
絵夢絵の夢学科科来の来未 展夢の学科科の来未未未 の未来未来未来の科学の夢絵画展未来の科学の夢絵画展

主催：（一社）三重県発明協会　　　共催：三重県・津市
後援：文部科学省、中部経済産業局、三重県教育委員会、津市教育委員会、鈴鹿市、三重県市長会、津商工会議所、

（公財）岡三加藤文化振興財団、（公財）三重県産業支援センター、特許庁〔予定〕、日本弁理士会〔予定〕、
（公社）発明協会〔予定〕

● 会 期：● 会 期：令和元年令和元年10月5日㈯～日㈯～6日㈰日㈰
● ● 会 場会 場：津リージョンプラザ3階展示室津リージョンプラザ3階展示室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（津市西丸之内23番１号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（津市西丸之内23番１号）

● 会 期：令和元年10月5日㈯～6日㈰
● 会 場：津リージョンプラザ3階展示室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（津市西丸之内23番１号）

　三重県発明くふう展は、次代を担う青少年の作品の紹介とその優れた作品を顕彰することに　三重県発明くふう展は、次代を担う青少年の作品の紹介とその優れた作品を顕彰することに
より創造性豊かな人間形成をめざすことを目的として開催しております。たとえば「こんな物より創造性豊かな人間形成をめざすことを目的として開催しております。たとえば「こんな物
や道具があったらもっと楽しく住みやすくなるのになぁ」と、思ったことはありませんか？や道具があったらもっと楽しく住みやすくなるのになぁ」と、思ったことはありませんか？
　日常生活において注意深く観察したことや、学校で勉強したことをいかして、みなさんの　日常生活において注意深く観察したことや、学校で勉強したことをいかして、みなさんの
自由な発想と未来の夢を工作品や絵に表現してみませんか？自由な発想と未来の夢を工作品や絵に表現してみませんか？

　三重県発明くふう展は、次代を担う青少年の作品の紹介とその優れた作品を顕彰することに
より創造性豊かな人間形成をめざすことを目的として開催しております。たとえば「こんな物
や道具があったらもっと楽しく住みやすくなるのになぁ」と、思ったことはありませんか？
　日常生活において注意深く観察したことや、学校で勉強したことをいかして、みなさんの
自由な発想と未来の夢を工作品や絵に表現してみませんか？
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ながら運転防止ＣＡＲ
鈴鹿市旭が丘小学校５年　村上　花
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三重県三重県
知事賞知事賞
三重県
知事賞 猛暑撃猛暑撃退‼これぞ「涼風パイプ」‼これぞ「涼風パイプ」

津市立誠之小学校６年　津市立誠之小学校６年　西田連太朗西田連太朗
猛暑撃退‼これぞ「涼風パイプ」
津市立誠之小学校６年　西田連太朗

●応募締切り●
令和元年

9月18日㈬

入賞者に賞状・楯・副賞を贈呈。優れた作品は入賞者に賞状・楯・副賞を贈呈。優れた作品は、（公社）発明協会（公社）発明協会
主催の「全日本学生児童発明くふう展」および「未来の科学の夢主催の「全日本学生児童発明くふう展」および「未来の科学の夢
絵画展」に推薦します。入賞者の発表は新聞紙上および各学校等絵画展」に推薦します。入賞者の発表は新聞紙上および各学校等
に文書で通知します。官公庁主催のイベント等に展示する場合もに文書で通知します。官公庁主催のイベント等に展示する場合も
あります。なお、応募された方全員に参加賞をお渡しします。あります。なお、応募された方全員に参加賞をお渡しします。

入賞者に賞状・楯・副賞を贈呈。優れた作品は、（公社）発明協会
主催の「全日本学生児童発明くふう展」および「未来の科学の夢
絵画展」に推薦します。入賞者の発表は新聞紙上および各学校等
に文書で通知します。官公庁主催のイベント等に展示する場合も
あります。なお、応募された方全員に参加賞をお渡しします。

ふるって
ご応募
ください



〒514-0004 三重県津市栄町１丁目８９１ 三重県合同ビル５階
　　　　　　　　　（公益財団法人三重県産業支援センター内）

TEL：０５９-２２２-５５０５  FAX：059-２２２-５５０４

一般社団法人　三重県発明協会
三重県発明くふう展事務局

● 第１部　工作品　県内の小・中学生・高校生の作品
● 第２部　絵　画　県内の幼稚園、小・中学生の作品
参考出品
● 第３部　企業出品（１小間の寸法　間口1.8m・奥行0.9m・パネル高さ1.8m）

【展示会会場案内図】
至鈴鹿

至松阪

至伊勢自動車道

県庁

〒

津市役所

津中央局

①所定の申込書に必要事項を記入し、作品といっしょに（一社）三重県発明協会あて持
参、あるいは送ってください。
申込書については、事務局に連絡くださいましたら、送ります。
②幼稚園、学校には、申込用紙の見本があります。学校でまとめて応募されるところもあ
りますので、担任の先生に申込んでください。
③輸送中に破損しやすい作品は、直接事務局に持ってきてください。また、展覧会終了後
一週間以内に取りにきてください。

① 本展を含め、過去に応募したことのある作品は対象外とします。
但し、同一年度に学校又は市町等で開催される科学展、アイデア展等に出品された作品は募集対象とします。

② 他人の作品をまねたものは対象外とします。
③ 展覧会においては、一般来場者の観覧に際して、破損・故障等が発生する場合があり
ます。あらかじめご了承ください。万一火災・盗難その他不可抗力により紛失または
破損した場合の責任は負いません。

④〔工作品〕
● 作品は１人あるいは共同（３名以内）で発明くふうしたものに限ります。
● 著作権の存続している著作物（音楽・イラスト・キャラクター等）を使用する場合は
事前に著作者の許諾を得たものに限ります。

● 作品の大きさは、縦、横、高さとも１メートル以内、重量20kg以内とします。
● 単なる工作品や模型、破損しやすいもの、変質しやすいもの、文書、図面だけの
ものは対象外とします。

● 特に接着する場合は、はがれないように接着剤でしっかりと接着してください。
セロテープだけで取り付けないでください。

⑤〔絵　画〕
● 未来の科学の夢や未来の世界を描いたもの。
● 応募は１人１作品とします。
● 作品の裏面に学校名・学年・名前を書いて、申込書はのり付けをしないで提出
してください。

● 画用紙の大きさは、Ｂ３（36.4cm×51.5cm）又は四つ切り（38cm×54cm程度）、
画材はクレヨン・クレパス・サインペンなど自由です。

● 手書き作品に限ります。

津リージョンプラザ

津駅

1 募集区分

2 募集作品

3 応募方法

お問合せ先
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