
次のいずれかに該当する事業には、備品の貸出をおこないません。

（１）宝塚市外でおこなう事業

（２）営利を目的とする事業

（３）企業・宗教団体がおこなう事業

（４）反社会的勢力または公益を害する恐れがあると認められる団体・事業

2. 貸出空き状況について

ホームページまたは電話(0797-86-5000)でご確認ください。

  　　 宝塚市社会福祉協議会　　

　　　〒665-0825　宝塚市安倉西2-1-1     TEL：0797-86-5000　FAX：0797-86-5069    

          行事用備品メール：shakyo@nifty.com

宝塚社協  行事用備品の貸出

1. 行事用備品について（備品一覧）

宝塚社協では自治会やコミュニティ、子ども会、学校などの行事で使っていただけるように、皆さまか

ら協力いただいた社協会費や共同募金を財源に、行事用備品を無料で貸し出しています。

地域での催しやイベントにお役立てください。

　　（ただし、備品の使用目的が地域住民との交流の場合は、別途協議をおこなうこととする）

地域団体からのお申し込みは、翌日（土日祝を除く平日）の午前10時時点で予約状況に反映されます。

現時点で「空きあり」の表示でも、申込時点で重複する場合があり、その場合は抽選となります。あら

かじめご了承ください。

抽選の結果、落選となった場合のみ申込日から（土日祝を除く）翌々日までに電話連絡をいたします。

(電話がなければ予約完了です)

当日、宝塚市総合福祉センターへお越しください。

※金曜日の申込みについては、翌月曜日に連絡いたします。

Q. どんなものが借りられるの？

A. 次ページ一覧をご確認ください。

Q. どこで借りられるの？

A. 宝塚市総合福祉センター（安倉西2-1-1）にて貸出しています。

Q. 誰が使えるの？

A. 宝塚市内の自治会や子ども会、まちづくり協議会、ボランティア団体、学校、社会福祉施設などの

団体がおこなう、地域住民やサービス利用者を対象とする行事・学習会などに使っていただけます。

「宝塚社協」で検索 または ２次元コードを読み取ってください。

宝塚社協マスコット

キャラクター スミレン

宝塚社協



物品名 モバイルルーター（WiFi） ipad webマイク webカメラ 電源リール

数量 2 5 3 2 (小)1・(中)1・(大)2

規格

品番名
128GB ELECOM (小)10(中)20(大)30(m)

備考 各15A

物品名 パソコン用音声ケーブル ＨＤＭＩ変換ケーブル ワイヤレス スピーカー 非接触型体温計 プロジェクター

数量 1 1 4 4 3

規格

品番名
EPSON 3台

備考 連結可2台

物品名 ポータブルアンプ マイクスタンド ブルーレイDVDプレーヤー VHS一体型DVDレコーダー MDラジカセ

数量 2 2 1 1 1

規格

品番名

ナショナル

(WX-282C)

パナソニック

DMP-BD90-K

ＴＯＳＨＩＢＡ

Ｄ－ＶＲ５
39×16.5×22(cm)

備考 ワイヤレスマイク2本付
音声・映像ケーブル使用不可

接続にはHDMI端子が必要
音声・映像ケーブル使用可

MD・CD

ラジオ・カセット

物品名 Ｏ・Ｈ・P 三脚型スクリーン 卓上型スクリーン

数量 1 1 1

規格

品番名
最大高304×幅180(cm) 最大高198×幅180(cm)

備考 サイズは外寸、三脚型 サイズは外寸、卓上型

イメージ イメージ

物品名 スミレン(着ぐるみ) カプセル ガチャ 組立式テント 簡易式テント 太鼓(台付)

数量 1 1 (大)3 ・ (小)3 2 1

規格

品番名
頭90×120×90（㎝）

幅310×奥行377×高さ540(mm)

 対応カプセル：直径48～75(mm)

(大)3.6×5.4×2.88（m）

(小)2.7×3.6×2.62（m）
3×4.5×2.25（m） 50×60×72（㎝）

備考
宝塚社協マスコット

キャラクター
空カプセル貸出あり 台、ばち付

オンライン・電子機器／会議関係

イベント

イメージイメージ



物品名 屋台 紅白幕 緋毛氈 会議机 パイプ椅子

数量 (大)1 ・ (小)3 (7間)2 ・(5間)3 2 10 50

規格

品番名
163×73×220（㎝）

(7間)1.8×12.6（m）

(5間)1.8×9（m）
1.8×1.6 （m） 45×180×69（㎝）

備考

傷、傷み有・ケースの大きさ

(大)225×38×100

(小)185×32×93

傷、傷み有 傷、傷み有

物品名 はっぴ(大人用) カキ氷機 ポップコーン器(大) バッカン（温冷水器） 鉄板・コンロ

数量 45 1 1 1 1

規格

品番名
35×40×58(cm)/29Kg

ﾅｼｮﾅﾙ（NY-18FCH）

20Kg
90×55×20（㎝）

備考
必ずｸﾘｰﾆﾝｸﾞ又は洗濯・ アイ

ロンの上、返却ください
電気

１００V１５A以上のコンセ

ントで使用。

原則、野外での使用禁止。

温・冷両用、１８㍑
プロパンガス用

傷、傷み有

物品名 おでん鍋 せいろ・釜(ガス式１・まき式３) うす・杵セット（杵１本） アルミ鍋 千壽鍋

数量 1 4 4 5(各サイズ1) (大)2 ・ (小)2

規格

品番名
65×46×28（㎝） 直径30cm

42㎝(16㍑)・39㎝(13㍑)

33㎝(7.5㍑)・54㎝(37㍑)

60㎝(50㍑)

(大)37㎝(17.7㍑)

(小)28㎝(7.9㍑)

備考 電気 せいろ、釜、コンロのセット
石臼(直径50cm)

臼台、杵

42cm以外は

アルミふた付
ふた付

物品名 ビンゴゲーム(電動) ビンゴゲーム(手動) 拡声器 輪投げ サンタクロース衣装

数量 1 1 1 1 5

規格

品番名
卓上型 卓上型 ＴＯＡ（ER-3115）

備考

物品名 高齢者擬似体験セット 体験学習用車椅子

数量 3 25

規格

品番名
46×30×21(cm)のカバン

備考
杖、拘束具、

ゴーグルなど
車椅子体験、行事などに

宝塚社協　行事用貸出備品　令和4年3月

イベント

福祉教育

宝塚社協マスコットキャラクター

スミレン

地域活動用備品の貸出は社協会費や歳末助けあい

募金等、宝塚市民の財源で運営しています。社協

会員の募集、歳末助けあい募金に皆様のご理解と

ご協力をお願いします。

イメージ イメージイメージ

イメージ

イメージ



3. 申込について

　ください。

所属団体 受付開始日

自治会、まちづくり協議会、子ども会

当事者団体、ボランティア団体、学校
貸出希望月の３ヶ月前の１日

社会福祉法人、ＮＰＯ法人

その他上記以外の施設・団体
貸出希望月の１ヶ月前の１日

◇申込方法◇

4. 貸出および返却時の注意点

・貸出、返却時の備品の積み込みは、各団体でおこなってください。

　※はっぴは必ずクリーニング又は洗濯・アイロンの上返却ください。

・オンライン周辺機器は、特に取り扱いに注意し、充電の上返却ください。

　（ボランティア行事用保険等への加入をおすすめします）

・上記マナーを守られない場合は、借用をお断りすることがあります。

5．問合せ(地区センター 一覧)

地区センター名 住所 TEL FAX

おばやし地区センター 光明町10-24 0797-74-3690 0797-74-3640

逆瀬台地区センター 逆瀬台6-1-2 090-3262-0570

ごてんやま地区センター 御殿山2-23-22 080-8536-0681

安倉地区センター
安倉西2-1-1

（総合福祉センター内）
0797-86-5003

長尾地区センター 山本東2-8-20 090-3055-2837

中山台地区センター 中山桜台5-15-2 090-5360-4894

西谷地区センター 大原野字炭屋1-1 090-1895-2702

　令和4年3月時点

〇急な事情で１週間程度使いたい　⇒安倉デイサービスセンター（宝塚社協）（TEL：0797-81-2030）

〇個人でレンタルしたい　　　　　⇒宝塚育成事業所（TEL：0797-86-9283）

0797-86-5160

・貸出備品を破損、紛失した場合は修理費用等を負担していただきますのでご了承ください。

【車イスについて】

個人への貸出用ではありません。体験学習や行事以外での個人利用を希望する場合は、下記の事業所にお問い

合わせください。

※貸出期間の上限は、１団体につき１か月に７日間です。上限を超えて貸出を希望する場合は事前にご相談

※貸出開始日と返却日は、土日祝日を除いた平日（９時～１７時３０分）にお願いします。

受付開始月の１日が土日祝の場合、月の最初の平日が受付開始日になります。受付開始日時点で、複数の団体

の希望が重複した場合は抽選をおこない、貸出の可否を代表者に連絡します。

空き状況をHPまたは電話（0797-86-5000）で確認の上、HPの申込フォームに入力するか、申込書を宝塚市

社会福祉協議会にFAX（0797-86-5069）またはメール（shakyo@nifty.com）してください。受付窓口でも

申込できます。

・貸出備品は清掃、乾燥してから返却ください。

※団体によって

受付開始日が異なります。


