
鈴鹿市社会福祉協議会 貸出機材（ゲーム）一覧表 

 機材名 使用方法 写真 

１ 

マグネットオセロ 

オセロ盤（２５ｃｍ×２５ｃｍ） 

石（マス） ６６個 

＊黒い面にギザギザが刻まれており、

触っただけでどちらの面かわかりや

すくなっており、視覚に障がいのあ

る方でも気軽に楽しんでいただけま

す 

＊オセロ盤のマス一つひとつが仕切ら

れているため、石（コマ）がずれる

ことはありません 

 

２ 

ＵＮＯ（ウノ） 

数字カード 各種１９枚 

その他カードと合わせて 計 108 枚 

 

＊カードの大きさ、ゲームのルールな

ど全て市販のものと同じですが、カ

ードの隅に点字が入っているため、

視覚に障がいのある方でも楽しんで

いただけます 

 

 

３ 

トランプ 
＊カードの大きさ、ゲームのルールな

ど全て市販のものと同じですが、カ

ードの隅に点字が入っているため、

視覚に障がいのある方でも楽しんで

いただけます 

 

４ 

思い出カルタ 

読み札 50 枚（12×１７） 

取り札 50 枚（12×１７） 

ラミネート加工 

＊懐かしい日本の童謡や唱歌の絵柄

が、カルタになっています 

＊曲の前半が読み札、後半が取り札と

なっているので、歌を合わせながら

遊ぶことができます 

＊トランプの神経衰弱と同じように全

部を裏返して、並べ歌を合わせて楽

しむこともできます 

 

 

５ 

ジャンボトランプ 

トランプ（34×２２ ） 

ラミネート加工 

 

＊大きなトランプなので部屋いっぱい

に並べられ、たくさんの人が一度に

神経衰弱などの遊びができます 

＊ラミネート加工なので汚れが簡単に

ふき取ることが出来る 

 

 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★ 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★ 

・障害者 ★★★★ 

・子ども ★★★ 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★★ 

・おとな ★ 

・子ども ★ 

 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★★ 

・おとな ★★★ 

・子ども ★★★★  

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★ 

・障害者 ★★★★ 

・子ども ★★★ 



 

 機材名 使用方法 写真 

６ 

開運お手玉ボード 

開運ボード（85×８５・7.3kg） 
お手玉 20 個（40g） 

招福カード 18 枚・占いカード 18 枚 

 

＊開運ボードに招福カードを並べお手

玉を投げて載ったところの点数を競

って遊びます 

＊ゲームの最後に占いカードをボード

に並べお手玉を投げて明日の占いを

して遊ぶこともできます 

＊オリジナルのカードをつくって遊ん

でみても楽しいかも 

 

７ 

新十扇（しんとおせん） 

十扇 10 個（天地１９･幅２７） 

十扇たて（5×5×２３） 

的（直径 12・高さ２３） 

収納箱・毛氈・鈴 

 

＊床に収納箱を置き上から毛氈をかぶ

せ鈴をかけた的をめがけて十扇を投

げて遊びます 

＊得点線を適当な位置に設け点数を競

って遊ぶこともできます 

 

 

 

８ 

輪投げ 

木製台 １台・腕 ９本・足 ２本 

ネジ ７個・リング ９個（３色） 

 

＊リングを投げ、棒に入れる遊び。 

 ゲームは少人数でも、団体戦として

大人数でも遊べます。 

＊台に書かれている数字により、点数

を競うこともできます。 

 

９ 

釣りっこゲーム 

竿（118cm・100g）6 本 

魚（フック付）15 匹 

 

＊床にフックの付いた（魚等）を並べ

釣り竿に引っ掛けて遊びます 

＊釣る魚によって難易度が変わり、 

スリルを味わうことができます 

＊魚に得点を付けるとさらに盛り上が

ること間違いなし 

 

10 

たいこ相撲 

土俵（60×60×43） 

力士 6 体（スポンジ製） 

バチ 4 本（長さ 40ｃｍ・32０ｇ） 

 

 

 

＊好きな力士を選び、手足を胴体には

め込んでオリジナルの強い力士をつ

くってください 

＊土俵の上に力士を並べ、バチをたた

いて力士を戦わせて遊びます 

＊座ったままでも楽しむことができま

す 

 

 

 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★★ 

・障害者 ★★★★ 

・子ども ★★★★ 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★★ 

・障害者 ★★★★ 

・子ども ★★★★ 

 

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★★ 

・おとな ★★ 

・子ども ★★ 

 

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★ 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★ 

 



 

 機材名 使用方法 写真 

11 

ベルハーモニー 

ハンドベル 

 

＊片手で振るだけで音が出るので誰で

もが、気軽に楽しむことができます 

＊一人一つの音を受け持ちながら全員

で演奏することで、音楽を楽しむこと

ができます 

 

12 

大型ジェンガ 

ブロック 18 個（赤・青・黄 各 6 個） 

3 色サイコロ 1 個 

 

＊積まれたブロックの中から、サイコロ

のでた色のブロックをうまく抜いて、

上に積んでいき、最後にブロック崩れ

てしまった人が負けというゲームで

す。 

＊どこまで高く積めるかに挑戦したり、

グループや対抗戦などでも楽しむこ

とができます。 

 

13 

紅白床置き玉入れ 

紅白玉入れ（８０×７０）2 個 

赤玉 50 個 / 白玉５０個 

 

＊高く玉を投げられない方でも、座った

ままで玉入れを楽しむことができま

す 

 

 

 

14 

友･遊ボーリング 

ピン台（73×73×１８） 

バックボード 2 枚 / 傾斜レーン 1 台 

ボール（ソフト 2 個ハード 2 個） 

 

＊一般的なボーリングと同じルールで

楽しむことができます 

＊倒れたピンはワンタッチで元通りに

戻すことができ、ピン手前の傾斜台の

おかげでピンを倒すときの迫力を味

わうことができます 

 

 

15 

じゃんぼ ボーリング 

ボール 1 個（直径 18ｃｍ・黄色） 

ピン 6 本（赤・青・緑 各 2 本） 

直径 21・高さ 60ｃｍ、組立

式 

＊ピンを並べ、投球位置は自由！思いっ

きり倒しまくってください 

＊やわらかくて軽い素材なので、ぶつか

っても怪我をする心配はなく、遊んで

いても大きな音がしにくく室内でも

楽しく遊べます。 

 

 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★★ 

・おとな ★★★★ 

・子ども ★★★★ 

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★★ 

・おとな ★★★★ 

・子ども ★★★★ 
 

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★ 

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★★ 

・障害者 ★★★★ 

・子ども ★★★★ 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★★ 

・おとな ★★★★ 

・子ども ★★★ 



 

 機材名 使用方法 写真 

16 

シャッフルゴルフ 

マット 1 枚（365×９０） 

ボール 10 個（210g） 

パター2 本 

 

＊パターを使い、マットの得点ボードや

ゴルフグリーンの中にボールを入れ

て点数を競います 

＊意外性の大きいゲームで、車いすを利

用になられている方でも楽しむこと

ができます 

＊ひとつのかばんに収まり持ち運びが

簡単です 

 

 

17 

風船ゲーム 

ネット（幅 4ｍ長さ 40ｃｍ） 

風船（随時購入が必要） 

移動式ポール（高さ 140ｃｍ）2 本 

 

＊1 チームは 6 人で行います 

＊ルールは、バレーボールに準じて自由

にゲームをお楽しみください 

＊対象者によりルールを変えて負担を

少なくして遊ぶことができます 

 

 

18 

ナンバーストライク 

本体フレーム（１１６ｃｍ×７６ｃｍ） 

補助フレーム（ベース、ロング等） 

専用ボール １２個 

フレーム固定ネジ 計１４Ｐ 

＊テレビでお馴染みのあのゲームが手

軽にお楽しみいただけます 

＊ゴムボールを使用しているため、小さ

なお子さんからお年寄りの方まで安

心して遊んでいただけます 

＊フレームが少し重いので、組み立ては

必ず２名以上で行ってください 

 

19 

グラウンドゴルフセット 

ゴール 16・ボール 37 

クラブ（長）22・（短）10 

 

  

＊子どもからお年寄りまで、世代を問わ

ず楽しめます 

＊クラブの長さも長・短お選びいただけ

ます 

 

20 

わたがし機 

電源 １００Ｖ 

取扱説明書に従って操作してください 

＊用意するものは、ザラメと割り箸だ

け！次々と出てくるわたあめを、素早

くきれいに割り箸にからめ取ってく

ださい 

＊使い終わった後は、お手入れも忘れず

に！ 

 

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★★ 

・障害者 ★★★★ 

・子ども ★★★★  

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★ 

 

 

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★★  

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★★ 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★★★ 

・障害者 ★★★★ 

・子ども ★★★★ 

 



 

◆これらの機材は、みなさんにご協力いただきました 

赤い羽根共同募金の配分金で購入しています◆ 

 機材名 使用方法 写真 

21 

ポップコーン機 

正面 （５０ｃｍ×７４ｃｍ） 

側面 （４０ｃｍ×７４ｃｍ） 

電源 １００Ｖ 

 

 

 

＊用意するものは、コーンと油と調味料

だけ！コーンの迫力あるはじける音

と香ばしいかおりを満喫いただけま

す 

＊保温機能もありますが、温かい内にみ

なさんでお召し上がりください 

＊使い終わった後は、お手入れも忘れず

にお願いします 

 

22 

祭り袢天（はんてん） 

赤祭り袢天 10 枚 

青祭り袢天 10 枚 

＊袢天を着ることによってイベントの

雰囲気が盛り上がります 

＊同じものを着ることにより連帯感が

高まります 

 

23 

サンタ衣装 

上着・ズボン・帽子・ひげ・袋 

（５セット） 

 

＊クリスマスの必需品！袋にたくさん

のプレゼントを入れて、たくさんの笑

顔とともに一年を振り返りましょう 

＊身長 160～17cm くらいの方が 

 すっぽり着ることができます 

 

24 

着ぐるみトナカイ 

 

 

＊サンタ衣装とセットでぜひご活用く

ださい！おちゃめな赤鼻がとっても

かわいい 

＊身長１５５～１８０cm くらいの方が

すっぽり着ることができます 

 

 

25 

着ぐるみスーツ 

ウサギ 1 着 

りす 1 着 

＊身長１５５～180cm 位の人まで

がすっぽり着ることができます 

＊着ぐるみを着ると雰囲気が盛り上

がります 

＊誰が入っているのか当ててみても

楽しいかも!?恥ずかしがらずに動

き回ってみてください 

 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★ 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★ 

（お楽しみ度） 

・高齢者 ★★★ 

・障害者 ★★★ 

・子ども ★★★★ 

（お楽しみ度） ・高齢者 ★★★★ 

・障害者 ★★★★ 

・子ども ★★★★ 

 

 


