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主　催 青　森　県／一般社団法人青森県発明協会

後　援 東北経済産業局／日本弁理士会／公益社団法人発明協会
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2020 子どもの『科学の夢』絵画展について

この展覧会は次代を担う子どもたちが

自由な発想で実現してみたい未来の科学技術に関する

夢を絵画で表現することによって科学的な探究心や創造力の

開発・育成を目的として開催しているものです

 募集の内容 

・「こんなものがあったらいいな」「将来こんなことができるようになっているだろう」

　といった、子どもたちの未来の科学に関する夢を絵で表現したもの

・青森県の未来の姿に関するもの

・青森県の特産を利用した夢の商品に関するもの など

①画材

　　絵の具、クレヨン、クレパス、サインペンなど自由

②作品の大きさ

　　Ｂ３判（36.4㎝×51.5㎝）または四つ切の画用紙を使用してください。

　　厚さ３㎜を超えるものや用紙サイズの異なるものは、選外となります。

③その他

　　応募者本人の作品で未発表のもの１点に限ります。

 移動展の開催 

下記のとおり移動展を開催いたしますので、お近くへおいでの際は、ぜひお立ち寄りくだ

さい。

●八戸会場　　日　　時：令和２年11月13日（金）～17日（火）８:30～17:00

	 場　　所：八戸市児童科学館１階（八戸市類家４丁目3-1）

	 展示作品：三八、上北地区からの出展作品

●弘前会場　　日　　時：令和２年11月20日（金）～24日（火）10:00～20:00

	 場　　所：弘前駅前公共施設ヒロロスクエア（弘前市駅前町9ー20ヒロロ３階）

	 展示作品：東青、中南、西北地区からの出展作品

	 ご来場おまちしております。



審　査　風　景
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2020 子どもの「科学の夢」絵画展

優　秀　賞優　秀　賞

八戸市立旭ヶ丘小学校４年
 （八戸市少年少女発明クラブ）

大西　紗巴

このライトをあびると人も動

物も目に見えないまくでおお

われ、近くで話をしても触れ

てもどんな感せんしょうも防

ぐことができます。

科学の夢大賞
感せんしょう予防ライト

講　評

時代を反映して、新型コロナウイルス感染症や水害、エネルギー

といった様々な問題を解決するようなアイディアが全体に多かっ

たです。その中で、大賞の《感せんしょう予防ライト》は、ウイ

ルスという目に見えない恐怖に対して、目に見えない幕で予防し

ようとする点が面白いと感じました。目に見えないものや光を描

くことは難しいにもかかわらず、色面の境界で表現している点が

秀逸でした。

予備選考会 選考委員会 各賞決定

審査委員長

鷲 田　めるろ
十和田市現代美術館館長
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2020 子どもの「科学の夢」絵画展

優　秀　賞優　秀　賞

青森県知事賞
リップマスク
十和田市立三本木小学校３年

附田　あぐり

青森県知事賞
燃やさない！ゴミ食べプランクトン！
十和田市立三本木小学校５年

齊藤　寧彩

青森県知事賞
スーパーメガネみえる君
十和田市立三本木小学校６年

佐々木　凛

赤ちゃんやお年よりはマスクがしづらいので、わたし
が考えたリップマスクをぬるとマスクと同じやくわり
になってウイルスをガードする事ができます。

ゴミを食べるプランクトンを育てて、ゴミがある所に
プランクトンを入れると、パクパクと食べるので、う
め立てや燃やさないので、いいと思いました。

このメガネをかけると人がしゃべったことが文字になっ
て見えます。そのため、耳が聞こえない人でもみんなと
会話したりテレビを見たりして楽しめます。
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2020 子どもの「科学の夢」絵画展

特　別　賞特　別　賞

日本弁理士会会長奨励賞
ＡＩとうさい堤防
十和田市立南小学校５年

下山　ももな

青森県教育委員会教育長賞
マイクロプラスチックを分解する

ウミウシロボ
十和田市立三本木小学校６年

林　杏咲

朝日新聞青森総局長賞
土力発電
十和田市立南小学校６年

新関　琥太郎

堤防の赤い印を川の水がこえるとＡＩが感知して水を
吸収して堤防が高くなります。この堤防があると突然
の大雨でも川が氾らんすることがなくなります。

マイクロプラスチックは微小で回収が困難なのでこの
ウミウシロボがエサにして体内で分解します。海洋環
境問題を解決に導きます。

太陽光や風力は天気次第では発電することができませ
ん。しかし土力発電は土があれば山奥でも発電できま
す。更に生ゴミ処理で電力アップも可能です。
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2020 子どもの「科学の夢」絵画展

特　別　賞特　別　賞

日本原燃株式会社社長賞
ゴミ磁石水中ドローン
十和田市立三本木小学校４年

加藤　煌理

日本原燃株式会社社長賞
ミラクルシューズ
十和田市立藤坂小学校５年

三上　愛莉

日本原燃株式会社社長賞
光かがやくうちゅうの家
青森市立堤小学校３年

濱津　このみ

日本原燃株式会社社長賞
浮き浮きそうじ機
十和田市立三本木小学校５年（十和田市少年少女発明クラブ）

苫米地　凜音

このドローンは、海に潜り、ゴミを引き寄せ
る特別な磁石で、もえるゴミ・プラスチック
ゴミ・かんゴミを分別しながら集め、海をキ
レイにします。

シューズに足のサイズを入力して、好きな色
にも変えられる機能を追加しました。そうす
ることで、自分の大好きなくつがずっとはけ
るようになります。

うちゅうでもすめるような家をかき
ました。光っているのはうちゅうを
きれいに見るためです。ほかには空
気をいれるきかいや食べ物を出す物
があります。

この浮き浮きそうじ機はおかあさんがそうじ
機で重そうにしていたので書きました。この
そうじ機はすった空気でとぶのでとてもかる
いそうじ機です。
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2020 子どもの「科学の夢」絵画展

奨　励　賞奨　励　賞

まほうのけしごむ
黒石市立東英小学校１年

千葉　もえぎ

おとどけいぬ
黒石市立東英小学校１年

佐々木　瑛理佳

われないふうせん
十和田市立三本木小学校１年

斗沢　大翔

そらをふわふわしゃぼんだま
黒石市立東英小学校１年

小川　開聖

あまぐもクリーナー
十和田市立三本木小学校１年

甲斐　大翔

においセンサー“ぱっくり”マスク
十和田市立南小学校１年

古舘　岳

むかしのすがたがわかるスイッチ
十和田市立ちとせ小学校１年

米田　導跳

力もち手ぶくろ
南部町立福田小学校２年

嶋守　悠

なかよしライト
南部町立福田小学校２年

鳥喰　愛結

ピカピカマットくん
南部町立福田小学校２年

藤嶋　希羽

マイ雲せいぞうき
十和田市立三本木小学校２年

赤坂　実咲

きせかえカメラ
南部町立福田小学校２年

沼沢　愛佳

一般社団法人青森県発明協会会長賞



－ 7 －

2020 子どもの「科学の夢」絵画展

奨　励　賞奨　励　賞

まだ食べれまステッカー
十和田市立三本木小学校２年

小島　すみれ

サウンドクリーナー
十和田市立三本木小学校２年

齋藤　由芽

自由自在花火
十和田市立三本木小学校２年

酒井　皐生

てんごくにいる人とはなせるでんわ
十和田市立三本木小学校２年

田村　結

雪がとけるライト
十和田市立三本木小学校２年

山本　沙楽

今日の体ちょうわかるんけい
十和田市立三本木小学校２年

工藤　小遥

ブラックホールへ行ったよ
青森市立原別小学校３年

金野　貴天

公園バイク
八戸市立白銀小学校３年
（八戸市少年少女発明クラブ）

松沢　咲心

つなみの水すいとりぼうはてい
青森市立長島小学校３年

（青森市少年少女発明クラブ）

大平　百徒
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2020 子どもの「科学の夢」絵画展

紙パソコン
十和田市立三本木小学校３年
（十和田市少年少女発明クラブ）

唐橋　隼人

空気せいじょう木
十和田市立三本木小学校３年

木村　実那

便器で検尿
十和田市立藤坂小学校３年

（十和田市少年少女発明クラブ）

眞家　花奈

海を守るロボメガマウス
おいらせ町立百石小学校３年
（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

佐々木　吉秀

災害用避難バルーン
黒石市立黒石小学校４年
（黒石市少年少女発明クラブ）

村山　絢都

ベッドとつながった表じょう読
みとりアプリ
十和田市立三本木小学校３年

法量　來愛

見つけＲＵＮＤＡ
十和田市立南小学校３年

新関　乃英

奨　励　賞奨　励　賞

木の実とりじしゃく
十和田市立三本木小学校３年

舘山　蓮生

カニの草カリンキー
八戸市立白銀小学校３年

（八戸市少年少女発明クラブ）

上條　日毬子
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2020 子どもの「科学の夢」絵画展

奨　励　賞奨　励　賞

ステイホーム旅行
八戸市立小中野小学校５年

鎌田　奏海

自分を知る鏡
十和田市立三本木小学校５年

小長根　悠生

のびーるｅｃｏバッグ
十和田市立三本木小学校５年

林　茅咲

電気製造木
十和田市立三本木小学校５年

向井　健太郎

台風消滅システム
八戸市立吹上小学校６年
（八戸市少年少女発明クラブ）

吉野　秀

通るだけで全身すぐかわく
いっしゅんゲート
十和田市立三本木小学校４年

冷水　結香

自動感知堤防
十和田市立三本木小学校６年

山本　隼生

浄水スポンジ
五所川原市立五所川原第一中学校３年
（五所川原市少年少女発明クラブ）

對馬　日陽

ラクラクタンス
十和田市立三本木小学校６年

竹内　楓華
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2020 子どもの「科学の夢」絵画展

入　　　選入　　　選
１年 くうちゅういどうのいえ 後 藤　大 吉 黒石市立東英小学校

ＡＩキッチン 斎 藤　愛 佳 黒石市立東英小学校

ウイルスはっけんレンズ 山 田 愛之介 十和田市立三本木小学校

２年 ふやスプレー 佐 藤　煌 晟 南部町立福田小学校

わかがえりスプレー 風 間　琥 珀 南部町立福田小学校

いつでも元気花 今　  明日美 南部町立福田小学校

いいゆめマクラ 赤 坂　凛 空 南部町立福田小学校

雨で空をとぶ車 天 坂　太 翼 八戸市立小中野小学校

雷ちくでんき 渡 辺 叶太郎 八戸市立根岸小学校

水圧縮注射器 佐 藤　快 成 十和田市立三本木小学校

水すってちょうだい 髙 渕　莉 夢 十和田市立三本木小学校

スーパータイムマシーンＤＸ 竹ヶ原  　楓 十和田市立三本木小学校

わすれものランドセル 附 田　和 士 十和田市立藤坂小学校

３年 どこでもプロジェクター 吉 良　健 太 おいらせ町立木内々小学校

緊急脱出エコカー 城 下　蒼 汰 八戸市立旭ヶ丘小学校 八戸市少年少女発明クラブ

音力発電工場 新 町　彩 恵 八戸市立青潮小学校 八戸市少年少女発明クラブ

おしらせウォッチ 滝 口　朝 日 十和田市立三本木小学校

かおりリフレッシュウォッチ 新 山　明 佳 十和田市立三本木小学校

レシピれいぞうこ 野 月　ゆ ず 十和田市立三本木小学校

４年 ひ料マシーン 宮 澤　蒼 大 十和田市立四和小学校

アレルギーなくし機 清 水　駿 太 青森市立小柳小学校 青森市少年少女発明クラブ

ねっちゅうしょうよぼうパッチ 千 葉　結 加 青森市立金沢小学校 青森市少年少女発明クラブ

いたみを感じにくいポイントが分かるメガネ 大 村　茅 咲 十和田市立三本木小学校

水もつくれる雷発電 厨 川　颯 太 十和田市立三本木小学校

根までとれる草とりそうじ機 楠 部 舞衣子 十和田市立三本木小学校

健康チェックミラー 晴 山　愛 子 十和田市立三本木小学校

プラスチック回収装置 山 本　竜 生 十和田市立三本木小学校

青森のとくさん品を世界にうるドローン 中 江 竜太郎 平川市立小和森小学校 平川市少年少女発明クラブ

青森県旅行カプセル 對 馬 　　晴 平川市立小和森小学校 平川市少年少女発明クラブ

５年 読み取り式ごみ自動分別機 松 山　結 宇 南部町立名久井小学校 八戸市少年少女発明クラブ

農業お助ロボット 大 村　桃 菜 十和田市立三本木小学校

海に流れたプラスチックをとかす機械 柏 木 菜々莉 十和田市立三本木小学校

やわらかい車 島 貫　仁 暖 十和田市立三本木小学校

顔にフィット透明マスク 高 渕　鈴 華 十和田市立三本木小学校

虫よけライト 苫米地 颯 悟 十和田市立三本木小学校

まほうの聴診器と気持ち変換ＢＯＸ 中野渡 莉 奈 十和田市立三本木小学校

寿命が増える万歩計 清 藤 吏珠夢 平川市立金田小学校 平川市少年少女発明クラブ

雲の上でエコ発電 石 岡 穂乃和 平川市立小和森小学校 平川市少年少女発明クラブ

６年 思い出Ｔシャツデザインボックス 天 坂　太 紀 八戸市立小中野小学校

チェック・ボックス 對 馬　結 葉 五所川原市立中央小学校 五所川原市少年少女発明クラブ

もちツマラーズ 小 島 あやめ 十和田市立三本木小学校

子ども充電器 坂 本　七 海 十和田市立三本木小学校

ウイルス発見フェイスシールド 櫻 田 くらら 十和田市立三本木小学校

メモリーコンバースイヤホン 関　 　隼 人 十和田市立三本木小学校

夢で会えるまくら 相 馬　遥 香 十和田市立三本木小学校

世界中の本を読むことができるメガネ 斗 沢　真 歩 十和田市立三本木小学校

家具収納機 畑 山　結 夏 十和田市立三本木小学校

かいごの役に立つハチマキ 山 崎　羽 汰 十和田市立三本木小学校

中１ 長命スマートウォッチ 工 藤　栄 心 弘前大学教育学部附属中学校 黒石市少年少女発明クラブ

中２ リサイクルマシーン 種 市　直 生 黒石市立中郷中学校 黒石市少年少女発明クラブ
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◆　募集の内容

　　（１）応募資格

　　　　　小学生及び中学生

　　（２）募集作品

　　　　　日常の生活などを科学的に観察し、自然法則を利用した新規で独創的なアイデアに

　　　　　富む工作物（１人１作品）

　　　　　ア　科学的要素と独創性（アイデア）に重点をおいたもの

　　　　　イ　自作の発明、考案またはくふうした工作物

　　　　　ウ　作品の大きさは、縦、横、高さ各１ｍ以内、重量20㎏以内

　　（３）その他

　　　　　応募作品は、細心の注意をもって保管しますが、火災、盗難、その他の不可抗力に

　　　　　よる損害については、負担いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

　この展覧会は、青少年に創作する喜びと発明・考案の楽しさを体得させ、その優れた

作品を顕彰することにより創造性豊かな人格形成を目指すこと、本県の産業・技術の発

展に資することを目的として開催しているものです

第62回 青森県発明くふう展について
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第62回青森県発明くふう展

青森県議会議長賞
手ぶくろかわかし機
八戸市立旭ヶ丘小学校４年

（八戸市少年少女発明クラブ）

大西　紗巴

青森県知事賞
砂鉄時計
八戸市立長者小学校３年

山田　悠惺

１つで違う時間を計ることができる砂時計です。磁
石に砂鉄が引っ張られることで、砂鉄が少し速く落
ちると思いました。落ちる口の部分の向きも変え
て量も変わるようにしました。全部手作りするため
に、白浜海岸に行って磁石を使って砂鉄を集めまし
た。容器もちょうどいい形・大きさのものを選びま
した。磁石を下に置くことで、落ちて引き付けられ
た砂鉄がウニのように見えます。磁石の数もちょう
どよくなるように調整しました。時計は約３分と約
２分３０秒です。

優　秀　賞優　秀　賞

手ぶくろかわかし機を作ったきっかけは、手ぶくろ
の中が指先までかわくのに時間がかかるので作りま
した。ペットボトルにモーターとプロペラをつけて
指先を入れるストローをつけました。スイッチを入
れると指先まで風が行き、かわきやすくなります。
どんな大きさの手ぶくろでも指先をストローと同じ
形でかぶせられるように、ストローをこうさすると
ころを工夫しました。
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日本弁理士会会長奨励賞

クレンザーキャップ
おいらせ町立百石小学校２年

（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

沼端　良弥

そうじの時に、クレンザーがかたまっていて出てこなかっ
たのでこまりました。そこで水やしっけが入らないよう
に工夫しました。①ゴムのカップに穴をあけました。そ
こにペットボトルのキャップのぶぶんを入れました。ペッ
トボトルの下には、グルーガンでつけました。②ゴムの
カップをクレンザーにかぶせて、のばすことでみっちゃ
くし、水やしっけが入るのをふせぐことができます。

優　秀　賞優　秀　賞

東北経済産業局長賞

ゆで卵ムキムキき
おいらせ町立百石小学校１年

（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

佐々木　智香

私は卵サンドイッチが大好きです。ゆで卵をむくのは大変
です。だからゆで卵をキレイにむくものを作りました。お
母さんが朝いそがしそうにゆで卵とたたかっていたから楽
しく、早くゆで卵をむけたらいいなと思って作りました。
工夫したところは、びんに水をどれくらい入れるかでした。
多いとゆで卵はむけず、少ないとぐちゃぐちゃになるので、
いいところにテープをはりました。

公益社団法人発明協会会長奨励賞

まほうの画鋲箱
三沢市立木崎野小学校３年

（三沢市少年少女発明クラブ）

惣明　利仁

ぼくの工ふうしたところは、N と S のちがいをくべつし
てつけたところです。がんばったところは、ティッシュ
箱を下につけたところです。画鋲をとるときに、はりが
ささっていたかったので、コロナウイルスの形にくっつ
くようにしました。
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優　秀　賞優　秀　賞

青森県教育委員会教育長賞

筆算じょうぎ
八戸市立吹上小学校４年

（八戸市少年少女発明クラブ）

山田　琴葉

使い方は、消しゴムにさしこんで、消しゴムをおさえながら
線をひくだけです。紙だとこわれやすいのでうすめのプラス
チックにしました。うすくて小さめなので筆箱にも入ります。

青森県発明協会会長奨励賞

本だな君
十和田市立南小学校５年

伊藤　アトム

この作品を作ったのは、家の本だなから本をとる時、
必ずちがう他の本がたおれてしまうので、たおれな
い方法を考えてみました。すきな所をぼうでささえ
てどこの場所からでも本がたおれないで使えます。
工夫した所は支えるぼうを上下たがいちがいにした
所です。

青森県発明協会会長奨励賞

水が出るモップ
十和田市立三本木小学校６年

古川　莉子

工夫した所は、水が出るボタンにおもちゃ（何でもキャッ
チくん）を使用したことです。水を薬用のものにかえると、
特に汚い場所をピンポイントでやれます。使い方は、赤い
ボタンを押し、汚い場所を水でぬらしてそうじします。



TEL 0176-23-3511　FAX 0176-23-3510　http://kamikita.co.jp 

〒034-0037 青森県十和田市穂並町2番62号

上北建設株式会社

分野を超えた“モノづくり”へ挑戦。

ピタリング バリバン ピタリングライン

現場経験から生まれたものづくり

サクエンスは、上北建設株式会社の商品ブランドです。
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特　別　賞特　別　賞

青森県市長会会長賞
ひだり手まもるくん
十和田市立南小学校２年

金澤　明鈴

青森商工会議所会頭賞
等分ハカール
八戸市立第三中学校２年

（八戸市少年少女発明クラブ）

田中　幸穂

東奥日報社長賞
楽ちん！メモ＆本置き場
おいらせ町立百石小学校６年

（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

白石　昂亮

陸奥新報社長賞
わすれ物チェックシート
十和田市立ちとせ小学校３年

海津　愛琉



－ 16 －

第62回青森県発明くふう展

特　別　賞特　別　賞

青森放送賞
整理せいとんエコバック
十和田市立三本木小学校３年

畑中　凛子

青森テレビ賞
ポリ袋ずらし
八戸市立白銀中学校３年

田島　永唯

デーリー東北新聞社社長賞
１ｍスコップ
三沢市立堀口中学校２年

（三沢市少年少女発明クラブ）

秋林　永遠

毎日新聞青森支局長賞
メガネがぱっとひらくメガネケース
八戸市立下長小学校２年

野沢　太希



事務局
〒030-8515  青森市新町 1 丁目 2-18
TEL 017-734-1311　FAX 017-775-3567
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特　別　賞特　別　賞

青森朝日放送賞
おくすりかんらん車
八戸市立長者小学校２年

川口　紗織

東北電力株式会社青森支店長賞
蓄電式 LED ランドセルカバー
八戸市立吹上小学校６年

（八戸市少年少女発明クラブ）

三浦　士

東弘電機賞
グルグルおなべ
八戸市立根城小学校５年

（八戸市少年少女発明クラブ）

下村　優菜
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日本原燃株式会社社長賞
さわらずに洗えるマスク洗じょう機
十和田市立三本木小学校６年

布施　裕翔

日本原燃株式会社社長賞
クルパッチン
八戸市立明治中学校３年

（八戸市少年少女発明クラブ）

岩間　晴香

日本原燃株式会社社長賞
冬用ミラークリーナー君
おいらせ町立木内々小学校６年

（おいらせ町少年少女アイデアクラブ）

袴田　凌正

特　別　賞特　別　賞
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奨　励　賞奨　励　賞

１年 おむすびころりんのしかけ絵本 宮 重　結 宇 八戸市立八戸小学校

２年 むしシャット 米内口 絢 鉱 おいらせ町立木ノ下小学校 おいらせ町少年少女アイデアクラブ

３年 ラクラクホース 畑 山　　 宝 十和田市立北園小学校

シューティングふくわらい 2020 バージョン 出 川　景 都 八戸市立青潮小学校

おそうじわにさん 阿 保　実 采 三沢市立三沢小学校 三沢市少年少女発明クラブ

４年 外れにくいしおり 厨 川　颯 太 十和田市立三本木小学校

袋を節約できちゃいます 横 内　健 成 八戸市立長者小学校

分別シャベル 櫛 桁　壱 成 三沢市立上久保小学校 三沢市少年少女発明クラブ

パン・ジャム・マーガリンマシン 小比類巻悠人 三沢市立岡三沢小学校 三沢市少年少女発明クラブ

５年 早かわきお助けハンガー 松 山　結 宇 南部町立名久井小学校 八戸市少年少女発明クラブ

哺乳瓶ホルダー（お母さんのために）小山田 さりあ 十和田市立藤坂小学校

ほすのも簡単楽楽マスクせんじょうき 長谷部 斗 真 三沢市立岡三沢小学校 三沢市少年少女発明クラブ

ブックッツク 室 谷　巧 信 おいらせ町立木ノ下小学校 おいらせ町少年少女アイデアクラブ

６年 においがすっきりシューズボックス 三 浦　楓 陽 青森市立浦町小学校

お薬ボトル 中河原 鈴 衣 十和田市立三本木小学校

きれいに流せる 古 内　沙 夕 十和田市立三本木小学校

口が大きくパッと開くエコバック 志 田　佑 吏 十和田市立ちとせ小学校

エアーシールド 吉 野　 　秀 八戸市立吹上小学校 八戸市少年少女発明クラブ

簡易用トイレ 沼 田　優 衣 八戸市立中居林小学校

らくらくハンガー 相 馬　 　樹 八戸市立根岸小学校
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広告協賛企業名（順不同）

事業協賛企業名

株式会社ササキコーポレーション　様

東和電機工業株式会社　様

上北建設株式会社　様

東奥日報社　様

株式会社コーア　様

青森県商工会議所連合会　様

日本原燃株式会社　様

株式会社東北総合研究社　様

株式会社青森テレビ　様

　当協会では、子どもの豊かな科学的発想や創造性を育む環境づくりについて、地域ぐるみによる持続

的な活動体制の構築を図っています。この取り組みの一環として、科学指導を行うことが出来る人材を

集めた人材バンクを整備し、指導人材を育成するとともに、学校や地域団体等からの要請に応じて人材

バンクから指導者を派遣する、「科学出前授業」を実施しております。

　この取り組みを持続的に実施するために必要となる活動資金を募ったところ、事業の趣旨に賛同した

下記法人様より御寄付をいただきましたので御紹介いたします。

　引き続き御寄付を受け付けておりますので、皆様の御賛同をお待ちしております。

上北建設株式会社 様



　この展覧会は、青森県発明協会の法人会員、個人会員の皆様のご支援により、

次代を担う青少年の創造力の開発・育成、創造性豊かな人格形成を目指し本県

の産業・技術の発展に資する事を目的として開催しています。

団体正会員のご紹介

（株）ササキコーポレーション 伊勢屋金網工業（株）八戸営業所

東和電機工業（株） （株）ラビプレ

カネショウ（株） （株）藤林商会

（株）青森銀行 （株）カロリアジャパン

日本原燃（株） 広和計装（株）

東北電力（株）青森支店 （株）協和医療器

上北建設（株） （株）竹内建築研究所

（株）小坂工務店 十武建設（株）

東弘電機（株） （地独）青森県産業技術センター

テフコ青森（株） 青森市

（株）みちのく銀行 十和田市

沖舘鉄工（有） 弘前市

（株）技研 八戸市

（有）日医商事 黒石市

六ヶ所エンジニアリング（株） 三沢市

ヒバ開発（株） 青森商工会議所

金八神漁網（株） 弘前商工会議所

（株）東北総合研究社 十和田商工会議所

（株）苫米地技研工業 五所川原商工会議所

（株）コーア 黒石商工会議所

（株）今井産業 むつ商工会議所

（株）リビエラ 三沢市商工会

（有）柏崎青果 十和田市発明協会

（株）ヤザキコーポレーション

令和２年９月３０日現在（敬称略・順不同）



〒030-8570　青森市長島１丁目１番１号 青森県庁北棟１階

　　　　　　青森県知的財産支援センター内

　　　　　　TEL 017-762-7351　FAX 017-762-7352

　　　　　　E-mail　aomoipc1@jomon.ne.jp

　　　　　　URL：https://www.aomori-ipc.jp

入 選 一 覧入 選 一 覧
令和２年10月31日(土)～11月１日(日)　イトーヨーカドー 青 森 店

主　催 青　森　県／一般社団法人青森県発明協会

後　援 東北経済産業局／日本弁理士会／公益社団法人発明協会

 青森県議会／青森県教育委員会／青森県市長会／青森市／青森市教育委員会

 青森県商工会議所連合会／青森商工会議所／日本原燃(株)／東北電力(株)青森支店／東弘電機(株)

 東奥日報社／(株)陸奥新報社／デーリー東北新聞社／毎日新聞青森支局／朝日新聞青森総局

 読売新聞青森支局／日刊工業新聞社東北・北海道総局／青森放送(株)／(株)青森テレビ

 青森朝日放送(株)／公益財団法人日本宇宙少年団

2020子どもの「科学の夢」絵画展
第 6 2 回青森県発明くふう展
2020子どもの「科学の夢」絵画展
第 6 2 回青森県発明くふう展
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