、手
軽で布製なため、持ち運びや取り付けも
簡単

29 ターゲットゲーム 1
ボールを投げて遊ぶ的当てゲーム
点数で競い合ったり、ビンゴゲーム
のように遊んだりできます⚾

30 軽ケット 1
軽くて大きなラケットで白熱ピンポン!
旗揚げや玉のせゲームも楽しめます。

31 ボードゲーム 1
ボールをボードに向かって打ち、合
計得点を競います。パターの練習に
も・・・

32 スカットボール 1

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
入れるゲームです★
穴に特殊なカーブがあり、ハラハラ
ドキドキのゲームです！

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/hatalabo/cabinet/img_catalog/nh4110.gif
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/hatalabo/cabinet/img_catalog/nh4110.gif
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33 オセロゲーム
大７
小２

34 大型白黒ゲーム 1
約６０センチの大型白黒ゲーム　　　
スポンジ素材でできているので、滑
りにくく、持ちやすい(^－^)

35 将棋・囲碁セット 1
片面が将棋、反対側が囲碁　　　　　
　両面で楽しめます☆彡

36 将棋セット 1

37 コミュニケーション麻雀 1

竹製の大型麻雀　　　　　　　　　　
なんと、牌はタワシサイズ！！　　　
専用のジョイントマットもついてい
ます。

38 けん玉セット 2 指と手のリハビリに！！

39 お手玉 40

40 ビー玉ゲーム 2
ビー玉を使ったボードゲーム★
考えながら行うので、頭の体操や指
先の運動にも適しています。

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9-NEW%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%82%BB%E3%83%AD/dp/B0002U3ORE/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=toys&qid=1222734105&sr=1-4
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9-NEW%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%82%BB%E3%83%AD/dp/B0002U3ORE/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=toys&qid=1222734105&sr=1-4
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/megumido/cabinet/takujogobanset/s1tokumatumaho.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/megumido/cabinet/takujogobanset/s1tokumatumaho.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12euqmf80/EXP=1389321442;_ylt=A7dPdDphC85S8B4A5ASU3uV7/*-http%3A/myds.jp/illustration/japanese_culture/kendama/a.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12euqmf80/EXP=1389321442;_ylt=A7dPdDphC85S8B4A5ASU3uV7/*-http%3A/myds.jp/illustration/japanese_culture/kendama/a.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12k1oec2d/EXP=1389321503;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlowX1JIOUxiYWVSeFlkaTRZUkdzTThUbVQyY1U4a0J1cGxtaVAxQ3lZYjlKbV96QXp1OWhxNUF6cQRwAzQ0R0s1b21MNTQ2SklPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwM3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http%3A/tabineko.up.n.seesaa.net/tabineko/image/53014047.jpg?d=a
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12k1oec2d/EXP=1389321503;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUlowX1JIOUxiYWVSeFlkaTRZUkdzTThUbVQyY1U4a0J1cGxtaVAxQ3lZYjlKbV96QXp1OWhxNUF6cQRwAzQ0R0s1b21MNTQ2SklPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwM3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http%3A/tabineko.up.n.seesaa.net/tabineko/image/53014047.jpg?d=a
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41 投扇興 2 伝統的な投扇興で的当てゲーム

42 全国ご当地マップ 1

43 マグダーツ 2
マグネット（磁石）式の安全ダー
ツ。
的は壁掛け式

44 グランドゴルフセット 2 気軽に体験してみませんか？

45 室内ペタンク 4
フランス生まれの粋なスポーツ！　　
室内用

46 屋外ペタンク 10
フランス生まれの粋なスポーツ！　　
屋外用

47 折り畳み机 2 足の部分が折りたためます

48 ビデオデッキ 1

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12793rccb/EXP=1389321246;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUzBmX3l3Zlp3RmhJZU5CU2IxWUZSRXJBMHVJenJPZjZVeGI3YUVJa3RyRVU2WW0tSmVmV3BScHVfbQRwAzQ0T2E0NEtfNDRPejQ0S3YEcG9zAzM5BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http%3A/www.minorsports.info/img/sub/petanque/02.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12793rccb/EXP=1389321246;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUzBmX3l3Zlp3RmhJZU5CU2IxWUZSRXJBMHVJenJPZjZVeGI3YUVJa3RyRVU2WW0tSmVmV3BScHVfbQRwAzQ0T2E0NEtfNDRPejQ0S3YEcG9zAzM5BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http%3A/www.minorsports.info/img/sub/petanque/02.jp


ふれあいサロン貸出備品一覧表

49 CD・MD付きラジカセ 2 カセット再生機能故障しております

50 DVD付きテレビ 1 映画館気分を味わってください！

51 ホームカラオケ 1 テレビに繋いで、歌詞を見ながら♪

52 DVDデッキ 1

53 プロジェクター
大１　
　　
小３

54 マイク・アンプセット 2

カセット、ＣＤの再生機能は付いて
おりません。                     
     アンプ１つにマイク２本つい
ています

55 スクリーン
大１　　
　小１

56 貸し出しDVD

別紙に写真あり♪　　　　　　　　　
　気になる方は事務局にお問い合わ
せください(*^_^*)
子供用DVDもたくさんありますよ！

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12h59nm99/EXP=1389322103;_ylt=A3JvcoP2Dc5S9TgAxVqU3uV7/*-http%3A/www.s-map.co.jp/i-1factory/ssp/image/smap_000035_1.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12h59nm99/EXP=1389322103;_ylt=A3JvcoP2Dc5S9TgAxVqU3uV7/*-http%3A/www.s-map.co.jp/i-1factory/ssp/image/smap_000035_1.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12nc0g92b/EXP=1389322682;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUXdiaGR5ZHhpNFE5UERXUUFWcjl3b25FZmNSTEVfcHVIOTh6bVpxWnY4UTRGM3BzQkZ1V21ZWVdrBHADNDRPWDQ0T3Q0NEs0NDRLbjQ0S3Y0NEtfNDRPOARwb3MDMwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http%3A/ecx.images-amazon.com/images/I/41UxsAKaoUL._SL500_AA300_.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12nc0g92b/EXP=1389322682;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUXdiaGR5ZHhpNFE5UERXUUFWcjl3b25FZmNSTEVfcHVIOTh6bVpxWnY4UTRGM3BzQkZ1V21ZWVdrBHADNDRPWDQ0T3Q0NEs0NDRLbjQ0S3Y0NEtfNDRPOARwb3MDMwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http%3A/ecx.images-amazon.com/images/I/41UxsAKaoUL._SL500_AA300_.jp
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57 絵本
事務局にお問い合わせください　　
m(_ _)m

58 レクレーション参考図書
事務局にお問い合わせください　　
m(_ _)m

59 大型絵本 6
事務局にお問い合わせください　　
m(_ _)m

60 サンタの衣装 2 イベントに大活躍！

61 トナカイの衣装 1 イベントに大活躍！

62 ぬいぐるみ 鈴が入っていて音がするよ♪

63 布絵本 3

64 クション積み木
大きなクッション積み木　　　　　　
１つから貸し出し可能❕

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=121eshlqg/EXP=1389321810;_ylt=A3JvcpnRDM5Se1sAGXmU3uV7/*-http%3A/www.kiitos1976.com/kids/hex/tumiki.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=121eshlqg/EXP=1389321810;_ylt=A3JvcpnRDM5Se1sAGXmU3uV7/*-http%3A/www.kiitos1976.com/kids/hex/tumiki.jp
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65 子供用布団セット 2

66 ロディ 6 子育てサロンで大活躍！

67 ボッチャ 2
ｼﾞｬｯｸﾎﾞｰﾙ（目標球）に自分のﾎﾞｰﾙ
を近づけるように投げたり転がした
りするペタンクに似た競技です！

1

1 木でできた車

1 ヘルメットもついています

69 ジョイントマット 50 大型のジョイントマット

70 ドリームトンネル 1
★世代間交流にぜひ！ご活用くださ
い！

68 おもちゃの車

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13o9t80go/EXP=1389321724;_ylt=A3Jvcn58DM5SJUkANCKU3uV7/*-http%3A/auction.thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_aucitem/image1/858/11977858/0824/img754031422874.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13o9t80go/EXP=1389321724;_ylt=A3Jvcn58DM5SJUkANCKU3uV7/*-http%3A/auction.thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_aucitem/image1/858/11977858/0824/img754031422874.jp
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71 メガトンネル 1
ドリームトンネルと違い、入り口、
出口は固定できません！！　　　　　
　長さ約３メートル

72
ボールハウス
（ボール付き）

1 子育てサロンで大活躍！

73 ボーリング
大１　
小１

74 ビンゴゲーム 2
パーティでの必需品！       　    
ビンゴカードは入っておりませんの
で、ご用意ください。

75 抽選器 1 イベントゲームでの必需品！

76

打楽器
（メタルフォン ２
　スレイベル 　５
　タンバリン 　５）

イベントに大活躍！

77

大型楽譜付
メロディーベル
（ハンドベル）

3

★貸し出し備品 人気№２　
大型の歌詞付のため、誰でも手軽に参加
できる。歌詞についている色のベルを鳴
らして演奏。吸盤付きボルダーを付け、
テーブル上に設置して付属のビーターで
もベルをたたけます
★新曲増えました！！！

78 くだもの収穫つりゲーム 1
マジックテープのついた竿でカラフルな
くだものを釣り上げる

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12aqblvqn/EXP=1389322052;_ylt=A3JvcoPEDc5SpH4AFDuU3uV7/*-http%3A/www.epkodomo.com/data/epkyoto/product/14021.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12aqblvqn/EXP=1389322052;_ylt=A3JvcoPEDc5SpH4AFDuU3uV7/*-http%3A/www.epkodomo.com/data/epkyoto/product/14021.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12p4mfks3/EXP=1389322612;_ylt=A3JvcoT0D85S11wAXpKU3uV7/*-http%3A/ecx.images-amazon.com/images/I/41T8p%2BtkITL._SL500_AA300_.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12p4mfks3/EXP=1389322612;_ylt=A3JvcoT0D85S11wAXpKU3uV7/*-http%3A/ecx.images-amazon.com/images/I/41T8p%2BtkITL._SL500_AA300_.jp
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79 カプラ 15

80 木のおもちゃ

81 くねくねばーん 1 車が滑り落ちる木のおもちゃ

82 森のあそび箱 1
四角い箱に楽しい遊びがいっぱい詰
まっています。

83 Finger Fun Table 1

84 しりとりブロックくずし 2
ピラミッド状に積み上げられたブ
ロックをしりとりをしながら取って
いくゲーム

85 ジェンガ 8

86 ブロックゲーム 1
ブロックを組み合わせ立法体を完成
頭と指先のリハビリになります！

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12v57rr0o/EXP=1389322004;_ylt=A3JvcpeUDc5SKUwAwUiU3uV7/*-http%3A/homepage1.nifty.com/hitsujiya/images/kapla/tumiki-kapla-sam-w480.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12v57rr0o/EXP=1389322004;_ylt=A3JvcpeUDc5SKUwAwUiU3uV7/*-http%3A/homepage1.nifty.com/hitsujiya/images/kapla/tumiki-kapla-sam-w480.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ne1cfv8/EXP=1389322550;_ylt=A3JvcpC2D85SjTAA_mGU3uV7/*-http%3A/ecx.images-amazon.com/images/I/41OiOfbKlgL._SL500_AA300_.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ne1cfv8/EXP=1389322550;_ylt=A3JvcpC2D85SjTAA_mGU3uV7/*-http%3A/ecx.images-amazon.com/images/I/41OiOfbKlgL._SL500_AA300_.jp
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87 しゃぼん玉 2
しゃぼんの液は各自ご用意くださ
い。

88 テント 9

89 フェスティバルテント
大１　　
　小１

簡単に、ワンタッチで設営できる　
テント

90 お茶タンク 2

91 ホットプレート 2
みんなで、おやつ作りしませんか？
たこ焼き器に変身しますよ！

92 湯沸かしポット 4

93 手動式かき氷機 1 昔ながらの手動式かき氷機

94 握力計 1 体力測定！

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12b4okibf/EXP=1389322158;_ylt=A3JvcpouDs5SIBEAc0uU3uV7/*-http%3A/img05.shop-pro.jp/PA01017/720/etc/senmon-p01.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12b4okibf/EXP=1389322158;_ylt=A3JvcpouDs5SIBEAc0uU3uV7/*-http%3A/img05.shop-pro.jp/PA01017/720/etc/senmon-p01.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11moq1mt0/EXP=1389322267;_ylt=A3JvcoWaDs5SmDsAYVaU3uV7/*-http%3A/outdoor.nomaki.jp/jyagu.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11moq1mt0/EXP=1389322267;_ylt=A3JvcoWaDs5SmDsAYVaU3uV7/*-http%3A/outdoor.nomaki.jp/jyagu.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13uabanul/EXP=1389322316;_ylt=A3Jvco7MDs5SBiAAMrOU3uV7/*-http%3A/thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/gift1484/cabinet/00690228/img58626247.jpg?_ex=300x300&s=2&r=
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95 パネル 38

96 パネルの脚 47
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7
魚魚合わせ（ととあわ
せ）
～日本津々浦々～

1

日本全国旬の魚介類カルタです。
カルタ以外にも絵合わせ、神経衰
弱、ババ抜きと多様な遊び方ができ
ます！！

8 なぞなぞかるた 1
簡単な「なぞなぞ」を楽しみながら
遊ぶかるたです☺

13 たいこ相撲 1
太鼓を叩く要領でバチを使って
遊ぶ相撲ゲームです！

28 ターゲットゲーム 1
ボールを投げて遊ぶ的当てゲーム
点数で競い合ったり、ビンゴゲーム
のように遊んだりできます⚾

ガチャポンマシン 2
カプセルの中にお菓子やお題の入った紙
を入れて話の話題になります★

新しい備品が増えました！



ふれあいサロン貸出備品一覧表

ＤＶＤ一覧

大人向け

子供向け

福祉・教育系

その他にもあるので、気になる方はご相談ください


