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これらの用具は、赤い羽根共同募金の配分金及び寄贈により整備されています。 

＊レクレーション用具は、地域のサロン活動や自治会の地域交流活動などでご利用いただけます。 

＊お問合せ 太宰府市社会福祉協議会 総務課 TEL：092-923-3230 
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おすすめ新着レク用具！ 新しく追加された用具です。ぜひご活用ください！ 

健康体操DVD（在庫：5セット） 

     

自宅や高齢者サロンなどで活用できるトレーニングやストレッチ、レクリエ

ーション等が収録されたDVD と解説書をセットでご利用いただけます。 
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投げ（在庫：3 セット） マグネットダーツ（在庫：4 セット） ポケネット（在庫：1 セット） ゲーゴルゲーム（在庫：1セット） 

スタンダードな輪投げです。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。 

 

手軽な壁掛け式ダーツです。ダーツの先

が磁石なので安全に楽しめます。 

 

バスケットボール感覚で玉入れ競技を楽

しめます。 

ポケットの位置を自由に変えられるの

で、様々な玉入れゲームを楽しめます。 

スティックでボールを打ち、マット上の

得点エリアを目指します。 

チーム戦でも個人戦でも楽しめます。 

  
  

ゲートボールセット（在庫：1 セット） ボウリング（在庫：1 セット） お手玉ボード（在庫：1 セット） 釣りっこ（在庫：1 セット） 

室内で簡単にゲートボールが楽しめま

す。ゲートに赤いリンゴを吊り下げると、

視力の弱い方もゲートが確認しやすくな 

ります。 

室内で手軽に楽しめるボウリングセット

です。 

 

棚の上に招福カードを並べ、お手玉を投

げて、乗った棚の点数で競います。 

魚の表･裏についた突起に、竿のフックを

引っかけて釣り上げます。 

魚の裏面に得点等を記入しておくと、 

さらに盛り上がります。 
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たいこ相撲（在庫：1 セット） だるま落とし（在庫：1 セット） スマイル射的（在庫：2 セット） 台風ドカン！（在庫：1 セット） 

紙相撲の要領で、土俵をバチで叩いて 

対戦します。 

スポンジ付きのバチなので、手が痛くな

りません。 

大きなサイズのだるま落としです。 

 

輪ゴムを発射するピストルで、的を倒す

ゲームです。 

本体を傾ければすぐに的が復帰します。 

箱をたたくと箱の中の空気が圧縮されて

吹き出し、的を倒します。 

紐が付いているので立ったままでも使用

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディスコン（在庫：2 セット） すきやきじゃんけんゲーム(在庫：1 セット) 唱歌カルタ（在庫：1 セット） ニチレクボール（在庫：1セット） 

2チームに分かれてディスクを投げ、どち

らが的に近づけられるか競うゲームで

す。ディスクの動き次第で思いがけない

展開に！ 

グループに分かれ、じゃんけんに勝てば

袋の中のカードを引きます。 

最も早く 5 種類のカードをそろえたグル

ープが勝ちです。 

50 年以上前の童謡から歌曲までを幅広

く選曲して描いたカルタを、メロディー

を聴いて取るゲームです。 

室内ペタンクです。2 チームがそれぞれ 

赤と青のボールを投げ合い、的により近

づけることで得点を競います。 
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漢字博士（在庫：1 セット） マージャンセット（在庫：2 セット） フロア玉入れセット（在庫：1 セット） 思い出カルタ（在庫：2 セット） 

「へん」と「つくり」のカードを組み合わ

せて漢字をつくるゲームです。脳トレに

もオススメです。 

脳トレや指先の運動にも効果的な麻雀 

セットです！マット付きです。 

椅子に座ったままでも楽しめる低床タイプの

玉入れセットです。リングの角度は自由に変

えることができ、玉を入れると鈴が鳴ります。

※ボールは消毒可能な物へ変更して貸出中。 

日本の童謡や唱歌をカルタにしました。

曲の前半が読み札、後半が絵入りの取り

札です。神経衰弱やぼうずめくりのよう

な遊び方も楽しめます。 

 

    

エンカサイズ（在庫：2 セット） 3色棒（在庫：50 本） 福笑い（在庫：4 セット） 羽子板（在庫：9 本） 

演歌のヒット曲に、楽しい体操がつき

ました!聴いて健康、歌って健康、踊って

健康！の3 拍子で、楽しみながら健康づ 

くりができるDVDです。 

新聞紙を棒状に丸めてビニールテープを

巻いた手作りのレク用具です。 

歌に合わせてのストレッチなど、様々な

使い方ができます。 

懐かしいお正月遊びの定番! 

笑う門には福来る!おかめとひょっとこ

の福笑いで福を呼び込みましょう。 

昔懐かしい羽子板と羽根のセットです。 
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コマ（在庫：3 個） けん玉（在庫：10 個） マナー豆（在庫：3 セット） ビー玉ソリティア（在庫：5 セット） 

木製・鉄芯のコマです。 

昔ながらのコマ遊びは、手先の器用さや

感覚を養います。 

子供から大人まで楽しめる、古き良きお

もちゃです。技は数多く、技が成功した時

の 達成感に笑顔が溢れます。 

遊びながら楽しくお箸の持ち方とマナー

を学びませんか？ 

ひよこ豆とうぐいす豆をお箸でつかむ対

戦型のゲームです。 

脳トレにもなる楽しいボードゲームです。 

玉を飛び越して、飛び越された玉を取り

除いていきます。最後に 1 個だけ残れば

クリアです。 

     

ストライクボード（在庫：1 セット） 点取りルーレット（在庫：1 セット） 大型バランスゲーム（在庫： 1 セット） 健康体操DVD（在庫：5 セット） 

ボードをねらってカラー玉を投げパネル

をパターンと倒すタイプの的あてゲーム

です。 

赤い玉をハンマーで叩いてルーレットを

回すと、風見鶏が回転して得点を示しま

す。 ※カードは貸出不可。 

ジェンガの様にブロックを抜いたり乗せ

たり自由で楽しい利用が可能です。ブロ

ックは軽いのでどなたでも楽しめます。 

自宅や高齢者サロンなどで活用できるト

レーニングやストレッチ、レクリエーシ

ョン等が収録された DVD と解説書をセ

ットでご利用いただけます。 
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臼（在庫：2 セット） 杵（在庫：大9 本 ／ 小5本） かまど・羽釜（在庫：2 セット） 3段木製せいろ（在庫：2セット） 

 

    

2段アルミせいろ（在庫：2 セット） 3段アルミせいろ（在庫：1 セット） ひしゃく（在庫：4 本） まる餅くん（在庫：1 台） 

 

  

  

バーベキューセット（在庫：2 セット）

※網はセットに含まれていませんのでご了承ください。 
ポリバケツ（在庫：小２個／大3 個） 

  

小（25L）  大（50L） 
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木のままごとセット（在庫：1 セット） フレーベル積み木（在庫：1 セット） アインシュタイン（在庫：1 セット） トレインカースロープ（在庫：1 セット） 

ごっこ遊びの定番、ままごとセットです。

調理道具と食器などのアイテムが入って

います。 

 

7 種類の積み木が、計100 個入ったセッ

トです。面取りされているので、さわり心

地の良さも魅力です。 

 

台形の積み木です。パーツが滑らないよ

うに特殊な表面処理がされているので、

様々な遊び方ができます。 

 

木の車両が坂を降りていく様子を目で追

いながら楽しむおもちゃです。コトコト

と落ちていく音もリズミカルです。 

 

 

 
   

ユーロダック（在庫：1 セット） 木の手押し車（在庫：1 セット） 木のトラック（在庫：1 セット） 木の救急車（在庫：1 セット） 

紐を引っ張って動かしながら遊びます。 

カラフルな見た目に加え、心地よい音も

楽しめます。 

 

小さな手でも握りやすいサイズの車のお

もちゃです。暖かみのあるカーブが特徴

です。 

 

木でできたトラックのおもちゃです。 

荷台の箱は取り外しできます。 

 

 

木でできた救急車のおもちゃです。 

荷台の扉が開閉できます。 
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ノックアウトボール（在庫：1 セット） 大工さん（在庫：1 セット） 汽車セット・つり橋（在庫：1 セット） ロディ（在庫：1 セット） 

ボールをハンマーで叩いたり、手で押し

込んだりすると、下に落ちてコロコロと

出てきます。 

 

ペグ(杭)をハンマーで叩いて遊びます。

ペグが移動する様子も楽しめ、通り道の

出口からはペグが飛び出す仕掛けも。 

 

レールがつり橋を中心として大きなルー

プを描くようなレイアウトのセットで

す。 

乗って遊べる馬のおもちゃです。遊びな

がら運動神経やバランス感覚を養うこと

ができます。（耐荷重量200kg） 

 

 

    

ベルハーモニー（在庫：2セット） ビジーベンチ＆タワー(在庫：1 セット) くるくるスロープ（在庫：1 セット） トンネル（在庫：1 セット） 

机に置いた状態で、ベルのキャップをた

たいて音を出すことのできる卓上ハンド

ベルです。 

ボールを叩く、歯車を回すなど、4 面で 

6 つの遊びが楽しめます。 

車やボールが転がり落ちるスピード感、

動き、音色などを楽しむおもちゃです。 

メッシュ素材なので中からも外からも 

様子が見えて安心です。 
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アンパンマンすべり台(在庫：1 セット) キーボード(在庫：1 セット) ジョイントマット（在庫：3 セット） ボールハウス（在庫：1 セット） 

子どもに大人気のアンパンマンすべり台

です。ピッピと音が出る楽しいステップ

付きです。 

8種類の楽器音が出せるキーボードです。 

足は取り外しできるので、卓上でも楽し

めます。 

30ｃｍ角のマットです。小さなお子様の

プレイスペースにどうぞ。 

（全24 枚使用で最大1.8ｍ×1.2ｍ） 

ハウステントとボールプールの間をメッ

シュ素材のトンネルで繋いで行き来がで

きます。 

 

 


