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事 業 報 告 書 等 提 出 書 

 

前事業年度（平成 25年7月1日から平成 26年6月30日まで）の事業報告書等について，特定非営

利活動促進法第２９条（同法第５２条第１項（同法第６２条において準用する場合を含む。）の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づき，下記の通り2通提出します。 

 

 

記 

 

 

１ 事業報告書 

２ 収支計算書 

３ 貸借対照表 

４ 財産目録 

５ 年間役員名簿 

６ 社員名簿 

 



平成25年度  事業報告書 

 
平成25年（2013年）7月1日から平成26年（2014年）6月30日 

特定非営利活動法人 楽知ん研究所 

１ 事業の成果 

○〈親子孫でたのしい仮説実験講座〉の実施および研究開発 

 今年度の当法人の主事業として，昨年7月～8月の夏休みを中心に「親子孫・夫婦・カップルでたの

しい仮説実験講座（以下，親子孫講座）」を開催した。この事業は「本格的な科学入門教育である〈仮

説実験授業の授業書〉を大人も子どももいっしょにたのしむ」ことを目的としている。これまで、2006

年は《自由電子が見えたなら》，2007年は《30倍の世界》，2008年は《磁石》，2009年度は《電磁波の

世界》，2010年度は，《光と虫めがね》，2011年度は、《もしも原子がみえたなら》、2012年度は、《粒子

と結晶》を実施した。 

今年度は、《自由電子が見えたなら》を全国22か所で当法人会員が実施した。例年通り、参加者が講

座中だけでなく、家でも講座の内容の振り返りができるような実験のセットも準備し、グループに１セ

ット以上を頒布した。参加して頂いた方に「知的エンターテイメントとしてのたのしい科学」を体験し

てもらうため、授業書の内容の検討、実験のセット内容の検討や実験そのものの開発・改良を行った。

参加者は、各地での総計組数は、247組となり、参加者のアンケートの結果もほとんどの方から「とて

もたのしかった」「たのしかった」の評価を得ることができた。なお，愛知県３会場については，公益

財団法人公益推進事業夢屋基金助成事業として，杉並区立科学館については，東京国際科学フェスティ

バル開催イベントの一として，ほか当該地域教育委員会等の後援・協力等をいただいての実施となった。 

 12月には、１泊２日の日程で「〈親子孫で たのしい仮説実験講座〉ワークショップin千葉幕張」を

実施した。当法人は、この10年ほど年末に「〈大道仮説実験〉ワークショップ」を開催してきたが、今

年度から、上記の「親子孫講座」の普及を目的とした。「親子孫講座」を主催してみたいという方のた

めに、講座を実際に体験して頂き、さらに運営方法等についてもディスカッションする場を設けた。「親

子孫講座そのものを楽しみたい」という方にも参加して頂いた。参加者は85名であった。 

次年度の「親子孫講座」の準備も入念に行った。「親子孫講座」では，「どの授業書で講座を実施する

か」が成果を大きく左右するため，５月に北海道千歳市支笏湖で検討会を行い、次年度の講座は、《３

０倍の世界》をテーマとすることに決定した。その会では、簡易な顕微鏡で簡単に携帯電話のカメラを

使って撮影することのできるアダプターの検討も行われ、開発の方向性が明確となった。 

なお，愛知県内に多くの拠点をもつアイシン精機を中心とするグループ 12 社によるＮＰＯ活動応援

基金に次年度の「親子孫講座」の研究開発について当法人が採択された。アダプターの開発には、この

基金も一部活用する予定である。 

ほか，国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金助成事業として，北海道旭川市での体験活動〈親子孫

でたのしい仮説実験講座〉を実施し，仮説実験字授業の授業書《もしも原子が見えたなら》を扱った。

さらに，なごや環境大学共育講座として〈親子孫でたのしい仮説実験授業〉を実施し，仮説実験授業の

授業書《生物と種》を扱った。 

 

○〈大道仮説実験〉講座 の実施および研究開発 

昨年に引き続き，全国各地の当法人会員、当法人の活動に賛同する方々が公共図書館、公民館等から

の依頼や、また主催者となって、親子孫を対象に〈大道仮説実験〉講座を実施した。講座内容は今まで

に当法人が開発した「大道仮説実験」のフリップブックに基づいた一連の実験及びそれに関するものづ

くり等である。 

今年度は、そのプログラムのひとつである〈バンジーチャイム演奏会〉講座の普及事業として，一般



財団法人（現、公益財団法人）あいちコミュニティ財団の「名フィル子どものエール基金」の活動助成

に応募し、採択が決定した。本助成事業により、これまで科学や音楽の教材として位置付けられること

が多かった〈バンジーチャイム演奏会〉講座を、自分にも社会のためにできることがあることを知る・

バリアフリーへの気づきの道具としてたのしめるよう研究を進めている（継続中）。 

 

○広報活動 

本年度も、当法人の活動に興味を持っている方（約740名）には，メールマガジン「楽知ん○満月ア

クションズ」を毎満月の夜に合わせて発行し，ミッションに基づく活動を伝えたり，事業の紹介を行っ

ている。 

また，法人ホームページの情報更新が手軽に行うことができるよう，ソフトを導入し充実をはかった。

なお，ソフトの導入にかかる費用の一部は，名古屋市市民活動推進センターが実行委員を組織して実施

した「ぼらチャリvol2」に当法人がエントリーして，市民からの投票で得たチャリティ分配金を活用し

た。このエントリーにより，法人の活動を広く市民に周知する役割にもなった。 

 

○出版物 

本年度は，出版物として，『はじめての結晶づくり』・『電気をよく通すプラスチック』・『大道仮説実

験〈モクモク〉実演メモ』・『楽知んカレンダー2014』を刊行した。 

 

 

今後の課題は、当法人の事業を支援してくださる方（ファン）をどのように増やしていくかというこ

とである。支援して頂くしくみ、支援して頂いた方への特典等を検討していく。 

 

 

２ 特定非営利活動に係る事業実施に関する事項 

事業名 大人から子どもまで本格的な科学入門教育をじっくり楽しんでも

らう「親子（孫）・夫婦・カップルでたのしい仮説実験講座」の開催 

事業内容 

 

仮説実験授業のなかから、《自由電子が見えたなら》をとりあげ，

楽知ん研究所のメンバーが中心となって，全国22ヶ所でおこなった。

昨年同様，参加者は，必ず親子（孫）などグループで参加してもらう

ことにし，講座中や家庭等でも実験ができるように，実験セットを準

備した。 

実施日時及び実施場所 平成25年７月 20日～21日 愛知県 岡崎コンファレンスセンター 

８月３日～４日 静岡県 三島商工会議所会館 

８月３日～４日 新潟県 小出郷文化会館 

８月３日～４日 東京都 大田区立馬込第三小学校 

８月5・12・19・26日 福井県 福井市研修センター 

８月８日～11日 愛知県 県立芸術大学 

８月９日～11日 北海道 北海道教育大学旭川校 

８月10日～11日 群馬県 太田市 太田市行政センター 

８月10日～11日 北海道 室蘭工業大学 

８月10日～11日 三重県 三重大学 

８月10日～11日 東京都 さわかみ投信会議室 

８月12日～13日 兵庫県 県立神戸高校 



８月16日～17日 東京都 杉並区科学館 

８月17日～18日 北海道 札幌市エルプラザ 

  ８月19日～20日 東京都 科学技術館 

  ８月24日～25日 愛知県 中京大学名古屋キャンパス 

  ８月24日～25日 兵庫県宝塚市 宝塚御殿山会館 

  ９月８日，22日, 29日 千葉県 県立幕張総合高校 

９月21日～23日 京都府 京都大学 

９月29日，10月６日，13日 千葉県 県立上総高校 

  10月５日～６日 大阪府 ドーンセンター 

平成26年３月22日～23日 東京都 科学技術館 

従事者の人数 各地でそれぞれ1名～4名程度 

受益対象者の範囲及び人数  団体や一般市民に広く公表    各地で5名～100名ほど 

収入・支出額（千円）  会計は各地担当者が個別に予算化，決算。 

 

事業名 親子孫でたのしい仮説実験講座ワークショップin千葉幕張 

事業内容 

 

親子孫講座の普及を目指し、参加者に2日間にわたり実際に講座

を体験して頂く。今まで親子孫講座を主催した方との交流会や、親

子孫講座のバックボーンである１７００年代の科学史についての

講演も行った。 

実施日時 2013年12月28日～29日 

実施場所  千葉市習志野市 幕張セミナーハウス 

従事者の人数 20名 

受益対象者の範囲及び人数  団体や一般市民に広く公表 85名参加 

収入・支出額（千円）  宿泊費，会場費は，参加者負担。 

 

事業名 「親子（孫）・夫婦でたのしい仮説実験講座」の準備会 

事業内容 

 

次年度の「親子（孫）講座」で実施する内容について検討した。

授業書《３０倍の世界》について体験及び検討会を行った。 

実施日時 2014年５月17日～18日 

実施場所 北海道千歳市支笏湖 休暇村支笏湖 

従事者の人数 1名 

受益対象者の範囲及び人数  団体や一般市民に広く公表  18名参加 

収入・支出額（千円） 宿泊費・会場使用料・交通費等すべて参加者自己負担。 

  

事業名 出版物，教材及び教育玩具の作成及び販売事業 

事業内容 『はじめての結晶づくり』『電気をよく通すプラスチック』『楽知ん

カレンダー2014』『楽知んカレンダーmini』『大道仮説実験〈モクモ

ク〉実演メモ』を出版・販売。  

実施日時 2013年7月 ～2014年6月 

実施場所 愛知県名古屋市及び北海道旭川市 

従事者の人数 6名 



受益対象者の範囲及び人数 団体や一般市民に広く公表 

収入・支出額（千円） 新規出版物・教育玩具売り上げ等 合計 ３０６０千円 

印刷費・原稿料等        合計 １８２３千円 

 

３ 会議の開催に関する事項 

（１）総会 

ア 総会・理事会 

  （ア）開催日時及び場所 

平成25年７月21日   

        岡崎市 自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター 

  （イ）議題 

     ①平成２４年度事業報告の承認について 

     ②平成２４年度収支決算の承認について 

     ③平成２５年度の事業計画の承認について 

     ④平成２５年度の収支予算の承認について 

 

（２）理事会 

  ア 第１回メーリングリスト理事会 

  （ア）開催日時及び場所 

     平成25年８月15日 ０：００～２４：００ インターネット上のメールにて 

  （イ）議題 

     ①平成25年度会計の現状について 

     ②商標登録について 

 

イ 第２回メーリングリスト理事会 

  （ア）開催日時及び場所 

     平成25年10月15日 ０：００～２４：００ インターネット上のメールにて 

  （イ）議題 

     ①平成25年度会計のまとめについて 

     ②県提出書類の内容確認 

     ③新たな会員制度について 

 

  ウ 第２回 理事会 

  （ア）開催日時及び場所 

     平成26年３月２２日～２３日 茨城県守谷市デｭ―プレックスセミナーハウス 

  （イ）議題 

     ①ミッションの再確認 

①理事の人選 

     ②新たな会員制度 

      

 

エ 第３回メーリングリスト理事会 

  （ア）開催日時及び場所 

     平成26年４月15日 ０：００～２４：００ インターネット上のメールにて 



  （イ）議題 

     ①メーリングリストについて 

     ②サポーター会員確認 

      

    

   オ 第４回メーリングリスト理事会 

  （ア）開催日時及び場所 

     平成26年５月15日 ０：００～２４：００ インターネット上のメールにて 

  （イ）議題 

     ①法人口座開設について 

     ②会員規程について 

     

カ 第５回メーリングリスト理事会 

  （ア）開催日時及び場所 

     平成26年６月15日 ０：００～２４：００ インターネット上のメールにて 

  （イ）議題 

     ①会員規程について 

     ②ミッションについて 

 


