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鳥取市少年少女発明クラブ
（鳥取県）

みんなで
「LED ランタン」
を作りました！

ものづくりが好きな
子どもたちを育てます。
発明・工夫に関心を抱く
子どもたちを育てます。

昨年の 12 月には
「クリスマス飾り」
を作りました。

鳥取市少年少女発明クラブは、子どもたちにものづくりの楽しさ、面白さを

体験させて、ものづくりに興味・関心をいだいてもらうために、昭和 54 年に発

足しました。以前は、市文化財である五臓圓ビルに「まちなか工房」を開設して、

「レゴ・ロボット」
の組み立てをして、
プログラムで走行させました。

クラブ活動を行っていましたが、現在は、ファブラボ・とっとり（市こども科学
館内）に場所を移し、毎月第 2 水曜日の放課後に開催しています。

開催場所がファブラボ・とっとりになったことにより、アナログ機器だけで

なく、デジタル機器（3 Ｄプリンター、レーザー加工機、電子ミシンなど）も使っ
て、活動しています。26 年度には、レゴ・ロボットも購入して、ロボットの楽し
さ、面白さを体験しました。

今年度のメンバーは 6 人で、皆で楽しく活動に取り組んでいます。
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サンバ・パーカッション

地区大会

開催のご案内

今号の
はつめい

プリンセス
ス
＆プリン

ほか

村中 陸人くん（小 5 ）

（砺波市少年少女発明クラブ）
6 月から地域アイデア創作活動に取り組んで
います。9 月12日
（土）
13日
（日）
に開催される
「となみ産業フェア パワー博2015」
で、地元、
砺波の楽しい見どころをアピールできるよう
がんばります！皆さん、見に来てください。

くらにゅー

この事業は
競輪の補助金を受けて
実施するものです

地域活性化アイデア
創作活動 in 砺波 (Tonami)
～第 2 回・第 3 回の活動～

富山県砺波市

地域の課題を子どもたちのユニークなアイデアで解決しよう☆
今年度は、富山県砺波市において、全国に誇れる砺波の名物を、
様々なアイデアを駆使してＰＲすることを目的に活動を行っています。

第 2 回：6 月 13 日（土）
●第 2 回（6 月 13 日（土））の
活動は、3 グループ（会社）
に分かれて、まず、製作物
の設計図を作成し、それを
もとに製作活動に入りま
した。

● 集 中 し て が ん ば っ て、
骨組みが完成したとこ
ろで終了となりました。

第 3 回：7 月 11 日（土）
●第 3 回（7 月 11 日（土））の活動は、次回 9 月のとなみ産業フェア
パワー博での活動発表に向けて、全力で製作活動に取り組みま
した。

次回は、いよいよパワー博での成果発表とな
ります。クラブブースでの作品展示はもちろ
ん、メインステージでのプレゼンテーション
もあるかも！？
お近くの皆さん、９月 12 ～ 13 日のパワー博
でお待ちしています！
※これらは過去のパワー博の写真です
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『はじっこもつかうぞ〜っ！』のコーナー！ ＜編集後記＞

くらにゅー

この事業は
競輪の補助金を受けて
実施するものです

第６回全国少年少女
チャレンジ創造コンテスト
地区大会
この夏、たくさんのクラブ員がチャレコンに取り組みました！
全国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！

愛知県

豊田少年少女発明クラブ

（場所：豊田市立朝日小学校）

6月7日
説明会
6月7日
創作指導会①
7月5日
創作指導会②
8月2日
地区大会

6月7日
説明会「試走実演」

8月2日

地区大会「どのチームも頑張りました」

【地区大会を終えてのコメント】
協力して作り上げた作品のからくりを、観客のみなさんに堂々とアピールして、大変盛り
上がった地区大会でした。どの作品も、発展する自動車産業や豊かな自然に恵まれた豊
田市がたくさん表現されていました。

熊本県

荒尾少年少女発明クラブ

7 月 26 日
創作指導会の様子

（場所：荒尾総合文化センター 工作室及び大ホール）

7 月12 日
説明会
7 月 26 日
創作指導会①
8月 2日
創作指導会②
8月 9日
地区大会

8月9日
地区大会を終えての記念撮影

【地区大会を終えてのコメント】
どのチームも、荒尾市をはじめ熊本県内各地の自然、風土をパフォーマンスカーにのせ、
PR することができました。
難しいこともありましたが、3 人で力を合わせて完成することができました。

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マシンは、10 月中旬に発明キッズの
ホームページで公開され、動画を見ることができます。全国大会は、11 月 28 日（土）に東
京工業大学（東京都目黒区）で開催されます！！

9 月になり、みなさんは新学期、こちらも色々なイベントの季節。
お互いに忙しくなりそうですが夏の楽しい思い出をエネルギーにして頑張りましょう！

by OJ

少年少女発明クラブニュース
2015 年 9 月号

3

くらにゅー

少年少女発明クラブ
ブロック合同研修会開催
少年少女発明クラブの活動をより充実させるため、
各地域ブロックにおいて合同研修会を実施しています。
今回は関東ブロックと東北ブロックで行われた研修会を紹介します。

関東ブロック
（場所：東京都・発明会館）

展示された発明品を興味深く覗き込む先生たち

6 月 30 日（火）、虎ノ門の発明会館に関東ブロッ
ク内 14 のクラブから約 20 名の先生方が集まり、
合同研修会を開催しました。
当日は、株式会社エディプラス 村田和久社長
を講師に招き、
「仕事の中からの発想・羽根のない
撹拌体の発明」と題して体験型の講演が行われま
した。
全国発明表彰のほか、たくさんの賞を受賞した
村田社長のお話から、今後の発明指導のヒントを
学ぼうと先生方も楽しみながら、かつ真剣にお話
を伺いました。
その他、各クラブの活動報告や困った事など、
意見交換を行い閉会しました。

東北ブロック
（場所：宮城県・KKR ホテル仙台）

指導員の先生たちが真剣に体験実習に取り組んでいます
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7 月 16 日（木）～ 17 日（金）、宮城県仙台市にて
東北ブロック内 29 クラブから 41 名の先生方が集
まり、合同研修会を開催しました。
1 日目は、各県より代表１クラブによる活動報
告が行われ、子どもたちが熱心に活動している様
子を発表していました。その後、東北大学の先生
による「低温の不思議」と題した講演と子ども向け
にも実施できる実験が行われました。２日目は、
宮城県内の代表 3 クラブの先生方による実技指導
会が行われました。実技指導会では、①蓄電して
動く車、②凧のうなり、③非常灯にもなるファン
タジーあんどん、④ソーラー集熱器などの製作実
習が行われ、参加した他のクラブの先生方は自分
のクラブでも採用しようと熱心に体験実習を行っ
ていました。
皆さんのクラブでも作ることになるかもしれま
せんので、期待しててくださいね。

今年の夏は、富士山で風穴・氷穴に行きました。
楽しい夏休みも終わり、実りの秋に向かいます。
がんばって行ってみよう！ by KARA

夏も終わったけど、まだまだ暑いですね！！
今年のチャレコン地区大会の報告が続々来ています。
みんなガンバっていたようですネ！！ by パセリ

くらにゅー

青少年創造性グループ

夏の一コマ

子ども霞が関見学デー（特許庁）に
参加しました！
このクラブニュースを作っている「発明協会青少年創造性グループ」は、平成 27 年 7 月 29 日・
30 日の二日間、特許庁で行われた「子ども霞が関見学デー」に参加しました。
アイデア
（特許）やデザイン（意匠）、ネーミング（商標）など、クラブのみんななら良く知って
いる「知的財産権」を守るお仕事をしているのが特許庁で、発明協会のイベントにもたくさん
の協力をいただいています。

発明協会は 1 階のロビーで「全日本学生児童発明くふう展」と「未来の科学の夢絵画
展」の特別賞受賞作品を展示し、パセリ、KARA、OJ、ケンシロウ、うずらも係員とし
て皆さんに作品の説明を行いました。
これまでは絵画だけの参加でしたが、今回から展示した発明くふう作品も大人気、
朝から集まったお客さんに「これどうやるの？」と質問攻めにあいました。説明して
動きを見せてあげると「すごーい！」と驚きの声。忙しい二日間でしたが、皆さんに喜
んでもらい、参加した甲斐がありました。

■ 善ちゃんも登場 ■
また今年は、
「サイテック魂」
で
おなじみの
「善ちゃん」も登場！
発明協会のメンバーと一緒に会
場でお客さんをお迎えしました。
一日 3 回のサイエンスショー
と、いつでも誰でも参加できる楽
しい工作教室で、何百人もの親子
を楽しませてくれました。
あまりの人気にお客さんが一
日中絶えることなく、善ちゃん、
初日はご飯を食べる時間もな
かったとのこと。本当にお疲れ様
でした！

「子ども霞が関見学デー」は、各省庁が業務説明や省内見学などを行うことにより、親子のふれあいを深
め、子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とするとともに、府省庁等の施策に対する理
解を深めてもらうことを目的に、毎年夏休み期間に開催されるイベントです。

陣馬山に登ってきました。天気がよく、頂上のパノラマ景色は素敵で富士山も見えました。
でもお茶屋さんのゆずシャーベットが一番最高だったかも♪ 9 月は富士山にチャレンジします！

by うずら
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2015 全国少年少女発明クラブ創作展
開催のご案内
全国各地の少年少女発明クラブから寄せられた創作品が展示される「2015 全国少年少女発明クラブ創作展」
が以下の日程で開催されます。 2 年に1 度の展覧会のため、各クラブ熱のこもった作品が期待されます。入場
は無料ですので、皆さま是非お越しください。
日時 平成 27 年 10 月 24 日
（土）

前回 2013 全国少年少女
発明クラブ創作展
（滋賀県大津市）
の様子

10 月 25 日（日）

		

両日とも 10：00 ～17：00

会場 徳島県立産業観光交流センター
「アスティとくしま」
徳島市山城町東浜傍示 1-1

くらにゅー

2015 年世界青少年発明工夫展 in 台湾
メンバー決定
世界各国の青少年が発明作品の展示を通じて国際交流を行う「世界青少年発明工夫展（ＩＥＹＩ）」が、平成 27
年 11 月 16 日～ 18 日まで台湾で開催されます。発明協会が主催するコンクールで優秀な成績を収めたメン
バーが派遣団として選ばれました。
第 72 回全日本学生児童発明くふう展
No.

賞名

作品名

氏名

学年

1

内閣総理大臣賞

グラス ･ カッター酪 DA 農（らくだのう） 國分

崇宏

高3

2

文部科学大臣賞

ブロック de 数の理解

石山

翔雲

中2

3

発明協会会長賞

レスキューロボットアーム

海田

匠美

小5

4

発明協会会長賞

スマートアンブレラ

池田

直哉

高2

5

毎日新聞社賞

6

毎日小学生新聞賞

7

WIPO 賞

No.

賞名

ふり子の力で動くりゅう

笹崎
中村

計算歯車

晃瑶

小6

航太郎

中1

諒

小5

高橋

未来のぼくの町

第 4 回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト
作品名

田中

8
9

氏名

文部科学大臣賞

宇宙まで愛媛の名産届けたい

森
長山

10

学年

廉

高1

優太

高1

亮太

高1

第 37 回未来の科学の夢絵画展
No.

6

賞名

作品名

氏名

学年

11

文部科学大臣賞

金属を栄養にする木「木金属」

相生

康博

中1

12

発明協会会長賞

リーダー細胞養成キャンディー

金田

仁愛

中2

少年少女発明クラブニュース
2015 年 9 月号

夏休みも終わり、絵画展や学生展の締切りも近づいてきましたね。
今年もたくさんの作品に出会えるのを楽しみにしています！ by ケンシロウ

サイテック

サ イエンス演芸師

その

17

｢ビックリ袋を作って科学しよう！」

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！

サイエンス演芸師｢善ちゃん｣

●用意するもの ・手提げホルダー
・ステンレスワッシャー（直径 22 ㎜程度）
※無ければ 5円玉でも代用できます

・輪ゴム
（16 号）2 個
・ポチ袋
（縦120 ㎜×横 70 ㎜程度）
●作り方＆遊び方
① ワッシャーに輪ゴムを通し、輪ゴムの両側を
手提げホルダーの片側に引っ掛けます。

② ①と同様にもう1つ輪ゴムを通し、手提げホルダー
の反対側へ引っ掛け、出来上がりです。

簡単！

③ ワッシャーを 50 回ほど回して、ポチ袋へ入れます。
気を
付けよう

④ ポチ袋を持って、中を覗き込むように開けると、ゴム
の力でワッシャーがポチ袋の中で回転し大きな音と
振動が起き、ビックリします。

！

リバリ

バリバ

※このとき、ゴムが巻き戻ろうという力が
大きいので、くれぐれも巻き戻らないよ
うにそっと入れてください。ワッシャー
が回ってケガの原因になります。

中を
のぞくと…

●分かること
ゴムを巻けば巻くほど戻る勢いも増します。
が、それはいずれ限界があります。
輪ゴム ( 天然ゴム ) は思いっきり伸ばしても、大体 7 倍
程度で伸びきってしまいます。
縮む力も 5 ～ 6 倍に伸ばした時が限界で、それ以上は
あまり変わりません。ですので、輪ゴムの太さや本数、
種類を変えて、ビックリ袋作りに挑戦して下さい。
するとゴムのはたら
きが楽しく学べると
思います。
善ちゃんのワークショップでは、
このビックリ袋を作っています。
ご参考ください。ご興味のある
方はお気軽にご質問くださいね。

「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

ポチ袋の紙の素材によって音の大きさ
も変わってくるので、是非、いろいろ
な紙で試してみて、オリジナルの一番
ビックリする音の出る｢ビックリ袋｣を
発見してみてみよう。
このビックリ袋は沖縄県の玩具で
｢ハブのたまご｣として
販売されています。
沖縄で販売されている
「ハブのたまご」

※実際に販売されている｢ハブのたまご｣にも記載されていますが、
くれぐれも心臓の弱い方は気を付けてください。
そして、いたずらですので、親しい関係の中で楽しんでください。

▼善ちゃんへの質問・お手紙はこちらまで

今号から
「はつめいクラブセンパイ図鑑」の企画がスタート！
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
〒105-0001東京都港区虎ノ門2-9-14
こんなセンパイがいるよ、
という情報があれば教えてくださいね♪ （公社）
From発明協会
カズズ 発明クラブニュース係
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！

※質問と回答は紙面でご紹介します。
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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。

vol.9
「町役場から
クラブ員をサポート」
三木町少年少女発明クラブ（香川県）
お名前

やました

山下

ま さ き

正喜さん（32 歳）

Before（1996 年）

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！

プロフィール
自分の地元である香川県三木町の町役場で働いています。
現在は別の担当となってしまいましたが、平成 23 年～ 25
年は、発明クラブの担当をしていました。
在 籍 時 期
平成 5 年
（小５）～平成 6 年（小６）の２年間、クラブ員とし
て活動していました。

After（2015 年）

現在の発明クラブは、サンサン館という施設で活動

をしていますが、当時は池戸公民館という施設で活

香川県三木町役場で働いています。平成 23 年から

25 年は発明クラブの担当となり、事務局として、ま

動をしていました。その中でも、ゴミ箱の両端に粘

たクラブの OB としてクラブをサポートしました。

うにした作品で、賞をもらった時のことが特に印象

したが、クラブ員として自分が経験したことを活か

着フックを逆さにつけ、ごみ袋を引っ掛けられるよ

に残っています。

クラブを運営する立場になるとは思っていませんで

して、3 年間頑張ってクラブを盛り上げました。

センパイからのメッセージ
発明クラブはいろいろな体験が出来ます。私の頃は、化学実験や遠足なども経験することが出来ました。町内中から参加して
いるので、自分と違う学校の子とも友達になることが出来ました。クラブ員には、発明クラブを通して様々な経験をしてほし
いと思います。
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青少年創造性グループ

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-14
TEL 03（3502 ）5434 FAX 03（3502 ）3485
メールアドレス souzou@jiii.or.jp
公益社団法人発明協会ホームページ

http://koueki.jiii.or.jp/
はつめいキッズホームページ http://kids.jiii.or.jp/

環境に配慮した植物油インキを
使用しています

この印刷物は 80% リサイクル用紙と、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。

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。
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