
名　　称 写　　真 説　　明 数　量

囲碁ボール

囲碁とゲートボールを組み合せた様なスポーツで、白と黒
チームに分かれてボールを１０個ずつスティックで打ち、穴
に入れて五目並べを競う競技です。他の市町村でも大会が
行われるほど人気です。２m×５ｍのスペースがあれば、室
内でできます。

5

室内
ペタンク

ニュースポーツです。室内用なので公民館でもできます。 1

唱歌カルタ

５０年以上前の唱歌の情景を描いた４０枚のカルタで、読み
札の替わりにCDで流れる曲のメロディを聞き、歌詞を思い
出し、その歌の情景にあったカルタを見つけ出して取りま
す。メロディから歌詞を思い出すことや、昔の歌を思い出す
ことで、認知症予防に効果があるとされています。

1

昭和スター
かるた

認知症の予防や進行抑制のために役立つ回想法ですが、
「昭和スターかるた」はその回想法を実践するための道具と
して 適です。分かりやすく前向きな、ヒット曲に基ずく読み
札を通じて、スター写真の絵札を探す。青春時代のスター
の思い出をおしゃべりしながら、ヒット曲を口ずさみながら楽
しくかるた遊びを楽しめます。

1

思い出
カルタ

懐かしい童謡・唱歌をかるたになりました。読み札には歌詞
が書いてあり、取り札にはその歌詞に合わせたイラストと歌
詞の後半部分が書かれています。

1

サロン等で貸出を希望される場合は、１週間前までに社協までご連絡ください。

西粟倉村社会福祉協議会レクリエーション用具

スポーツ

カードゲーム・他

New！

New！



思い出
カルタ②

思い出カルタの続編です。 1

思い出
カルタ③

懐かしい昭和の演歌、歌謡曲をカルタになりました。読み札
には歌詞が書いてあり、取り札にはその歌詞に合わせたイ
ラストと歌詞の後半部分が書かれています。

1

ジャンボ
トランプ

通常のトランプより大きいため、見やすくて楽しいです。 1

将　棋
昔からある１対１で対局するゲームです。子供の頃、よく将
棋で遊んだかと思います。 2

囲　碁
昔からある１対１で対局するゲームです。子供の頃、よく囲
碁で遊んだかと思います。 1

パーソナル
カラオケ

テレビにつなぐだけでカラオケができます。公民館でも使用
できます。 1

カードゲーム・他

New！

New！

New！

New！



綾小路
きみまろ
（ CD ）

☆爆笑スーパーライブ第１集！☆

～中高年に愛をこめて～
きみまろのトークを聞いてスカッと

爽快！心の清涼剤❤

（CD収録時間　４３分５１秒）

1

綾小路
きみまろ
（ CD ）

★爆笑スーパーライブ第３集！★

～知らない人に笑われ続けて３５年～
ノンストップ★ライブトーク６０分！

（CD収録時間　６０分２１秒）

1

綾小路
きみまろ
（ CD ）

    ☆爆笑スーパーライブ第４集！☆

～あれから40年！
　　　　　老若男女に捧げます～

　拝啓　中高年＆予備軍の皆様へ

　（CD収録時間　　６０分）

1

綾小路
きみまろ
(ＤＶＤ)

☆爆笑！エキサイトライブビデオ☆

～ 近、あなたは腹の底から笑った
　　ことがありますか？～

（DVD収録時間　３１分）

1

綾小路
きみまろ
(ＤＶＤ)

★爆笑！エキサイトライブビデオ★
～第２集～

（DVD収録時間　５０分）

1

綾小路
きみまろ
(ＤＶＤ)

☆爆笑！エキサイトライブビデオ☆
～第３集～

（DVD収録時間　８５分）

1

CD・DVD



綾小路
きみまろ
(ＤＶＤ)

☆爆笑！エキサイトライブビデオ☆
～第４集～

（DVD収録時間　８３分）

1

夢路いとし
喜味こいし

(ＤＶＤ)

～お笑いネットワーク発～
～漫才殿堂～

（DVD収録時間　６０分）

1

横山やすし
西川きよし

（DVD）

～お笑いネットワーク発～
～漫才殿堂～

（DVD収録時間　５８分）

1

松竹
新喜劇

藤山寛美
（ＤＶＤ）

～十八番箱　壱～

「親バカ子バカ 前編」(時間６２分)
「親バカ子バカ 後編」(時間６２分)
「おやじの女」           (時間７３分)
「下積の石」              (時間７４分)
「丁稚さの節」           (時間７２分)
「幸助餅」                 (時間８１分)

各1

松竹
新喜劇

藤山寛美
（ＤＶＤ）

～十八番箱　弐～

「愚兄愚弟」　　　　  (時間６２分)
「はなの六兵衛」　　  (時間７３分)
「大阪ぎらい物語」     (時間７２分)
「アットン婆さん」     (時間６１分)
「笑説　吉野狐」        (時間７３分)
「上州土産百両替」     (時間７３分)

各1

松竹
新喜劇

藤山寛美
（ＤＶＤ）

～十八番箱　参～

「色気噺お伊勢帰り」  (時間６７分)　「船場の子守唄」
(時間７２分)
「鼓（づみ）」   　　  (時間７２分)
「愛の設計図」   　　  (時間７２分)
「酒の詩・男の歌」     (時間７２分)
「紺屋と髙屋」   　　  (時間７３分)

各1

CD・DVD

New！

New！

New！



松竹
新喜劇

藤山寛美
（ＤＶＤ）

～十八番箱　四～

「一姫二太郎三かぼちゃ 」 (時間７２分)
「夜明けのスモッグ」        (時間７０分)
「銀のかんざし」   　        (時間８７分)
「大阪のここに夢あり」   （時間７２分)
「大当り髙津の富くじ」     (時間７４分)
「阿呆と舞扇」   　　        (時間７３分)

各1

松竹
新喜劇

藤山寛美
（ＤＶＤ）

～十八番箱　伍～

「村は祭りで大騒ぎ 」  (時間７２分)　「お種と仙太郎」
(時間７０分)
「人生又六」   　  　    (時間８７分)
「花ざくろ」　　　　 （時間７２分)
「浪花の鯉の物語」　   (時間７４分)
「八人の幽霊」   　      (時間７３分)

各1

松竹
新喜劇

藤山寛美
（ＤＶＤ）

～十八番箱　六～

「お祭り堤灯」　　    (時間７２分)
「笑艶 桂春団治①」   (時間７０分)
「阿呆の歌声」   　    (時間８７分)
「笑艶 桂春団治②」 （時間７２分)
「浪花の夢宝の人船」 (時間７４分)
「笑艶 桂春団治③」   (時間７３分)

各1

愛染
かつら
(ＤＶＤ)

　求婚するが、彼女は若くして死別した夫との間に幼い女の
子がいたために躊躇する。医師と看護婦の結婚は許され
ず、周囲の大反対にあいながらも、浩三の熱い思いに、い
つしか、かつ枝の心も傾いていく。二人は縁結びの霊木「愛
染かつら」に愛を誓う…

　　（DVD収録時間　８９分）

1

裸の大将
第１巻
(ＤＶＤ)

第１話
「裸の大将放浪記」
第２話
「欲張りの人も沢山いるので」
第３話
「人の心は顔ではわからないので」
第４話
「悪いことをすると虫になるので」
　　（DVD収録時間　１８３分）

1

CD・DVD

New！

New！

New！



CD・DVD

釣りバカ
日誌

（大漁箱）

シリーズ
全22作品

＜Vol . 1＞
「釣りバカ日誌」　　　　　　　　　　（時間９３分）
「釣りバカ日誌２」　　　　　　　　　（時間９７分）
「釣りバカ日誌３」　　　　　　　　　（時間９６分）
「釣りバカ日誌4」　　　　　　　　　（時間９６分）
「釣りバカ日誌5」　　　　　　　　　（時間９６分）
「釣りバカ日誌6」　　　　　　　　　（時間９６分）
「釣りバカ日誌スペシャル」　　　（時間１０６分）

＜Vol　．2＞
「釣りバカ日誌7」　　　　　　　　　（時間９７分）
「釣りバカ日誌8」　　　　　　　　　（時間106分）
「釣りバカ日誌9」　　　　　　　　　（時間115分）
「釣りバカ日誌10」　　　　　　　　 （時間110分）
「花の大江戸の釣りバカ日誌」　（時間118分）
「釣りバカ日誌11」　　　　　　　　 （時間１１２分）
「釣りバカ日誌12」　　　　　　　　 （時間111分）

＜Vol　．3＞
「釣りバカ日誌13」　　　　　　　　（時間１０９分）
「釣りバカ日誌14」　　　　　　　　（時間１１６分）
「釣りバカ日誌15」　　　　　　　　（時間１０７分）
「釣りバカ日誌16」　　　　　　　　（時間１１５分）
「釣りバカ日誌17」　　　　　　　　（時間１０７分）
「釣りバカ日誌18」　　　　　　　　（時間１１４分）
「釣りバカ日誌19」　　　　　　　　（時間１１０分）
「釣りバカ日誌20」　　　　　　　　（時間１１７分）

各1

New！



CD・DVD

男は
つらいよ

全４８作
(１作～
２４作）

第１作　「男はつらいよ」
第２作　「続・男はつらいよ」
第３作　「男はつらいよ　フーテンの寅」
第４作　「新・男はつらいよ」
第５作　「男はつらいよ　望郷篇」
第６作　「男はつらいよ　純情篇」
第７作　「男はつらいよ　奮闘篇」
第８作　「男はつらいよ　寅次郎恋歌」
第９作　「男はつらいよ　柴又幕情」
第１０作「男はつらいよ　寅次郎夢枕」
第１１作「男はつらいよ　寅次郎忘れな草」
第１２作「男はつらいよ　私の寅さん」
第１３作「男はつらいよ　寅次郎恋やつれ」
第１４作「男はつらいよ　寅次郎子守唄」
第１５作「男はつらいよ　寅次郎相合い傘」
第１６作「男はつらいよ　葛飾立志篇」
第１７作「男はつらいよ　寅次郎夕焼け小焼け」
第１８作「男はつらいよ　寅次郎純情詩集」
第１９作「男はつらいよ　寅次郎と殿様」
第２０作「男はつらいよ　寅次郎頑張れ！」
第２１作「男はつらいよ　寅次郎わが道をゆく」
第２２作「男はつらいよ　噂の寅次郎」
第２３作「男はつらいよ　翔んでる寅次郎」
第２４作「男はつらいよ　寅次郎春の夢」

各1

New！



CD・DVD

男は
つらいよ

全４８作
(２５作～
４８作）

第２５作「男はつらいよ　寅次郎ハイビスカスの花」
第２６作「男はつらいよ　寅次郎かもめ歌」
第２７作「男はつらいよ　浪花の鯉の寅次郎」
第２８作「男はつらいよ　寅次郎紙風船」
第２９作「男はつらいよ　寅次郎あじさいの恋」
第３０作「男はつらいよ　花も嵐も寅次郎」
第31作「男はつらいよ　旅と女と寅次郎」
第３２作「男はつらいよ　口笛を吹く寅次郎」
第３３作「男はつらいよ　夜霧にむせぶ寅次郎」
第３４作「男はつらいよ　寅次郎真実一路」
第３５作「男はつらいよ　寅次郎恋愛塾」
第３６作「男はつらいよ　柴又より愛をこめて」
第３７作「男はつらいよ　幸福の青い鳥」
第３８作「男はつらいよ　知床幕情」
第３９作「男はつらいよ　寅次郎物語」
第４０作「男はつらいよ　寅次郎サラダ記念日」
第４１作「男はつらいよ　寅次郎心の旅路」
第４２作「男はつらいよ　ぼくの伯父さん」
第４３作「男はつらいよ　寅次郎の休日」
第４４作「男はつらいよ　寅次郎の告白」
第４５作「男はつらいよ　寅次郎の青春」
第４６作「男はつらいよ　寅次郎の縁談」
第４７作「男はつらいよ　拝啓車寅次郎様」
第４８作「男はつらいよ　寅次郎紅の花」

各1

New！



名前 タイトル ナンバー 名前 タイトル ナンバー
親バカ子バカ　前編 No．1 爆笑エキサイトビデオ　① No．7

親バカ子バカ　後編 No．2 爆笑エキサイトビデオ　② No．8

おやじの女 No．3 爆笑エキサイトビデオ　③ No．9

下積の石 No．4 爆笑エキサイトビデオ　④ No．14

丁稚さのさ節 No．5 夢路いとし　喜味こいし No．10

幸助餅 No．6 横山やすし　西川きよし No．15

愚兄愚弟 No．16 裸の大将 第１巻 No．11

はなの六兵衛　 No．17 愛染かつら No．12

大阪ぎらい物語 No．18 釣りバカ日誌 大漁箱　全２２作 No．13

アットン婆さん No．19 男はつらいよ 全４８作 No．46

笑説　吉野狐 No．20

上州土産百両替 No．21

色気噺お伊勢帰り No．22

船場の子守唄 No．23

鼓（づみ） No．24

愛の設計図 No．25

酒の詩・男の歌 No．26

紺屋と髙屋 No．27

一姫二太郎三かぼちゃ No．28

夜明けのスモッグ　 No．29

銀のかんざし No．30

大阪のここに夢あり No．31

大当り髙津の富くじ No．32

阿呆と舞扇 No．33

村は祭りで大騒ぎ　 No．34

お種と仙太郎 No．35

人生又六 No．36

花ざくろ No．37

浪花の鯉の物語 No．38

八人の幽霊 No．39

お祭り堤灯　 No．40

笑艶 桂春団治　 No．41

阿呆の歌声 No．42

笑艶 桂春団治② No．43

浪花の夢宝の人船 No．44

笑艶 桂春団治③ No．45

藤山寛美
③

藤山寛美
⑥

綾小路
きみまろ

漫才の
殿堂

ナンバー早見表（DVD）

藤山寛美
①

藤山寛美
④

藤山寛美
②

藤山寛美
⑤


