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モノ創り 完成の苦労と喜びを通して、
子どもたちの積極性・創造性・協調性の芽を育てる
全国の少年少女発明クラブ紹介 vol.52

飯田少年少女発明クラブは、平成 16 年に活動を開始し、市

飯田少年少女発明クラブ( 長野県)

内の
「かざこし子どもの森公園」
を会場に飯田市近郊の小中学
生を対象に活動しています。

クラブ員は、多い年でも20 数名。指導員は3 名と全国の発明

クラブと比べても小規模ですが、その分、一人ひとりの顔がよ

く見え、
アットホームな雰囲気で活動を行っています。

毎年、長野県の発明くふう展では、多くの作品が入賞を果た

しており、昨年度は、全国の発明くふう展で、2 点が入選に選ば
れました。

か

今年度は、
コロナ禍で活動が危ぶまれましたが、4 月の開講

式の時期を遅らせ、6 月から活動開始となりました。クラブ員も
遅れを取り戻すように十分コロナ対策をして積極的に活動に

参加しています。

小規模クラブのため、様々な支障もありますが、子どもたち
かて

の驚くべき発想力と、無邪気な笑顔を糧にこれからも精力的に
活動を行っていこうと思います。
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善ちゃんのサイテック魂！
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はつめいクラブセンパイ図鑑 vol.39
ふろくレッツチャレンジつくってあそぼう！
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（小５）
尾名高 逸純さん

（飯田少年少女発明クラブ・長野県）

昨年は辞典が見やすくなる「辞典くん」、今年は
新聞紙でゴミ箱が作れる「エコで簡単 組み立て式
ゴミ箱」を制作し、県や全国のくふう展で受賞で
き、とても嬉しかったです。
今によりそった新しい発明でみんなの困り事を
解決していく事が僕の目標です。

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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３つ の 発 明 クラブ が 仲 間 入り！
この事業は、競輪
の 補 助 金を受け
て実施しています

９月号で藤枝市と遠野市の２つのクラブを紹介しましたが、今年度はさらに
こう

３つのクラブが仲間入りしました。感染対策を講じて、さっそくモノづくりに挑戦しました。
大分県（８月 22 日発足）
ゆ

ふ

愛知県（１０月１１日発足）

し

由布市少年少女発明クラブ
＜活動場所＞ 庄内公民館

東京都（１１月１日発足）

お わ り あさひ し

尾張 旭 市少年少女発明クラブ
＜活動場所＞ 尾張旭市中央公民館

みなと少年少女発明クラブ

＜活動場所＞ 港区立みなと科学館

新聞を使って２リットルの
ペットボトルを支える台作りの
発想トレーニングしたよ

ホーバークラフト
工作で、CD をすべ
らせたよ

ミニストロボ
スコープ
（電子工作）
に
挑戦したよ

青少年創造性開発育成事業協賛企業
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『はじっこもつかうぞ〜っ！』
の
コーナー！ ＜編集後記＞

・新年おめでとうございます。新たな発想で困難を乗り越え、良い一年にしましょう。 ｂｙ ＧＧ
・昨年はコロナで大変だったけど、今年は良い年にしたいですね。発明魂で一年間、頑張りましょう。 ｂｙ ケンシロウ
・2021年になりました。今年も健康に気をつけながら、好きなことにチャレンジしてみてください。 by ラズベリー

サイテック

サ イエンス演芸師

その

48 善ちゃんからの挑戦状!｢手の届かないヘリウム風船を簡単に落とすスゴ技の巻｣

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
● ゴム風船
（９号）

● 風船用ヘリウムガス

● その他、あるものを１つだけ用意します

善ちゃん
からの
挑戦状

ヘリウム風船が少し高い天井へ上がっ
てしまいました。取れなくなってしまったとき、
たった一手間で落とすことができるのです。
どうすれば良いのでしょうか？

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/scienceexperimentofballoon2)
｢手の届かないヘリウム風船を簡単に落とす方法 ( 動画付き ) ｣の記事に解答を掲載しています。
善ちゃんのサイエンスショー公式サイト

11 月号

検索

スマートフォンはこちらから

｢ヘリウム風船を持たずにとどめておくスゴ技の巻｣の答え

答え：｢ある も の ｣と は 水 で す 。
 面器などに水
1 洗
を溜めます

 こにヘリウム風船を
2 そ

押さえつけ、ゆっくり手
を放すと、風船は浮き上
がらずとどまるのです。

※ぜひ動画でご覧ください！
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｢見て驚き、
やればもっと驚く『ヘリウム風船の科学実験』( 動画付き ) ｣ (URL https://www.scienceshow.net/post/scienceexperimentofballoon1)

水の表面張力により浮き上が
りません。
9 インチ程度のヘリウム風船
の浮く力は僅か数グラムです
ので、表面張力というさほど
大きくない力で
も風船をとどめ
ておけるのです。

スマートフォン
はこちらから

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」
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！

▼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。

・コロナ禍でも発明くふう展と絵画展、本当に沢山応募ありがとうございます！いよいよドキドキの審査月間です。 by デスク
・新年おめでとうございます。昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で思うような活動が出来なかったのではないでしょうか。
今年はコロナもおさまって元気いっぱい活動ができるようになってほしいです！！ by パセリ
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れんさい

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.39
ちょっと挑戦的な目標で、
自分をスキルアップ

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
小さい頃から様々な機械を分解し構造を理解できるまで眺
めていました。
高校で電子分野を学び、現在は基板製造に関する仕事をし
ています。

長岡京市少年少女発明クラブ（京都府）
お名前

う え だ

在籍時期

こうへい

上田 耕平さん（20 歳）

2011年 小学校５年の１年間

Before（2011 年）

After（2020 年）

（一番左手前が上田さん）
在籍時はライントレースカーのキットや、ドールハ
ウスを制作しました。当時は、はんだ付けも木工も初
めてのことで苦戦しました。
理解できないことの方が多く、完成できなかった
作品もありましたが、様々な工具や技術に触れるこ
とができました。
在籍期間は1年間だけでしたが、作品を制作する
たびにできることが増えるのが楽しく、もっと多くの
技術を学びたいと思うようになりました。

2016 年から発明クラブにボランティア指導員とし
て参加しており、現在は基板を製造する仕事をしてい
ます。
じ ぐ
仕事では、はんだ付けはもちろん、治具制作などで
発明クラブの活動の中で学んだ事の延長線上の技術
を使って作業しています。
趣味ではプログラミングや３ D プリンタ等、今も多
くの技術を学び日々できることを増やしています。
今後は増やした知識や技術を発明クラブで伝えて
いきたいと思います。

センパイからのメッセージ
僕が今まで様々な工作を行ってきた中で、何をする上でも大切だと思ったことがあります。
それは、少し挑戦的な目標を設定することです。
目標を設定するのとしないのとでは大きく差が出るのは当然ですが、必ず達成できる目標ではただの予定になって
しまいます。
目標を立てる際は達成できるギリギリのラインを設定することで、
自身のスキルアップに繋げられると思います。
皆さんも自身のスキルアップを効率よく行える目標や方法を探し、様々な事にどんどん挑戦していって下さい。
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