
　薩摩川内市少年少女発明クラブは、小学生からモノづくりに
興味を持ち、将来のモノづくり企業の担

にな

い手になってくれる事を
目的として昨年開設しました。
　当クラブは、事業協同組合薩摩川内市企業連

れんけいきょうぎかい

携協議会の「も
のづくりアカデミー推進部会」が運営し、市内企業・関係団体に講
師をしてもらっています。講師企業・団体が、それぞれの業種の得
意分野を担当し、科学的な興味・関心を追求できる場を提供する
ことで、異

いねんれい

年齢の集団の中での工作活動を通じて、完成する喜び
を体験させ、モノづくりの楽しさを教えています。
　令和２年度では自由工作の時間を設け、チーム毎に課題を発
案し、計画、役割分担、設計、材料選定、組立、仕上げをし、チーム
で一つのものを作り上げる達成感を知ってもらう活動を計画して
います。
　年間を通して学んだ技術や知識を自由工作で活かす活動をし
ていきます。

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://hojo.keirin-autorace.or.jp
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第43回未来の科学の夢絵画展	募集開始！
ふろくレッツチャレンジつくってあそぼう！
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昨年のホンダ子どもアイディアコンテストで
は「エネルギーはトイレから」という汚

お で い

泥を環
境問題の解決につなげるアイディアを考え、
未来の車のモデルをプログラミングで操縦し
て発表しました。最優秀賞に選ばれて叫ぶほ
ど嬉しかったです。尊敬する人はスティーブ・
ジョブズです。発明クラブでもっと勉強して、
将来はエンジニアになりたいです。
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飛翔実験

工具を使いロボット
組み立てと動作確認
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　新型コロナウイルス感染拡大で、クラブの活動にも大きな影響がでています。
　大阪市日本橋少年少女発明クラブでは、通信講座で活動を行いました。ぜひ参考にしてください！

　前回が好評だったので毎月実施することにし、４月はこ
いのぼりを題材にした創作教材にしました。撮影や材料梱
包は事務局の自宅で行い、クラブ員に郵送しました。この
教材も好評で、解説動画を見ながら組み立てている様子
の写真をメールしてくれたり、写真を早速SNSで紹介し
てくれた保護者もいらっしゃいました。

　作り方をインターネットにアップした後、教材とプリン
トをクラブ員に郵送しました。学校も休校となり退屈して
いた時期だったので、保護者からも写真付きでお礼のメー
ルをいただきました。自分たちで工夫して自由に絵を描く
教材だったので、創作を楽しむことができたようです。

　次回は、「６月」をテーマにした自由創作コンテストです。出来上がった作品は写真や絵を添付して、作品名、主旨、工夫点などを説明した
資料（チャレコンのアピール用紙のようなもの）も添えて応募してもらいます。審査も行い、結果はインターネット上で発表し、賞品も用意します。

　クラブ員も保護者も事務局もみんな楽しくなる通信講座は、外出自粛が生んだ想定外の有意義な「特産物」でした。ぜひみなさまのク
ラブでもお試し下さい。

　また、クラブ員が参加しやすいようにZoomでの講座を始めました。Zoomで顔が見られたら楽しさ倍増です。今後も毎月Zoom通
信講座を続ける予定です。

！動活ブラク ！動活ブラクde 宅 自宅 自
～ 通信講座のススメ ～

通信講座 東海道五十七次すごろく 検 索

通信講座 LEDこいのぼり

モーターサイコロで楽しめる東海道五十七次すごろく

LEDこいのぼり

作り方および動画はこちら

作り方および動画はこちら
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クラブ事務局より
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2020年7月号2 『はじっこもつかうぞ〜っ！』の

コーナー！　＜編集後記＞

く
ら
に
ゅ
ー

・通信講座、いいですね。こんな状況の時こそ皆さんの創造力を発揮するチャンス。　ｂｙ　ＧＧ
・緊急事態宣言が解除されたけど、油断は禁物。ソーシャルディスタンス守りましょう！　ｂｙ　ケンシロウ
・コロナに負けず、他人への思いやりを持って行動してね！　ｂｙ　パセリ



・ 絵画展はやります！作品待ってます　by　デスク
・ ６月の“おうち時間”楽しめましたか？学校がはじまりますね。手洗いうがいはしっかり続けていきましょう！　by　ラズベリー

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!

1   千円札の端
はし

を持ち、折れ
ないように曲げます。千
円札の中心あたりに10円
玉を載せます。

2   千円札を広げていくと、動き易い
方とそうでない方があることに気
付きます。動き易い方を動かすと
一定のところで動きにくくなり、反
対側の方が動き易くなっています。

3   動き易い方を動かし、動
かしにくくなりましたら、
反対側を動かす、この繰返
しで、上に載った10円玉
は動きに合わせて移動し、
真っ直ぐになった千円札
の上にバランスよく載っ
ていられるのです。

10 円玉は千円札の中心に載っている訳でなく多少ズレて載っていま
す。千円札の動き易い方は10円玉の重心から離れている方で、動きに
くい方は重心に近い方なのです。よって、動き易い方を動かしていく
と、10円玉の重心が近付いて動きにくくなり、動きにくかった方は10
円玉の重心が離れていきます。こうして、10円玉の重心から近いか離
れているかにより、摩

まさつ
擦の大小が生まれ、10円玉も千円札の動きによ

り千円札の中心へ移動していくのです。

５月号　｢10円玉を千円札に載せるスゴ技の巻｣の答え

・ A4サイズの用紙(普
通の上

じょうしつし

質紙で新品で
なくても大丈夫です)

用意するもの

答えは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/paperbunkatsu)
｢一瞬で紙を真っ二つにする方法｣の記事に解答を掲載しています。

その45	善ちゃんからの挑戦状!｢一瞬で紙を真っ二つにするスゴ技の巻｣

▼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！

少しの発想が生まれると、新しい感動が生まれます。その感
動が、次への発想を生み出し、いろいろな難題への挑戦する
心を育んでくれます。普段から、こうした発想をいろいろな
場面で意識して、そして試し、たくさんの｢発明｣｢発見｣でき
るようになれば、それは｢凄い発明家｣になれるでしょう。

善ちゃんのサイエンスショー公式サイト 検 索

画像のように
A4サイズの用

紙をハサミやカッターな
どの道具を使わず、一瞬で
真っ二つにしてください

善ちゃん
からの
挑戦状

※ 動画で見ると分かり易いですから、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/senensatsu) 科学実験｢10
円玉を千円札に載せるスゴ技｣(動画付
き)の記事をご覧ください

スマートフォンはこちらから

動き易い方を動かす

スマートフォンはこちらから
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青少年創造性グループ
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。

環境に配慮した植物油インキを
使用しています

第43回 未来の科学の夢絵画展 募集開始！

令和元年10月
インドネシア科学院主催の「2019世界青少年発明工夫展」で金メダルを受賞

平成31年4月
発明協会主催の「第41回未来の科学の夢絵画展」で「文部科学大臣賞」を受賞

平成30年10月
青森県及び青森県発明協会主催の「2018子どもの

『科学の夢』絵画展」で「奨励賞」を受賞

●小学校・中学校の部	 全国の小学生、中学生
●幼稚園・保育園の部	 全国の幼稚園児、保育園児（３歳以上）
●外国人学校の部	 日本国内の外国人学校に在籍する生徒（１～９年）

絵の具、クレヨン、サインペンなど自由です。手描き作品に限ります。
Ｂ3 判（36.4cm×51.5cm）または四つ切（38cm×54cm	程度）の画用紙。

所定の申込書に必要事項を記入し送付してください。
申込書は発明キッズホームページ（http://kids.jiii.or.jp）からダウンロードできます。

サクセスストーリーサクセスストーリー
サクセスストーリー

夢の世界を、世界の夢に

～ サクセスストーリー ～未来の科学の夢絵画展

世界展

全国展

県 展

サクセスストーリーサクセスストーリー

次は君の
番だよ！

英語で

プレゼン中

答辞も

読みました

折り紙電池

第42回	文部科学大臣賞受賞作品
はばのかわるエスカレーター
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募集部門・応募資格

画材・作品の大きさ

応募方法

●小学校・中学校の部	 最寄の発明協会
●都内小中学校／幼稚園・保育園の部／外国人学校の部	 （公社）発明協会お問い合わせ先

あなたが思い描く「未来の科学の夢」を
自由に表現してみよう

色々な国の人とコミュニ
ケーションとれて良かった
し、 団員のみんなと色々
な思い出ができました

（十和田市立南小学校4～5年・
十和田市少年少女発明クラブ）
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