
レクリエーション用具

イベント用物品

社会福祉法人

伊達市社会福祉協議会

〒052-0012

伊達市松ヶ枝町５９－４

TEL：0142-22-4124

FAX：0142-22-1888

利用対象者

▲

市内の団体、グループ、サークル、

施設等

※営利、政治活動、宗教普及活動を目的と

する場合は貸し出しできません。

貸出期間

▲

借用日、返却日を含めて５日以内

利用料

▲

無料

① 事前に電話または来所により予約してください。

・受付時間：月～金曜日 ８：４５～１７：３０

・申込みは先着順です。

② 用具を受け取りに来てください。

・本会休業日は貸し出しはできません。

・用具の運搬は、借入者が行ってください。

・テント等の一部用具については、「借入申込書」の

記入をお願いします。

③ 用具を返却してください。

・本会休業日は返却できません。

・破損、紛失した場合は、必ず報告してください。

☆ レクレーション用具は、プレーヤーの年齢や身体能

力に合わせて、楽しめるルールを任意に設定してく

ださい。

☆ 借用前に現物を見てみたい方も、お気軽にお問い合

わせください。
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記載のルールは、一例です。（正式ルールではないものもあります。）プレーヤーの

年齢や身体能力に合わせて、楽しめるルールを任意に設定してください。

ディスゲッター サイズ 高さ150×横125㎝ 保管数 ２セット

ディスクを３×３の９枚のパネルに向かって投げる的抜き

ゲームです。パネルの位置を変えたり、投げる距離を調節

するなど楽しみ方は自由。

パネルは四隅にマジックテープが付いているので、装着も

簡単です。分解して持ち運べる専用キャリングバッグ付き。

●フライングディスク：１０枚

アキュラシーゴール サイズ ゴール直径90×高さ155㎝ 保管数 １セット

輪（アキュラシーゴール）に向かって、連続して１０投し

てゴールの輪を通過した回数を競います。

●フライングディスク：１０枚

どこでもミニディスク サイズ プレート（１枚）：縦28×横28㎝ 保管数 １セット

ミニディスクはスポンジ製で、簡単に曲げられるくらい柔

らかいので、安全に使用できます。また、内側に掘り込み

があるので、持ちやすく投げやすくなっています。

●１セット内容：的プレート９枚、プレート土台

ミニディスク１８枚（９色×２枚）

チャレンジゴール サイズ 高さ970×横1870×奥行き910㎝ 保管数 １セット

マジックテープ式のサッカー的当てゲームです。

フレームは組み立て式で持ち運びは楽ですが、狭いスペー

スでは障害物にあたり危険ですので、お控えください。

●１セット内容：マジックサッカーボール２個

パイプスタンド（組み立て一式）

的、エアーポンプ
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バッゴー サイズ ボード：85×55㎝ 保管数 ２セット

ビーンバッグを傾斜のついたボードに投げ、穴に入れば３

点、ボードに乗れば１点となります。

●１セット内容：傾斜ボード２枚

ビーンバッグ青４個、赤４個

ガラッキー サイズ ダーマ：直径20×高さ30㎝ 保管数 ２セット

ダーマと呼ばれる円すい形のボールをサークルに向かって

投げ、何個入るかを競います。

ダーマは、大きく弾んだりピタリと止まったり、転がった

りと不規則な動きをします。

正式ルールは、ダーマを投げ合って行う陣取りゲームです。

●１セット内容：ダーマ１２個、サークル１個

ラダーゲッター サイズ 本体：幅61×奥行き68×高さ100cm 保管数 １セット

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掛かるとポイントに

なります。

●１セット内容：本体２組、得点板、専用ボール１２個

収納袋

バドミントン・シャトル サイズ パネル盤：縦60×横60㎝ 保管数 １セット

羽根の先端にマグネットがついているシャトルを投げ、パ

ネル盤にくっつけて得点を競うゲームです。（投げ方は下

手投げ）

●１セット内容：パネル盤、傾斜用パイプ

シャトル５個

シャトルキャッチャー１個
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ターゲットゲーム サイズ 高さ175×横135㎝ 保管数 ２セット

強力マジックシートがボールをしっかりキャッチ！そっと

投げるだけでもくっつくほどの吸着力なので、世代を問わ

ずお楽しみいただけます。

シートは２種類から選べます。

●専用ボール：９個

スティックボール サイズ 高さ130×横90×奥行き110㎝ 保管数 １セット

的はマジックテープ式で、投げたボールがくっつきます。

的は両面（２種類）あります。

●専用ボール：１２個

マグダーツ サイズ 65×50㎝ 保管数 ３セット

マグネット（磁石）式の安全ダーツです。的は壁掛け式で、

丸めて持ち運びができます。

天候や場所に左右されず、ちょっとしたスペースがあれば

短時間でセッティングでき、みんなで楽しめます。

回転ダーツ サイズ 的直径70×高さ150㎝ 保管数 ２セット

マジックテープ式のダーツです。ダーツ的を回転させるこ

とができるので、実力よりも運が大事です。

●ダーツ矢の他に、ボール（マジックテープ付き）も用意

しています。
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スカットボール サイズ マット＋スカット台：530×90㎝ 保管数 ３セット

ボールをスタートラインからスティックで打撃し、スカッ

ト台の得点穴にボールを入れる競技です。

●１セット内容：スカット台、スカットマット

スティック２本、ボール１０個

収納袋

シャッフル＆ゴルフセット サイズ マット360×90㎝ 保管数 ２セット

パターでボールを打ち、シート上の得点に入れて、得点を

競います。３２面体のボールが意外な方向に転がって楽し

さ倍増！スタート位置を変えて２種類のゲームができます。

●１セット内容：マット１枚、パター２本

ボール１０個、ボールケース

収納袋

ルーレットゴルフ サイズ 全長230×横35㎝ 保管数 １セット

ゴルフパターの面白さにルーレットの意外性が組み合わさ

ったゲームです。

１０個のカップには得点が表示してあり、自動で回転しま

す。

●１セット内容：回転ルーレット盤、パターマット

ミニフラッグ、ナンバープレート

パター１本、ボール３個

ミニ囲碁ボール サイズ 全長190×横90㎝ 保管数 １セット

碁盤に見立てたマットと白黒のボール、スティックを用い

て五目並べを行うゲームです。

交互に１球ずつボールを打ち、縦・横・斜めのいずれかに

３つ以上、５つ以下のボールが並んだライン数を競います。

●セット内容：マット１、スティック２、

卓上用スティック２、

ボール２０（黒10、白10）
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ディスカスボード サイズ シート１枚：180×90㎝ 保管数 ２セット

得点エリアに向かってディスクをキューで押し出すように

シュートして、得点を競うゲームです。

キューを使ったカーリングのようなもので、互いに打ち合

い、一度得点エリアにディスクが入っても、相手のディス

クで押し出すという駆け引きを楽しむこともできます。

●１セット内容：ターゲットシート2、キュー2、ディスク8

●旧バージョン２セットもあります。

デッキスティックゲーム サイズ コート：720×120㎝ 保管数 １セット

スティックとディスクを使って、３種類のゲームが楽しめ

ます。キューが伸び縮みし、車いすやイスに座ってもプレ

イが出来ます。

●１セット内容：コート１枚、キュー２本

ディスク８枚、シリコンスプレー１本

フロアカーリング コート バドミントンコート1/2 保管数 １セット

体育館などのフロアで行うカーリングで、「フロッカー」

と呼ばれる木製のストーンを「ターゲット」と呼ばれる目

標のストーンに向けて投げ、いかにターゲットに近づけら

れるかを競うスポーツです。

●ルールブック付き

ボッチャ コート 12.5×6m 保管数 １セット

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。

ボッチャは、パラリンピックの正式種目です。

●ルールブック付き

●収納ケース付き
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ビーンボウリング サイズ 全長570～1070×横90㎝ 保管数 ２セット

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

するゲームです。

ポールの位置を変えることで、難易度が調整できます。

●ボール：４個（赤２、白２）

●収納袋付き

スロープボウリング サイズ 全長380～580×横135㎝ 保管数 ２セット

スロープからねらいを定めてボールを転がし、ピンを倒す

ので、車いす利用者や握力の弱い方など幅広く楽しむこと

ができます。

●１セット内容：スロープ（キャスター付き）

ピン１０本、ボール４個

レーンシート、ピンガード

コーンボウル サイズ シート：縦102.5×横96.5㎝ 保管数 １セット

コーンを簡単に配列できる専用シート付きなので、簡単に

設置でき、気軽にボウリングが楽しめます。

●セット内容：ナンバーコーン１０個、ボール１個

専用シート１枚

カラーボウリング サイズ － 保管数 ２セット

ピンがカラーなので、後ろの壁が白くてもよく映えて見や

すくなっています。

ピンセッターがあるので、簡単に設置できます。

●１セット内容：ピン１０本、ボール１個

ピンセッター１枚
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玉入れ サイズ カゴ直径45×高さ155㎝または100㎝ 保管数 １セット

車いす利用者や小さな子ども向けの低いタイプの玉入れで

す。

●玉２００個（紅・白 各１００個）

ポケネット サイズ 高さ190×横190×奥行き75㎝ 保管数 １セット

ポケットは、差し込み式なのでネットのどこにでも取り付

けられます。自由にレイアウトを変えて、玉入れゲームが

楽しめます。

縦・横・斜めに揃えるビンゴやパーフェクトは高得点にす

るなどルールを工夫してみては？

紅白くっつきボールセット サイズ 幅80×奥行き80×高さ100または150㎝ 保管数 １セット

マジックテープ式の的めがけてボールを投げます。高さが

２段階で調整でき、座ったままでも遊ぶことができます。

●玉５０個（紅・白 各２５個）

安全吹き矢道場 サイズ 的台：縦45×横45㎝ 保管数 １セット

吹矢は楽しみながら自然に呼吸法が身につき、適度の緊張

と集中力が身体の活性化を促進します。また、吸盤式の矢

なので安全にプレーすることができます。

●１セット内容：的１個、吹き筒２本、吹き口４個

矢１０本
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だるま落とし サイズ 高さ90×直径30㎝ 保管数 ２セット

だるま落としの大型版です。

だるまはウレタン製なので、壁などに当たっても安心です。

青色の胴体（滑り止め付き）を一番下に設置して、頭の下

から順番にたたき落とします。

大型バランスゲーム サイズ 幅46×奥行き62×高さ85㎝ 保管数 ２セット

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

ックをうまく抜いて、上に積みます。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。

新十扇・雅（しんとうせん・みやび） サイズ － 保管数 １セット

十扇という扇を的に当てて得点を競います。台の上に的を

立てて十扇を投げ、的に当たるか得点圏に十扇が入ると得

点になります。

●ルールブック付き

フリースタイル輪投げ サイズ ベース：１辺18㎝ 保管数 １セット

ベースが１個ずつ独立しているので、さまざまな形にアレ

ンジして輪投げが楽しめます。

投げ輪はゴム製で、安全に遊ぶことが出来る輪投げです。

１セット内容：本体（ベース）７個

投げ輪１５本
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ホームピンポン サイズ 縦60×横120×高さ70㎝ 保管数 １セット

狭いスペースでも楽しめるピンポンゲームです。

●１セット内容：ピンポン台、脚、ネット

ラケット２個、ピンポン球２個

玉打ちバンパー サイズ 縦100×横60㎝ 保管数 １セット

交互に玉打ち器で自分のパックを相手のゴールめがけてシ

ョットします。先に自分のパック全てを相手ゴールに入れ

た方が勝ちです。

ボード上のピンを外せば、玉打ちゲームもできます。

ファート サイズ 大：120㎝四方 小90㎝四方 保管数 １セット

専用のブロア（電動空気入れ）で、空気をいっぱいに詰め

て、ふわふわになったファートを押し出したりヒットして

空中に漂わせます。

バレーボールやバドミントンのコートを使用して打ち合う

こともできます。

●専用ブロア付き

ネットパスラリー サイズ ネット１枚：50×100㎝ 保管数 １セット

ネットにボールをのせて持ち、ペ

ア２組で向かい合い、ネットの上

のボールを交換して楽しみます。

●１セット内容：ネット４枚

ボール２個
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ストライクボードＳＴ サイズ 幅96×奥行き80×高さ137㎝ 保管数 １セット

横列は２枚抜きが可能です。パネルの散乱がないので次ゲ

ームへのセットが簡単です。

●重さが２２㎏ありますので、運搬には注意が必要です。

サークルバスケットＧ５ サイズ 幅112.5×奥行き112.5×高さ164㎝ 保管数 １セット

リングの差し込み順序、位置は回転式で自由に設置できま

す。

●重さが１４㎏ありますので、運搬には注意が必要です。

ノルディックウォーキング用ポール サイズ 伸縮式：80～114㎝ 保管数 ３０セット

ノルディックウォーキングはポールを使うことで、全身の

筋肉をたくさん刺激します。

ポールには身長の目盛りがあり、自分の身長に合わせるこ

とで適正な長さに調節できます。
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４色あしぶみラダー サイズ － 保管数 １セット

４色に色分けされた「ラダー（はしご）」を床に広げ、数

字を記憶しながら足踏みをしてマス目を進み、該当の数字

の所で特別な動作をする、認知症予防のための脳活性化運

動（コグニサイズ）が楽しく簡単にできます。

●コグニサイズ入門に最適な道具と解説書のセットです。

自立体力トレーニングセット サイズ － 保管数 １セット

自立して日常生活を送るために必要な身体活動能力を向上

させる目的で開発された、筋トレセットです。

１セット内容：マッサージハンドグリップ

バランスボールミニ

トレーニングラバー、パワーリング

ストレッチマット（ケース付き）

自立体力トレーニング本

カラオケセット 型式 ファミリーコンサートTKM-370J-2 保管数 １セット

１０００曲を本体に内蔵！テレビに繋ぐだけで気軽にカラ

オケが楽しめます。リモコン付きなので、曲検索も楽にで

きます。

健康体操や採点などの機能も満載です。

●ワイヤレスマイク２本付き

●テレビは借用者がご用意ください。
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全国ご当地マップ サイズ 縦72.8×横103cm 保管数 １セット

まずは、利用者全員でマップの都道府県名を埋めます。続

いて、都道府県に関するクイズにグループで挑戦してみま

しょう（例：「○○県の県庁所在地は？」、ある１都道府県

の形を見せて「この県は何県でしょうか？」、「コウノトリ

をシンボルマークとしている都道府県は？」等）。いろい

ろな分野の問題を出し楽しんでみてください。

ボードゲーム

麻雀テーブル サイズ 天板75×75×高さ70㎝ 保管数 １台

テーブルの脚は折りたたみ式なので楽に運搬ができます。

●点棒入れ付き

品 名 保管数

①オセロ ２セット

②囲碁（碁盤・碁石セット） ２セット

③将棋（将棋盤、駒セット） １セット

④麻雀牌 ７セット

⑤麻雀マット ７枚
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スキヤキ・ジャンケンゲーム サイズ － 保管数 １セット

スキヤキの材料のカードをじゃんけんをして集める遊びで

す。グループになった人たちが家族として協力し、カード

になっている、肉，焼き豆腐，たまご，しらたき，ネギの

５種類全てのスキヤキの材料を、ジャンケンをして集める

〜というものです。１６ １００名程度まで一緒に楽しめま

す。

カードゲーム 保管数 各1セット

①美空ひばり かるた ②思い出かるた

数え切れないファンにほ 懐かしい日本の童謡や唱

ほえみ続けた「美空ひば 歌５０曲をカラフルな絵

り」のブロマイドかるた 柄にしたかるたです。

です。 曲の前半が読み札、後半

が絵入りの取り札です。

③思い出かるたⅢ ④童謡かるた

昭和を彩った演歌歌謡曲 懐かしの童謡４６曲が入

５０曲をカラフルな絵柄 ったＣＤ付きのかるたで

にしたかるたです。 す。ＣＤから流れる曲を

曲の前半が読み札、後半 聴いてかるたを取ります。

が絵入りの取り札です。

⑤漢字博士№１ ⑥野菜カード

120種類の「へん」と「つ トランプのように13種類

くり」のカードを合わせ のゲームを楽しみながら、

てたくさんの漢字をつく 32種類の野菜の実と花を

るゲームです。 覚えることができるカー

ドゲームです。

⑦どうぶつ えあわせ

どうぶつの頭・胴・尾カ

ード３枚を揃えて遊ぶゲ

ームです。パズル、神経

衰弱、どうぶつえあわせ

の3つの遊びができます。
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プロジェクター フロアタイプ スクリーン

型式 エプソン EB-940 保管数 １台 型式 泉 RS-100 保管数 １台

(幅1990×高さ1490㎝)

ワイヤレスアンプ＆マイク マイクスタンド

型 式 ユニペックス WA-862DA 型式 ユニペックス MT-89 保管数 １本

保管数 アンプ１台、マイク２本

ブルーレイプレーヤー ブルーレイプレーヤー

型式 パナソニックDMP-BD81-K 保管数 １台 型式 パイオニア BDP-3110-k 保管数 １台

※伊達市ボランティア連絡会備品
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借用前に「借入申込書」の提出をお願いします。

高齢者擬似体験セット「つくし君」（児童用） 保管数 ５セット

●１セット内容：リュック（おもり入り）、めがね１個

ひざサポーター１個、ひじサポーター1個

足首おもり１個、手首おもり１個

イヤーマフ１個、テープ

●取扱説明書、体験プログラムビデオ付き

高齢者擬似体験教材キッズセット（児童用） 保管数 １セット

●１セット内容：前かがみ姿勢体験ベルト１個

視覚障がいゴーグル１個、アイマスク１個

ひじサポーター１個、ひざサポーター１個

おもりバンド２個、イヤーマフ１個

アルミ折りたたみステッキ１本

ゼッケン１個

高齢者擬似体験セット 保管数 ４セット

●１セット内容：ベスト（おもり入り）、ゼッケン１個

視覚障がいゴーグル１個

ひざサポーター１個、ひじサポーター1個

おもりバンド２個

白杖（はくじょう） 保管数 ５本 アイマスク 保管数 ２０個

白杖とは視覚障がい者が歩行

の際に前方の路面を触擦して

使用する白い杖のことです。

伸縮式です。
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借用前に「借入申込書」の提出をお願いします。

イベント用テント サイズ 2.0×3.0間（約360×540㎝） 保管数 ５張

５張り全て、組み立て式のパイプテントですが、種類によっ

て組み立て方法が違います。

天幕は５張分ありますが、横幕（四方幕）は１枚しかありま

せん。

ガーデンテーブル＆チェアセット サイズ テーブル：84×84×高さ70㎝ 保管数 ２５セット

１セット４人掛けで使用できます。

風で飛ばされないように重りも付いています。

品 名 保管数 備 考

会議テーブル（脚折りたたみ式） ５脚 サイズ：幅180×奥行き60×高さ70㎝

パイプイス ６２脚

ゴザ ３１枚 サイズはそれぞれ違います。

焼き台 ５台 やきとりを焼くのに最適です。

コンパネ ２１枚 サイズ：180×90㎝

射的台 ２台 射的銃は、借用者が用意してください。

わなげセット １個 セット内容：投げ輪、輪とり棒、シート

▲ 焼き台、コンパネ ▲射的台（景品は付いていません）


