
ワンワンパトロール

　当クラブは、2005年1月の発足、今年で15年目になります。定
員30名の会員が次の様な活動を続けています。
　ソーラーカーの製作や、風力発電機の製作、太陽熱集光器を
作って湯沸かしの実験、太陽熱を利用したゆで卵作りなど、太陽
光、風、水など自然エネルギーを利用する課題を中心に、もの作り
や実験を楽しみながら、技術や科学知識を深め、きれいな地球を
保つ意識を学んでいます。
　また、年末には、会員自ら発電した電気を充電し、自分たちで
デザイン、製作したイルミネーションパネルを活動会場である小
学校のフェンスに飾る点灯展示を行っており、地域の人たちが毎
年待ち望むほどの恒例行事になっています。年度末の2ヶ月間を
使った自由アイデア工作の作品は閉講式会場に展示するほか、市
内の施設で一般へ公開展示をして好評を得ており、活動の励みと
なっています。

このニュースは競輪の補助金を受けて作成したものです。
https://www.jka-cycle.jp
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酒井　謙輔さん（小5）
（仙台市太白少年少女発明クラブ）

　僕は発明クラブに所属して2年目
です。昨年の自由アイデア工作でモー
ターと電池を使い「ワンワンパトロー
ル」という作品を作ってアイデア賞を
もらい、とても嬉しかったです。今年
もいろいろな活動が楽しみです。
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仙台市太白少年少女発明クラブ
（宮城県）

全国の少年少女発明クラブ紹介	vol.45

未来を拓く
クリーンエネルギーの技術を
創出する発明と工夫

超小型風力発電機製作

木炭電池作り

風車の羽根作り

発明クラブニュース
No.288 2019.9

（令和元年9月号）



　今年は、全国各地で約550チームの子どもたちがチャレコンの作品作りに
取り組み、地区大会に挑みました。
　各地で開催された説明会、創作指導会、地区大会の様子をご紹介します！

どんな作品を作ったのか、

　審査員の先生に説明中
練習どおりに

　動いてくれますように

チームで相談中。

どんなカラクリができるかな？

皆、真剣に
　　取り組んでいます。

製作指導会。
　分担して作ってます。

ラインに触れないように

　慎重に

製作活動の成果を
　　　出し切りました！

いざ、スタート。
　操作担当者は緊張のとき。

　多くの保護者も
　　見守ってくれました。

大会は緊張したけど、
　　頑張りました

記念撮影
　みんな頑張りました

各チーム
　　よく頑張りました

最後に全員で

「やりましたー！」

８月４日

８月11日

８月18日

８月４日

８月11日

８月19日

日付

日付

日付

日付

日付

日付

刈谷市立亀城小学校

美濃焼ミュージアム

川崎市立中野島小学校

共同福祉施設（ゆーぱる三木）

荒尾総合文化センター

大阪市立南港南中学校

会場

会場

会場

会場

会場

会場

香川県・三木町

熊本県・荒尾市

大阪府・大阪府大会

愛知県・刈谷市

岐阜県・多治見市

神奈川県・川崎市
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８月に開催された特許庁のイベントには、発明クラ
ブの子たちも来場してくれました。出雲のＴくんチ
ャレコン頑張って！　ｂｙ　ＯＪ



ジュニアイノベーションフェス2019 で、

を

　特許庁による子どもたちのための体感イベント「ジュニアイノベーションフェス2019」が開催。8月7日～8日

（会場：特許庁）と8月13日～14日（会場：国立科学博物館）の2回に分けて実施されました。

　発明協会も本イベントに協力し、 全日本学生児童発明くふう展の特別賞受賞作品2点「避難用縄

バシゴ 『斜楽』」と「１モーター全方位走行システム」を展示しました。 来場した子どもたちは、 それぞれの作

品に興味津々。 とても盛り上がった4日間でした。

で、ジュニアイノベーションフェス2019（	 ）特許庁主催
発明協会後援（	 ）特許庁主催
発明協会後援

を

●		全国で行われた地区大会の成績をもとに、
9月末に開催されるコンテスト委員会で全
国大会出場チームが決まります。

●		全国大会出場チームの作品は、10月中旬
に発明キッズのホームページで公開されま
す。気に入った作品に投票してください。

●		全国大会は、11月30日（土）に東京工業大
学で開催されます!!

８月20日 ８月20日

８月21日

日付 日付

日付

大田区立産業会館
　　（大田区産業プラザPiO）

広島市工業技術センター

電気通信大学
　　（創立80周年記念会館）

会場 会場

会場

東京都・大田区 広島県・広島県大会

東京都・調布市

３人で力を合わせて

　ゴールを目指します
大田の魅力を
　　アピール中！

カラクリ成功！
　あとはゴールを目指して

出場チームと
　審査員で記念撮影

子どもたちは
　笑顔にあふれてました

地区大会は無事終了。

　　　皆がんばりました。

発明くふう展作品 2点 紹介！

ケンシロウ
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皆！夏休みはどうでした？あそび？宿題？工夫展やチャレコンの
作品作り？暑かったので“パセリ”は干からびそう！でも、展覧会や
全国大会に向けてガンバルね。　ｂｙ　パセリ

10月にインドネシアで開催される世界青少年発明工夫展に
行ってまいります！団員の子どもたち、一緒に楽しみま
しょうね。　　ｂｙ　デスク
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これから乗り込むフェリー「いしかり」。
でかい！

起床は毎朝6時。眠い目をこすりながらの
ラジオ体操。眠気も吹っ飛びます！

あいにく天気はさえなかったけど、大海原の
上での散歩は気持ち良かった！

3日目の朝には苫小牧港に到着。ケンシロ
ウはここでみんなとお別れしました。

北海道に上陸して初めての研修は、ムック
リというアイヌ民族楽器の製作。

お見送りの人とテープ投げでしばしのお
別れ。「いってきます！」

未来の科学の夢絵画の制作。船室には、
みんなの夢が詰まった絵がたくさん。

午後は、ホバークラフトの製作。手作りホバー
クラフトでボウリング大会もしました。

北海道大学総合博物館。恐竜の骨格標本や
マンモスの模型等を見学。

そして復路のフェリーへ。一部が欠けた車
輪を持つ車「3.5輪車」を製作して、チーム
対抗でタイムを競いました。

参加した人の中には今日初めて会う人もいる
ので、自己紹介しました。

「いしかり」船長の講話をいただきました。
見慣れない計器に興奮しました。

2日目の夜には、これまでの活動を総括して
の表彰式。みんな頑張りました。

札幌中島発明クラブとの交流会。同じ発明
クラブ仲間だからすぐに打ち解けました。

最後の研修となるスポンテニアス。チーム
で協力して一番高い構造物を競いました。
この一週間でチームワークは抜群！

洋上研修に参加してきました！
ケンシロウが豊田少年少女発明クラブ

この洋上研修は、船上での創作活動を通じて創造性を育むとともに、北海道の自然や産業・文化を学ぶことな
どを目的に豊田少年少女発明クラブが毎年実施しているものです。この度ケンシロウが往路の3日間に参加し
てきましたので、その内容をご紹介します。

7月21日

7月22日

7月23日 7日24日～25日

7日26日～27日
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残暑お見舞い申し上げます。厳しい夏を乗り切って実りある秋を
迎えたいですね。　ｂｙ　H2O

記事で紹介したように洋上研修に行ってきました。豊田少年少女
発明クラブの皆さん、ありがとうございました!とても楽しい夏
休みの思い出になりました。　ｂｙ　ケンシロウ



サイエンス演芸師

サイエンス演芸師｢善ちゃん｣
身の回りは科学で満ち溢れています。日々、｢何か見つけよう｣と意識を持って過ごしてい
れば、自ずと新たな発見・発明が生まれることでしょう。サイエンスとテクノロジーで、世
の中から「不」を無くす発見・発明を生み出すヒントとなればという願いを込めているのが
「善ちゃんのサイテック魂」。いろんな実験や工作、雑学を魂込めて提供します！

答えは｢摩
ま
擦
さつ
｣を利用します。

画像のように反対側の手でしっかりとティッシュボックスを固定して、3本指でつまみながら、グルグルとねじってい
くと、ティッシュは途切れなくつながって、あっという間に10枚を数秒で取り出すことができます。

7月号	｢ティッシュペーパー大量取り！の巻｣の答え

・真ん中に穴の開いているティッシュペーパー1枚
･小ビン（グラスなどでも大丈夫です）

用意するもの

今回の解説はありません。
次号に掲載しますが、待ちきれないという方はホームページ｢善ちゃんのサイエンスショー公式サイト｣の
｢善ちゃんブログ｣の(URL https://www.science-show.net/post/tissuegame)｢ティッシュペーパーで
おもしろ実験｣の記事に解答を掲載しています。

これは、糸の製造を理解する実験として適していると思います。もともと、糸
は原

げ ん し
糸と言われる長さもバラバラで、ものすごい細さで、それを撚

よ
って原糸

と原糸がギュッと接してねじれる撚
ね ん し

糸というものに仕上げます。これによ
り、直ぐに引っ張ってしまうと切れてしまう原糸が引っ張っても切れない丈
夫な糸ができるのです。つまり、撚

よ
ることによって、摩

まさつけいすう
擦係数が大きくなり、

切れにくくなるということです。

その40	善ちゃんからの挑戦状！｢ティッシュペーパーを取り出せ！の巻｣

▼善ちゃんへの質問・お手紙はこちらまで
〒105-0001東京都港区虎ノ門3-1-1

（公社）発明協会 発明クラブニュース係
※質問と回答は紙面でご紹介します。

「善ちゃん」こと北沢善一さんは、もともとは発明クラブの指導員とし
ても活躍されていて、現在は科学の楽しさを日本中のキッズたちに
伝えるために、全国各地へ出向きサイエンスショーやワークショップ
を行っている大人気の先生です！

｢こより｣もこの摩
ま さ つ

擦を利
用して丈夫にしている１
つの例です。｢腕によりを
かける｣ ｢よりを戻す｣も
この｢撚

よ
り｣が語源となっ

ています。

善ちゃん
からの
挑戦状

スマートフォンはこちらから善ちゃんのサイエンスショー公式サイト 検索

ヒントは、ティッ
シュペーパーの
特
とくちょう
徴を理解し、風

を利用すると簡
単に成功します。

小ビンに一回り大きな穴が開いたティッシュペーパーを通して置きます。
このティッシュペーパーもビンも触らず、何かを使ってビンから
ティッシュペーパーを取り出して(脱出して)あげてください。
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After（2019年）Before（1982年）※右が本人

千葉市少年少女科学クラブ（千葉県）

お名前

40年以上の歴史をもつ少年少女発明クラブ。
これまで何人ものクラブ員たちが活躍してきました。
当時の発明クラブ員たちは、今では立派な大人。
いったいどんなところでどんな活躍をしているの？
センパイ図鑑で調べてみよう！vol.33

発明クラブの思い出は
一生の宝物

横
よ こ も り

森 洋
ひ ろ き

樹 さん（45歳）

センパイからのメッセージ
　みなさんこんにちは。発明クラブで楽しく過ごしていること
と思います。
　社会に出てから仕事に於いて、人とは違った角度からの見方
や考え方（アイデア）だったり、上司、先輩、同僚、後輩とのコミ
ュニケーションを交わして意見を聞くこと、自分なりに考える
ことは非常に大切です。また自分には出来ないことが出来る友
達は宝物です。自分にしか出来ない特技を持っていることは強
みにもなります。人と比べるのではなくて、皆が憧れるアイデ
アマン、アイデアウーマンになれるよう応援しています。

　現在、ガスヒートポンプエアコン（ガスエンジンで、コンプレッ
サという圧縮機を動かして）冷暖房を行うシステムのメーカーで
仕事をしております。何でも工夫して、不便な事を便利にする習
慣が、役立っています。世代を超えた人間関係を築く事でも、当時
の経験が生きていると思います。

（右はスーパーボランティアの尾畠春夫さん）　写真の凧は、彦一凧と言って千葉県佐原市の里村彦一さ
んの設計した凧です。千葉市の“昭和の森”に行って揚げま
した。
　千葉市少年少女科学クラブ在籍中の当時は、日々発明の
アイデア探しや工作に明け暮れている毎日でした。当時は、
インターネットも無くて未だ世の中が便利になり過ぎてい
ない時代でしたのでアイデアが沢山浮かんできた記憶が有
ります。
　千葉市社会センターという５階建ての、３階に工作室が
あり、部屋の周りには普段余り触れる事の出来ない工具や
工作機械があり、木工を中心に発明工作の活動をしました。
隣の講義室では中学生になってから主に電子工作をしまし
た。また友達と話をする貴重な時間を過ごしました。５階ホ
ールでは親子で凧作りや開講式や閉講式を行いました。
　また、クラブの先輩や同期や後輩と世代を超えて共同
制作に夢中に取り組んだ思い出があります。こういう経
験は、大人になってもかけがえのない思い出になってい
ますね。

千葉市立白井小学校、八千代市に転校を経て、千葉
県立磯辺高等学校（ヨット部在籍）→尾道海技学院
（広島県）→現在勤務：ヤンマーエネルギーシステ
ム㈱名古屋支店静岡営業所、ガスヒートポンプエア
コンのサービス部門、空調機のメンテナンスサポー
トを担当。

プロフィール

1982年（小学校3年）～1987年（中学2年）
在籍時期

この印刷物はFSCR認証紙
と、環境にやさしい植物油イ
ンキを使用し、有害な廃液が
出ない水なし印刷方式で印
刷しています。

〒105-0001　東京都港区虎ノ門3-1-1
TEL 03（3502）5434　FAX 03（3502）3485
メールアドレス　souzou@jiii.or.jp
はつめいキッズホームページ
  http://kids.jiii.or.jp/
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