
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

愛媛県：ものづくり教室 

2016 年４月 29 日、松山市 

ソーラー･カー、ソーラーバッタの製作 

90 名参加 

 

北海道：第 3 回親子ものづくり教室 

2016 年 8 月 11 日、千歳市 

ＬＥＤランプの製作 

親子 30 組参加 

 

北
海
道 

岩手県：第６回親子ものづくり教室 

2016 年 7 月 30 日、花巻市 

モーター工作・ペーパークラフトカー 

親子 30 組参加 

秋田県；第 9 回親子ものづくり教室 

2016 年 7 月 30 日、秋田市 

①発電の仕組み（東北電力(株)）、 

②製作課題・アトラクション 

親子 30 組参加 

宮城県：親子モノづくり教室 

2016 年８月７日、仙台市 

シューティングゲーム 

親子 20 組参加 

福島県；親子ものづくり教室 

2016 年４月 29 日、福島市 

モーターカー制作、親子 40 組参加 

 

 

 

東 
 

北 
群馬県：親子ものづくり教室 

2016 年 7 月 23 日、前橋市 

コイルと磁石で作るスピーカー工作 

20 家族 54 名参加 

勤福フェスタ・親子ものづくり教室 

2015 年 11 月 21 日、前橋市 

電流ドキドキゲームの製作 

22 家族 42 名参加 

栃木県：ものづくりフェスタ「親子ものづくり教室」2015 年

10 月 18 日、宇都宮市 

「ソーラーかもめ」の組立 

親子 50 組、講師 6 名参加 

東京都：ものづくり体験教室 

2016 年８月 28 日、品川 

    ソーラーキットの組立 

    子供 33 名、保護者家族 20 名参加  

山梨県：第８回親子ものづくり教室 

2016 年８月６日、甲府市 

ぱこかーづくり 

親子 11 組 24 名参加 

 

関 
 

東 

静岡県：「ものづくりフェスタ 2015in しずおか」での「親子ものづくり教室」 

木工二輪工作を親子でものづくり 

親子 30 組参加 

岐阜県：親子ものづくり体験教室 

2016 年 7 月 30 日、岐阜市 

①モーター振動の原理などＤＶＤ視聴 

②モーター工作とペーパークラフト工作 

親子 40 組参加 

三重県：第８回親子ものづくり教室 

2016 年７月 23 日、伊勢市 

モーター工作（四輪） 

親子 45 組 100 名参加 

愛知県：第２回親子ものづくり教室 

2016 年 7 月 25 日、 

①パナソニックエコシステムズ（株）工場見学 

②ハイブリッドカーの製作 

親子 19 組 42 名参加 
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島根県：第８回親子ものづくり教室 

2016 年８月 28 日、松江市 

親子で作ろう！ペットボトルソーラーカー 

56 家族（子供 67 名）参加 

鳥取県：第４回親子ものづくり教室 

2016 年７月 31 日、鳥取市 

木工モーターカーの組み立て、色付け 

親子 50 組参加 

岡山県：第７回親子ものづくり教室 

2016 年４月 23 日、岡山市（連合岡山メーデー会場） 

ソーラーバッタ、ソーラーミニカーの作製 

子供・保護者 86 組参加 

広島県：第７回親子もの作り教室 

2016 年４月 29 日、 

（連合広島中央メーデーと福山地域メーデーの２会場） 

木製モーターカーペーパークラフトカー、電子工作ソーラーフロッ

グ、電子工作電子ゴマ、等 

２会場合わせて親子 213 組参加 
山口県：第６回親子ものづくり教室 

2016 年４月 29 日、連合山口メーデー会場 

モーター工作、ペーパークラフトなど 

親子 195 組参加 

福岡県：親子ものづくり教室 

2016 年８月 23 日、安川電機(株) 

安川電機(株)「未来館・歴史館」の見学と親子ものづくり教室 

親子 40 組参加 

佐賀県：第３回親子ものづくり教室 

2016 年４月 29 日、佐賀中央メーデー会場 

親子でプロペラ式ゴム飛行機の組み付けをし、広場で飛ばす 

親子 60 組参加 

長崎県：第１回ものづくり教室 

2016 年７月 27 日、佐世保市 

「カーメイク佐世保」工場見学とものづくり体験「キット組立」 

親子 40 組参加 

熊本県：第１回親子でものづくり教室 

2015 年 9 月 23 日、本田技研労組熊本支部会議室及び二輪工場 

ものづくり体験と二輪工場の工場見学 

親子 35 組参加 

宮崎県：第５回親子ものづくり教室 

2016 年４月 29 日、宮崎市 

木工自動車の作製（モーター付） 

親子 30 組参加 

鹿児島県：第２回親子 DE ものづくり教室 

2015 年４月 29 日、鹿児島市「鹿児島県メーデー会場」 

木製二輪車（乾電池付き） 

40 家族・子供 60 名参加 

滋賀県：ものづくり勉強会 

(2016 年８月 26 日、草津市 

①ものづくりの工場見学「ダイキン工業（株）」 

②ものづくり体験「空気と水『エアチャージャー』 

親子 35 組参加 

大阪府：ものづくり教室（ＮＰＯ法人「教育支援・ＫＩＤＳもりぐち」

との共催） 

2016 年２月 27 日、守口市 

ＬＥＤ行燈の製作 

小学 4 年生 45 名、保護者・家族 20 名参加 

奈良県：ものづくり教室 

2016 年 8 月 6 日、奈良市 

レスキューロボット製作と災害について学ぼう 

工業高校生 5 名含む２５名と保護者が参加 

兵庫県：ものづくり教室 

2016 年７月 31 日、神戸市 

「ホバークラフトをつくろう！～空気の力を知ろう～」 

56 家族（子供 67 名）参加 

長野県：第 10 回親子ものづくり教室 

2016 年７月 30 日、長野市 

「歩くティラノサウルスを作ろう」 

 赤外線センサーで障害物を感知し停止 

親子 20 組（40 名）、役員 10 名 

新潟県：親子ものづくり体験教室 

2016 年７月 30 日、新潟市 

ソーラーダイナソーの製作 

親子 32 組。64 名参加 

富山県：親子ものづくり教室 

2015 年 7 月 30 日、富山市 

①Ａクラス（小学１～３年生）：「ぱこかー」 

②Ｂクラス（小学４～６年生）：電子オルゴール 

親子 80 組参加 

石川県：第６回ものづくり教室 

2016 年７月 30 日、小松市 

木製モーターバイク（二輪車）作製 

参加者：40 組参加 

福井県：親子ものづくり教室 

2016 年７月 30 日、福井市 

ものづくり体験 

親子 25 組参加 

 


