
　 大型ゲーム
No. 品　名

1 スカットボールⅡ

2 シャフルボード

3 公式ワナゲ

4
バスケットピンポ
ン

　　　　②シャフルボード
   　　　  コート 　　9m×1.8m

①スカットボールⅡ 　

　スカット台
       90×90cm

　

　マット90cm×5m

　

　

　

　　　　

　          
　　③公式ワナゲ             ④バスケットピンポン

  　　 台60×60cm　                 コート120×60cm　高さ70cm 　

ゲートボール同様のスティックを使い穴にボールを入れて得点を競
います。

ふれあいいきいきサロン貸出遊具リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市社会福祉協議会

「ふれあい・いきいきサロン」で使える遊具等の貸出しを 無料で行っています。

※詳しくは  下関市社会福祉協議会　地域福祉課(☏083-232-2002） へお尋ね下さい。

使用方法など

点数の書かれたマットにディスクを押し出し止まった所の点数で競
います。

２ｍの距離から投げて遊ぶ本格的な輪投げです。

ミニ卓球セット。コートの両端にバスケットが付いており、バス
ケットに入れるとボーナスポイントとなります。

　　　　　　　　　　　　　                 　    キュー　190ｃｍ×2本
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大型ゲーム
No. 品　名

5 ターゲットゲーム

6 大型だるま落とし

7 ビーンボウリング

8
紅白玉入れ台セッ
ト（ボール付）

9
釣りっこセット
Ａ,Ｂ

⑤ターゲットゲーム

幅75cm、奥行64cm、
高さ104cm

シート60×61cm

  ⑦ビーンボウリング
    幅： 100cm
    高さ：56cm
    奥行：64cm

　
　

　

　　　　　  ⑧紅白玉入れ台セット
　　　　　　  高さ（調整）100m～151cm

　　　　⑨釣りっこセットＡ、Ｂ各
　　　　　竿（長さ118cm）×6本
　　　　　魚　20匹

使用方法など

屋内外兼用カラフルなターゲットゲームです。

子どもから大人やお年寄りまで遊べる90cmサイズ。外皮はナイロン
製、中身はウレタンなので安全です。

あらかじめセットしてあるピンをめがけてボールを転がし、ピンを
回転させて得点とするゲーム。ピンに回転調節機能を付加しまし
た。

2段階調節可能。小さなお子様やお年寄り向けサイズの玉入れ台で
す。

釣りゲームです。（各：竿6本、魚20匹）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥大型だるま落とし
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大型ゲーム
No. 品　名

10 風船バレーセット

11 かき込みサイコロ

12 トリコロキューブ

13
カラーボウリング
ゲーム

14
ニチレクボール
室内ペタンク

⑩風船バレーセット ⑪かき込みサイコロ

       ⑭　ニチレクボール　　室内ペタンク
            ボール12個：直径7ｃｍ、重さ400ｇ

使用方法など

高さが2段階に調節できる支柱のネットと風船のセットです。

ホワイトボード用マーカーで書き換え可能なサイコロです。

3チームが同時に対戦し、サイコロの出目や得点エリアにより得点が
変化するスポーツです。

ピンがカラーで見やすく、色で得点を変えるなど変化に富んだゲー
ムができます。

ルールはペタンクゲームと同じ。黄色の標的球に向かって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。

　　　　　⑫トリコロキューブ　　　　　　　　　　　　　           ⑬カラーボウリングゲーム
　　　　　　マット：135ｃｍ×135ｃｍ　　　　　　　　           　  ピン10本：直径12cm、高さ38.1ｃｍ、
             キューブ：一辺5.8ｃｍの立方体、重さ40ｇ　                      重さ300ｇ
　　　　　　                                                                  ボール：直径21ｃｍ、重さ1.1kg

3

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1524122075/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5raWt1LXN5YWt5b3Uub3IuanAvemlneW91L3JlY19pbWcvYm93cmluZy5qcGc-/RS=%5eADBKyb9d92REJ4HUaQh3uBNMqzhu9A-;_ylt=A2RCL6Va8NZa50QAzzQdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1524123282/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2NoaWt1LXN5YWt5b3Uuc2VsZXNpdGUuY29tL2d1aWRlL3JlbnRhbF9pdGVtMjcuanBn/RS=%5eADBuqItKa9PC.fvYZrULpJOQyDz51o-;_ylt=A2RCL54S9dZaRXAA7QsdOfx7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1555140884/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zZWFyY2gucmFrdXRlbi5jby5qcC9zZWFyY2gvbWFsbC8lRTklQTIlQTglRTglODglQjklRTMlODMlOTAlRTMlODMlQUMlRTMlODMlQkMv/RS=%5EADB.zDQC5RczZJxOX8qpXYdlTF7lpM-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE0Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FocElsa0RreDlZcENDUGpkSzFnUFV1M0lEeTlOREllVFFmUXVyZkJ0dGlfel92R1BQVm9NTXRqQQRwAzZhS282SWk1NDRPUTQ0T3M0NE84BHBvcwMxNARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1555141062/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5kb2Z1a3VqaS5vci5qcC8lRTQlQkQlOTMlRTglODIlQjIlRTYlQjQlQkIlRTUlOEIlOTUlRTMlODElQUIlRTMlODElQTQlRTMlODElODQlRTMlODElQTYlRTUlQUUlQTQlRTUlODYlODUv/RS=%5EADB6ZQgcEtS4EX_SYuOwstXHa4dxe4-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE1OSZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NUWkhKUTJVS3hTdnExSXRaTjB1UXdSWGtLbWVxeFRBQVFtNzJYakEzRUJ4emFJT3F2TGF4Qk5NWTh0eGcEcAM0NE9JNDRPcTQ0S3o0NE90NDRLdDQ0T2w0NE84NDRPVwRwb3MDMTU5BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1524361727/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy51Y2hpZGFzLm5ldC9pbWcvZ29vZHMvMS84NjE2NDU5M18xLmpwZw--/RS=%5eADBrOB5x.HJpwWPToxHNDzEx9c_Y18-;_ylt=A2RCL5V.mNpaVkwA5zMdOfx7


No. 品　名

A 白黒ゲーム

B たいこ相撲

C 大回転オセロ

D 童謡かるた

E 小倉百人一首敷島

　　　　

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

マス目が少ない(6×6)白黒ゲームです。短時間でオセロが楽しめま
す。

卓上用ゲーム　・　CD　・　DVD

使用方法など

スポンジ製の力士を使って行う卓上相撲ゲームです。

それぞれのマスに石が内蔵されたオセロ盤です。クルクルひっくり
返すクリック感は今までにない新感覚です。

付属のＣＤから流れてくる曲を聞き、歌い出しの文字と曲に合った
絵が書いてあるカルタを取ります。

ＣＤ2枚（観賞用・競技かるた練習用）と百人一首の札のセット　Ｃ
Ｄを聞いて下の句の札を取ります。

　

Ⓐ 白黒ゲーム Ⓑ たいこ相撲

Ⓒ 大回転オセロ Ⓓ 童謡かるた

Ⓔ 小倉百人一首敷島
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No. 品　名

H
水戸黄門DVD‐BOX
第1部（8枚組）

I NHKテレビ体操DVD

J
「エンカサイズ」
DVD・BOX（3枚
組）

K
ソニーポータブル
DVDプレーヤー

L
パーソナルカラオ
ケ　マイク２本
セット

M
スクールタイマー
（鈴木楽器製作
所）

N デジビンゴ

　　　　　　　　

                       Ⓖ～ⒿのDVD

　　　　　　　　　　　　　　　

  Ⓜスクールタイマー 　　　Ⓝデジビンゴ
     19.0×11.4cm　厚さ2.1cm 　　　　　幅：12.5ｃｍ、高さ16.4ｃｍ

G

綾小路きみまろ
DVD　爆笑！エキ
サイトライブビデ
オ  第1～第４集

おなじみの爆笑DVDです。
携帯用DVDプレーヤーの貸出しもあり
ます。

「タイマー」「アラーム」「時計」としてご使用いただける便利な
「スクールタイマー」。置いたり吊るしたりできる他、背面マグ
ネットシート貼りのため黒板に貼っても使えます。

卓上用ゲーム　・　CD　・　DVD
使用方法など

初代　東野英治郎さんの懐かしの「水戸黄門」のDVDです。

おなじみ「ラジオ体操 第１」「ラジオ体操 第２」と、ゆっくりし
たテンポで全身の筋肉を伸ばしウォーミングアップができる「みん
なの体操」が収録されています。

演歌のヒット曲に、楽しい体操がついています。

携帯用のDVDプレーヤー。テレビにつなぐこともできます。

テレビに繋ぐだけの簡単接続です。マイクに内蔵された曲で十分に
カラオケが楽しめます。

デジタルで次々と数字を選び出し抽選ができるビンゴマシン 。

ⓀソニーポータブルDVDプレーヤー                       Ⓛパーソナルカラオケマイク2本セット

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  奥行：11ｃｍ、重さ：362ｇ
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大型ゲーム
No. 品　名

15
お手玉リズム体操
＆陣取りマット

No. 品　名

Ｏ 黒ひげ危機一発

Ｐ
昭和落語黄金期の
江戸古典落語ＤＶＤ
６枚組

Ｑ
東西漫才ベスト
昭和の爆笑漫才傑
作選ＤＶＤ２枚組

Ｒ
籠や捕り物帳
松竹ＤＶＤ

　

樽の中に人形をセットし、剣を樽の穴に順番にさしていきます。人
形が飛び出した人が負けです。

卓上用ゲーム　・　CD　・　DVD

昭和の日本を代表する天才喜劇役者・藤山寛美の懐かしい喜劇が楽
しめます。

使用方法など

相手チームの色のマットにお手玉を投げ入れて自分のチームの
色にマットを裏返していく陣取りゲームです。

古今亭志ん生、柳家小さん、春風亭柳朝、三遊亭圓生、三遊亭圓遊
など昭和を代表する噺家の名高座が収録されています。

漫才ブーム全盛期、花王名人劇場で放送された東西の人気漫才師全
20組の爆笑漫才を収録しています。

使用方法など

⑮お手玉リズム体操＆陣取りマット

お手玉（2色×5ヶ）：10ヶ

Ⓞ黒ひげ危機一発

黒ひげくん人形：1ヶ

ⓅⓆⓇのDVD

6



No. 品　名

数字合わせゲーム

ひらがな合わせゲーム

漢字合わせゲーム

色合わせゲーム

☆川中西小校区スポーツ推進協議会様より寄贈いただいた手作りゲームです！

S

卓上用ゲーム　・　CD　・　DVD
使用方法など

数字(ひらがな)の書いてある台紙に、同じ数字(ひらがな)の書いて
あるコマを置いていくゲームです。楽しみながら手指と頭の体操が
できます。
〈遊び方〉
①台紙のすべての目を埋められるまでのタイムを競います。
②同じ数のキャップを手に持ち、誰が一番早く手持ちのキャップを
　すべて置くことができるかを競います。

同じ数字(漢字、色)の書いてあるコマが２つずつあります。
裏返して置き、順番にひっくり返して神経衰弱のようにペアを作っていく遊
びです。
記憶力が鍛えられます。

Ⓢ数字合わせゲームセット

台紙・・・４枚（数字３、ひらがな１）

コマ（ペットボトルキャップ）

・数 字 ・・・３セット

・ひらがな・・・１セット

・漢 字 ・・・１セット

Ⓢ 数字合わせゲーム Ⓢ 漢字合わせゲーム

Ⓢ 色合わせゲームⓈ ひらがな合わせゲーム
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