
貸出先：地区福祉委員会・社協組織構成団体・他

№ 品名・写真 数量 備　　　考

『シャッピー』着ぐるみ

【内容】
着ぐるみ（頭部・胴体・ズボン）
くつ・手袋・アンダーウエア（黒）・たすき

車イス

※地区福祉委員会で利用される場合は、
　各地区福祉委員会に1台ずつ配布ずみの車イス
を
　優先してご使用ください。

こども用車いす

2台とも色は赤色になります。

音響セット

【内容】
スピーカー（上下セット×左右）・ＰＡミキサー・ケー
ブル・有線マイク

地域福祉活動を応援します!!
社会福祉協議会　貸出備品一覧

地区福祉委員会・社協組織構成団体などを対象に、社協の備品の貸し出しを行っています。
貸し出しが重なっていないか、事前にご確認いただきますようにお願い申し上げます。

一式

イベント開催時に！
大人にも子どもにも大人気の社協イメージキャラク
ター『シャッピー』の着ぐるみです。

1

3

一式

イベント会場等でご利用いただけます。
マイクや音響器具に接続できます。

2 12台

自走式車イスです。
交流会や車イスの講習時にご利用ください。
背もたれ部が折りたたみできるタイプのものもあり
ます。(No9・No14欠番)

4

2台

自走・介助車イスです。
交流会や車イスの講習時にご利用ください。
背もたれ部が折りたたみできます。

※ご使用後はきれいにしてお返しください



№ 品名・写真 数量 備　　　考

スポットライト

【内容】
ピンスポット
カラー調光ライト

ワイヤレスマイク

【内容】
マイクアンプ・ワイヤレスマイク×２

ナンバー的あて

【内容】
本体・ボール（10個）

スロープころりん

【内容】
レーン・スロープ・ピン（10本）・ボール（４個）

わなげ

【内容】
的（ペットボトル）×９本・輪（大）×3本,（小）×5本

5 各１台

イベント会場等でご利用いただけます。

7 一式

ボールを当てると、数字のパネルが倒れます。
交流会等のレクリエーションにご利用ください。

ミニボウリングです。ピンの並べ方やスロープの使
用により多様な遊び方ができます。

8 一式

6 一式

ワイヤレスマイクが２本使用できます。

手づくりのわなげセットです。
交流会等のレクリエーションにご利用ください。

9 一式

※ご使用後はきれいにしてお返しください



№ 品名・写真 数量 備　　　考

ボッチャ

【内容】
ボール青×6・ボール赤×6・ボール白×１
審判用メジャー・赤青表示板

ジョローリング

【内容】
黄緑色×５・白色×５・青色×４・黄色×４

おたまころがし

【内容】
シーツ4枚・鈴入りボール20個

拡大オセロ

【内容】
布製オセロ盤（約1m×約1m）・布製オセロ石70枚

セラピーマット

【内容】
100㎝（たて）×100㎝（よこ）×５㎝（厚み）

組み合わせ式のマットです。

14 70枚

11 一式

ジョウロにコマをつけた手作り遊具。（ジョウロとして
は使えません）
カーリングやボッチャのルールで遊んでください。

12 1セット

シーツにポケットが２つついています。
みんなでシーツの端をもって協力してポケットに
ボールを入れましょう。

その他、シーツは子どもむけのバルーン遊びにも
使えます。

13 一式

手づくりの大きなオセロです。

10 ３セット

パラリンピックの正式種目にもなっている室内ス
ポーツ「ボッチャ」。年齢や障がいの有無を問わず
みんなで楽しめます。

※ご使用後はきれいにしてお返しください
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プロジェクターセット

【内容】
プロジェクター・スクリーン
　※パソコンからの入力端子および
　　　本体でのDVD再生機能つき

テント

【内容】
大テント…約5.40m×約3.6m
中テント…約3m×約1.8m
小テント×約2.5m×約2.5m

たこやきセット

【内容】
１回で84個たこ焼きが作れます。
粉つぎ・泡だて器・千枚通し・ソース入れ等もありま
す。

ホットプレート・IH調理器

【内容】
ホットプレート(約32㎝×約48㎝）　　5台
IH調理器　　4台

電動かき氷器

【内容】
製氷機本体（カバー・受け・ホース取り付け）

18

ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ
5台

IH調理器
4台

テーブルを囲んでみんなで調理できます。
交流会等にご利用いただけます。

15

17 一式

ガス式のたこやき器です。
※プロパンガスのボンベをご用意ください。

16
大３
中１
小2

屋外でのイベント開催時にご利用いただけます。

小テントは折りたたみ式タープテントになります。

映像を大きく映すことができます。

※地区福祉委員会で使用される場合は、各地区福
祉委員会に配布ずみのものをご使用ください。

一式

19 １台

電動の業務用かき氷器です。
（ブロック氷2分の1貫目使用）
コンセントで給電必要で、アースも行ってください。

※ご使用後はきれいにしてお返しください
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わたあめ機

【内容】
わたあめ機（本体、釜、プラ製カバー、カバー屋根、
カバー留め金、六角ビス3本、取扱い説明書）

もちつきセット

【内容】
石臼・杵・釜・蒸し器・もろぶた

台付き鉄板

【内容】
鉄板（点火装置有）・ステンレス台
※全体的に鉄板の位置が高くなっております。使用
する際は、踏み台の使用をお勧めします。

クーラーボックス

50ℓ

高齢者疑似体験セット

【内容】
視覚・聴覚・肘拘縮・五十肩・円背・膝関節拘縮・内
班尖足シュミレーター、補助杖、専用バッグ、手引
書、取扱説明ＤＶＤ

23 6個

車輪のついているタイプになります。

21 一式

もちつき大会等イベントに！
釜は薪をくべて火を炊くタイプです。

20 １台

電動の業務用わたあめ機です。
ザラメ砂糖を使用し、コンセントで給電が必要です。
砂糖が固まって故障しやすいので、使用後は必ず
回転口と釜を熱湯で洗浄してください。

22 １台

プロパンガス式の鉄板です。
※プロパンガスが必要です。

24

大人用
5セット

子供用
5セット)

高齢者の疑似体験ができるセットです。
福祉学習などにどうぞ。

※子供用は小３～6年生用です。尖足シュミレー
ターは入っていません。

※ご使用後はきれいにしてお返しください
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災害ＶＣ用資機材

灯光器・一輪車

【一輪車】
土のう運びなどに

ボルトクリッパー、コーン、コーンバー

[三角コーン］　×１７
[コーンバー］　×１４

発電機

【内容】
100V 2.8ｋVA

ビブス

［ビブス（赤色）］×45
［ビブス（黄色）］×45
［ビブス（青色）］×50
［ビブス（桃色）］×50

26

灯光器
4個

一輪車
1台

【灯光器】
柱などに挟み付けて使用します。
別途、延長コード（ドラム）の貸し出しも行っていま
す。

ﾎﾞﾄﾙ
ｸﾘｯﾊﾟｰ

大１・小１

コーン１７

ｺｰﾝﾊﾞｰ１４

【ボルトクリッパー（大・小）】
釘や鉄骨を切断するのに使用できます。

29

ビブス
赤45着
黄45着
青50着
桃50着

防災訓練などに。
使用後、洗濯してからのご返却をお願いします。
フリーサイズです。

27

ガソリン式の発電機です。
屋外でのイベント等にご利用いただけます。

28 １台

25

角ｽｺｯﾌﾟ10
剣ｽｺｯﾌﾟ10

鍬　３
細鍬　３

鉄熊手　2
十能　10

バール　３

泥かきなどに役立つ道具です。
１つずつの貸し出しも行っています。

※ご使用後はきれいにしてお返しください
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こども用ビブス

【内容】
［ビブス（緑色）］×10
［ビブス（橙色）］×10
［ビブス（青色）］×9

折りたたみプラスチックテーブル

机・イス一体型＋ホルダー
（折りたたみ時サイズ　86cm×40ｃｍ×10ｃｍ）

クリスマス関係

【内容】
＜サンタクロース衣装＞×4セット
ひげ・上着・ズボン・帽子・ベルト・袋
＜クリスマスツリー＞×2セット
ツリー本体（約200ｃｍ）、ＬＥＤ照明
＜飾り付け＞
オーナメント　1箱(約200個）、モール　1箱
<電動バルーンサンタ＞　2種類×各1

福祉車両

【内容】
軽自動車　ダイハツ　アトレー
定員4名

軽トラック

【内容】
軽自動車　スズキ　キャリー（AT）
定員２名

１台

軽トラックです。

※有料
　基本料金　1日1,000円/半日(4時間まで）500円
　燃料費　　20㎞未満500円　40km未満1,000円
　　　　　　　 40km以上1,500円
※その他、別途貸し出し条件があります。

33 １台

車イス利用者が車イスに座ったまま乗車できます。

※有料
　基本料金　1日1,000円/半日(4時間まで）500円
　燃料費　　20㎞未満500円　40km未満1,000円
　　　　　　　 40km以上1,500円
※その他、別途貸し出し条件があります。

34

32

31
机・イス

20脚

イスと一体になった折りたたみ机（4人掛け）です。
プラスチック製で軽量なので持ち運びに便利です。
壊れやすいので使用方法に注意してください。

ｻﾝﾀ衣装
4セット

ツリー
2セット

クリスマス会に使用できる備品類です。貸出時期が
集中しますので、特に事前の確認をお願いします。

30

ビブス
緑10着
橙10着
青 9着

幼児用のビブスです。
使用後洗濯をしてからご返却をお願いします。

※ご使用後はきれいにしてお返しください


