
本格的温泉地でのＳＦ大会

 2003年の夏、日本中のＳＦファ

ンが待っているビッグ・イベント

T-con 2003。その会場となるのは、

栃木県塩原町。名湯塩原温泉の中

でも最大級の巨大温泉ホテル「ホ

テルニュー塩原」です。

 ９世紀初頭に湧湯が発見されて

以来、約 1200 年という、悠久の

歴史を誇る塩原は、箒川沿いの渓

谷に広がる温泉地です。渓谷を下

るとその先には雄大な那須高原。

首都移転の候補地にも上げられた

緑の高原地帯が広がっています。

この栃木県北部は、鉄道・高速道

路などの整備も進み、首都圏から

の距離が手頃なことと相まって、

人気の観光地となっています。

 この「ホテルニュー塩原」で、

２泊３日のゆったりとＳＦ大会を

楽しむ。それが T-con 2003 です。

温泉旅館で二連泊、普通でもなか

なか機会のあることではありませ

ん。しかも、泊まっているのはみ

んなＳＦファンなのです。会社や

学校ではなかなかできない（かも

しれない）ＳＦの話を、心ゆくま

で語り合える絶好の機会です。

誰もが気軽に参加できる
ＳＦ大会を実現するために

 今回のＳＦ大会を構想するにあ

たって、実行委員長・熊倉晃生の

頭の中には常に一つの言葉があり

ました。それは、「誰もが気軽に

参加できるＳＦ大会」を目指して、

参加する方々の負担をとにかくで

きるだけ軽くしたい、ということ

です。

１．リーズナブルな費用設定です
 私たちはまず第一に、大会の参

加費・宿泊費をリーズナブルな範

囲に収めるべく努力いたしました。

 ここ数年のＳＦ大会は、企画の

質的・量的な向上にともなって運

営に要する経費も膨らむ傾向があ

り、２日間の会期で約 17,000 円

前後の参加費を要するようになっ

ています。これに１泊２日の宿泊

費（約 12,000 ～ 18,000 円）を加

えると、トータルで約 30,000 ～

36,000 円程度が必要になります

（交通費・食事代等は除く）。

 私たち T-con 2003 では、塩原

という地の利を生かして２泊３日

（夕食２回、朝食２回付き）で40,000
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円という参加費・宿泊費を設定い

たしました。もちろん、企画内容

は合宿大会ならではのものを含め

て、質・量ともにこれまでの大会

に勝るとも劣らないものをご用意

いたします。

 さらに、参加費用のお支払いに

あたってもお得な「積み立て方式」

を設けています。

 日本有数の温泉にゆっくり浸り、

豪華パーティーの料理に舌鼓を打

ち、心ゆくまでＳＦ漬けになって

このお値段。はっきり言って、お

値打ちです。

２．申し込み方法はお好み次第
 そして第二に考えたことは、参

加申し込みの方法をご都合に合わ

せて選択していただけるようにす

ることです。

 世はまさにインターネット時代。

そこで T-con 2003 では、ウェブ

サイトの申し込みフォームを利用

しての参加申し込みを積極的にお

受けしています。

 いちいち実行委員会から資料を

取り寄せなくとも、あなたのお近

くのパソコンから手軽に参加申し

込みができます。当然、カードで

のお支払いもＯＫです。

 もちろん、従来型の申し込み用

紙も準備していますので、ご都合

に合わせてお選びいただくことが

できます。

３．意外と行きやすいんですよ
 さらに第三としては、会場であ

る栃木県塩原温泉までの手軽な交

通アクセスを確保し、ご案内する

ことです。

 現在、東京駅と新宿駅からは首

都圏と塩原を結ぶ直行バス「もみ

じ号」が運行されています。乗っ

てしまいさえすればこっちのもの

……。あとは寝ていても、バスが

無事に会場のホテルまで送り届け

てくれます。

 東北新幹線でも、那須塩原駅か

らはホテルの送迎バスがご利用い

ただけます。

 もちろん、自動車やバイクでも

ＯＫ。日光の山並みを見ながらド

ライブ、というのもいいですね。

今、すべての力を楽しい
ＳＦ大会の実現に向けて！

 私たちは２泊３日、延べ 40 時

間にわたって展開されるＳＦ大会

を構想するにあたって、私たちが

もっている力のすべてを「楽しめ

る大会」の企画内容づくりに向け

たいと考えました。そして同時に、

参加者の皆さんが３日間安心して

ＳＦ漬けになっていただける環境

を整えるために、従来からの運営

事務の在り方を思いきって変える

ことにしました。

１． 宿泊のお世話はプロが担当
 まず、宿泊や交通アクセスと

いった部分については、専門の旅

行会社・日本旅行に委託していま

す。「餅は餅屋」という諺があり

ますが、参加される皆さんが３日

間ゆっくりくつろいで過ごせる環

境づくりは、国内有数の旅行代理

が責任をもってお手伝い致します。

２． 運営組織は全国に展開
 次に、企画の立案や広報宣伝、

事務作業等、大会の運営にかかわ

るあらゆる段階で電子メールを媒

介としたネットワークを確立し、

活用することです。

 電子メールでのやりとりが日常

化している現在でも、「膝突き合

わせての相談」は重要です。その

ために定期的なスタッフ会議が行

われています。しかし同時に私た

ちは、できるだけ多くの方にス

タッフとして運営に参画していた

だきたいと思っています。

 そのための手段の一つとして、

T-con 2003 では、電子メールの

ネットワーク上に実行委員会の

「核」を置いています。

 Contact@t-con2003.gr.jpにア

クセスするだけで、全国どこにい

ても大会の運営に参画できる……。

ちょっとワクワクしませんか？

３．新しくて懐かしいＳＦ大会を
目指して

 私たちスタッフは限られた時間

の中で精一杯、楽しいＳＦ大会、

思い出に残るＳＦ大会、ちょっと

ビックリできるＳＦ大会を作り上

げます。

 これまでのＳＦ大会で工夫され

積み上げられてきた知恵に学びつ

つ、さらに新しく、そして少し懐

かしい形のＳＦ大会を提案してい

きます。

 ２泊３日、寝ても覚めてもＳＦ

大会は、全国のＳＦ仲間が１年ぶ

りに共有する時空間。

 企画はいっぱい、時間はたっぷ

り、温泉にどっぷり……の T-con 

2003 へ、ぜひご参加ください。

大会スペック T-con 2003 について、概要をま
とめました。

2003年7月19日～ 21日
2001 年 6 月、ハッピーマンデー

法の成立により、国民の祝日「海

の日」は、7 月第 3 月曜日になり

ました。T-con 2003 は土・日・

祝（海の日）を利用し、2 泊 3 日

で開催されます。

ホテルニュー塩原
T-con 2003 の会場となるのは塩

原温泉「ホテルニュー塩原」です。

ホテルの情報は以下のＵＲＬで！
http://www.ssctnet.or.jp/new-shiobara/

大人１名の参加費 40,000 円。中

高生 33,500 円。家族割引を利用

すれば、ご夫婦に小学生低学年の

お子様 1 名で、90,000 円。日ごろ

「ＳＦ」ばかりで家族に肩身が狭

いお父さんにも喜んで頂けるプラ

ンです。

２泊３日参加費 40,000 円

２泊３日完全合宿型大会
T-con 2003 は夜にメイン企画を

配した完全合宿型のＳＦコンベン

ションです。地方コンベンション

のアットホームな雰囲気はそのま

まに、日本ＳＦ大会ならではの企

画がずらりと並びます。畳の座敷

での企画は、いつの間にか話し込

んでしまう合宿ならではの落ち着

いた雰囲気を作り出してくれます。

風呂上がりに肩の力を抜いて、

ゆったりくつろぐと、自然と話が

弾み始めます。これがリゾート地

での大会ならではの魔術です。

ＳＦ大会の合宿を心のふるさとに

している参加者は意外と多いもの

です。普段頑張って頑張って、

フッと気持ちを休めに帰ってくる

場所。友達が待っているところ。

T-con 2003 は、そんな心のふる

さとを目指しています。

ＳＦ大会をふるさとにするために

熊倉晃生近影
 2003 年に開催される第四十二

回日本 SF 大会「とちぎＳＦファ

ン合宿 T-con 2003」は、とこと

ん夜の空間を極める２泊の合宿大

会です。合宿だからできること、

２泊でなければできないこと、精

一杯詰め込ませていただきます。

 合宿はいいですよ。その証拠に

年次地方コンの大半は、合宿形式

ですしね。なんと言っても、人の

話をゆっくり聞ける。和室での企

画なども多いですから、車座に

なってゆっくり話をすることがで

きるので、いつもなら聞けないよ

うな事だって聞きやすい感じにな

るものです。

 SF 大会にはいろいろな人が参

加します。海外の作品が好きな人、

国内の作品が好きな人、マンガ

が、アニメが、特撮が好きな人…。

作家や編集者・監督・プロデュー

サーなど、SF にかかわりのある

作品を作る側の人、批評家やコレ

クター・同人誌の編集をしている

人など、作品の受け手であると同

時に、それを何らかの形で表現し

ている人、形にして表現はしてい

なくても、SF という雰囲気が好

きな人、人の集まるところが好き

な人などが、たくさん参加してい

ます。

 そしてみなさん、いろいろなこ

とを知っています。なかには、「何

だってこんなことを知っているの

だろう」とか、「こんなことまで

できるんだ」、という人がいたり

します。いろいろ調べたり、研究

している人がいるのです。そう

いった人たちが造ったものを見た

り、話をしたり、ゲームをしたり、

盛りだくさんの企画に参加して一

晩を過ごしていく、そんな空間が

出来上がっていくのです。

（２ページ目につづく）

　「合宿という形式なら、人ととことん話し込める空
間を提供できる。」それを日本大会で実現しようとい
う試みが T-con 2003 です。
　きっといろんな人に出会えるでしょう。新しい出会
いを求めて、ぜひ T-con 2003 に来て下さい。
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（前ページからつづく）
 夜というのは、一種独特の雰囲

気があります。夜のほうが、人と

じっくり話し合えるような気がし

ませんか？ 一晩じっくり話しあ

えた人とは、前からずっと友達

だったような気になりませんか？

 「合宿」という形式なら、とこ

とん話しこめる空間を提供できる。

それを日本大会で実現しようとい

う試みがT-con 2003です。そこに、

たくさんの出会いと、語り合える

時間を用意したいと思っています。

 参加者のみなさんにどんな出会

いが待っているのか、終わってみ

なければわかりません。けれど、

大きな規模の合宿です。きっとい

ろいろな人たちと出会えるでしょ

う。友人の中には、自分の一生に

影響を与えてくれる人がいます。

そういう人と出会えたら素敵だと

思いませんか ?

 T-con 2003ではそんな場を「合

宿」を通して提供したいと考えて

います。

 新しい出会いを求めて、ぜひ、

T-con 2003 に来てください。

Ｑ 1. 申し込んだ後、キャンセル
は出来ますか。

－参加費のうち、ホテルの宿泊

費相当分については、旅行会社の

約款に従います。大会会費相当分

については、「公式出版物購読登

録」への切り替えとさせていただ

き、差額のみ払い戻しをおこない

ます。

Ｑ 2. 私は高校生ですが、一人で
参加できますか。

－歓迎します。中学生以上の方

は個人参加で登録していただけま

す。ただし、１８歳未満の方は申

し込みの際に保護者の方の承認が

必要です。

Ｑ 3. 一人で参加しても大丈夫な
のでしょうか。

－お一人様でも安心して遊べる

のが T-con 2003 です。宿泊は相

部屋（もちろん同性）になりますが、

企画自体は存分に楽しんでいただ

けると思います。

Ｑ 4. 小さな子供を連れての参加
は出来ますか。

－歓迎します。お子さま向けの

企画としてキッズコンなども用意

されます。

Ｑ 5. 家族・友人で一部屋使いた
いのですが。

－一部屋の定員が５～７名とな

ります（小学生以上）。グループ

の人数がこれに満たない場合は追

加料金が発生します。詳しくは３

ページ以降をご覧ください。

Ｑ 6. １泊だけ参加したいのです
が、可能ですか。

－可能です。詳しくは３ページ

以降をご覧ください。

Ｑ 7. いま日本にいないのですが、
参加申し込みは出来ますか。

－歓迎します。プログレスなど

の配布物も（少し時間はかかりま

すが）送らせていただきます。

Ｑ 8. 日帰り参加は出来ますか。
－誠に申し訳ございませんが、

T-con 2003 は宿泊を前提とした

大会です。日帰り参加は受け付け

ておりません。

Ｑ 9. 当日参加受付はありますか。
－現時点ではお答え致しかねま

す。ただ、ホテルの定員もござい

ますので、事前の申し込みをおす

すめいたします。

Ｑ 10. 参加費に食事代は含まれて
いますか。

－土曜日の夕食、日曜日の朝・

夕食、月曜日の朝食の計４食につ

いては、参加費に含まれています。

それ以外の飲食につきましては、

個人負担になります。

Ｑ 11. 最寄り駅はどこですか。
－東北新幹線・那須塩原駅もし

くは、東北本線・西那須野駅にな

ります。どちらからも塩原温泉ま

でのバス便がございます。（東京

駅・新宿駅からのバス便「もみじ

号」も合わせてご利用ください）

Ｑ 12. 車で行きたいのですが、駐
車場はありますか。

－計５００台以上収容できる駐

車場がございます。

Ｑ 13. コスプレは出来ますか。
－基本的に可能です。ただし、

貸し切りの棟以外には一般のお客

様もいらっしゃいますので、社会

通念からはずれない範囲でお願い

します。詳しくは今後のプログレ

ス・レポートをご覧ください。

Ｑ 14. どんなゲストが来るのです
か。

－現在、鋭意交渉中です。今後

のプログレス・レポート、公式サ

イトでお伝えしていきます。お楽

しみに。

Ｑ 15. 企画を持ち込みたいのです
が。

－ あ り が と う ご ざ い ま す。

T-con 2003 では、皆さまからの

持ち込み企画を募集しています。

詳細は 5 ページに掲載されている

「企画の持ち込みの方法について」

をご覧ください。

Ｑ 16. お酒は飲めますか。
－あいにく下戸でして。いやい

や、２００１年のＳＦ大会に四斗

樽を持ち込んだ我々です。存分に

お楽しみいただけると思います。

Ｑ 17. 風呂は 24 時間入れますか。
－もちろんです（ただし清掃時

間を除く）。お風呂は三つござい

ますので、是非お湯巡りをお楽し

みください。

Ｑ 18. 露天風呂はありますか。
－大変由緒正しい（実はホテル

本体より歴史がある）露天風呂が

併設されています。

　皆さんは、実際にＳＦ大会に参加されたことがありますか？　このページをお読みになっている方のな
かには「ＳＦ大会ってなに？」という人もいらっしゃるでしょう。そんな方に向けてＳＦ大会についての
基本的な事柄をまとめてみました。ＳＦ大会の歴史や運営に関することもわかる内容になっています。
●大会って何
 一つ質問をします。あなたは、

小説・マンガ・ゲーム・映像作品

など、様々なメディアに広がるＳ

Ｆやファンタジー系の作品はお好

きですか？

 少なくとも、この案内書を手に

取られた多くの方のお気に入りの

マンガやゲームの中に、1 本や 2

本、場合によっては 100 本や 200

本、このジャンルの作品がおあり

のことでしょう。

 では、次の質問。あなたは、そ

ういった作品の話題で、誰かと話

をしたことはありますか？

 学校の休み時間に、仕事が終

わって飲み屋で、アンニュイな昼

下がりにお気に入りのカフェーで

……。いろんなシチュエーション

はあるでしょうが、みなさん、一

度や二度、お気に入りの作品の話

で盛り上がった経験はお持ちのこ

とと思います。

 その昔、今から 50 年以上前、

第二次世界大戦の後にアメリカの

ＳＦ小説が日本に紹介され始めた

頃の話です。あるＳＦ小説のファ

ンが、もっとそういう話をしたい

と思いました。偶然に同好の士が

現れるのを待っているのではまど

ろっこしい。そうだ、同じように

ＳＦの好きな人を集めて、話をし

よう。そう思い立ったその人は、

新聞や文芸雑誌の告知欄等にＳＦ

の話の出来る仲間を集める旨の告

知を打ちました。これが、ＳＦ

ファングループの始まりです。日

本全国で、同時多発的にいくつか

のファングループが誕生し、ＳＦ

の話の出来る仲間が集まるように

なりました。

 やがて、同じ町の仲間ばかりで

はなくもっといろんな仲間と話し

合いたい、意見を交換したいと考

える人たちが増えてきて、会報・

会誌といったものが出されるよう

になります。本格的なサークル活

動、ＳＦ同人の時代の幕開けです。

 そのころ、まだあまり量がな

かった日本のＳＦを読み尽くし

て、既にＳＦの出版が盛んだった

アメリカのファンとコンタクトを

取り、雑誌を譲り受けたりしてい

た何人かの先駆者的ファンがいま

した。アメリカのファンの招きで

渡米したそうした先達がその時に

参加したのがアメリカを中心に毎

年開催されている世界ＳＦ大会

（ワールドコン）。それをお手本と

して、日本ＳＦ大会は産声を上げ

ました。1962 年のことです。

 それ以来、ＳＦファン最大のお

祭りである日本ＳＦ大会は、毎年

1 回のペースで開催される年次大

会として、連綿と続いています。

●何をしているの
 よくＳＦ大会を説明する時に、

学園祭のようなものだという喩え

方をします。学園祭には、まじめ

なサークル活動の結果を発表する

人々もいます。模擬店やゲーム屋

台を出す人もいます。それを見て

回って楽しむ人もいます。予定

コース通りに行動することを強制

される訳ではなく、並立する様々

な模擬店や展示室やステージを、

自由に見て回ります。

 ＳＦ大会も同じような感じで、

一コマ 1 ～ 2 時間のものから終日

続くものまで、様々な企画が並行

して催されています。一番大きい

のは、日本ＳＦ大会の成立要件の

一つとしてもあげられている『星

雲賞』の授賞式でしょう。このほ

か実行委員会が用意する企画、参

加者から持ち込まれる企画。それ

を自由に参加者が見て回り、講演

を聴いたり、熱く意見をぶつけ

合ったり、作家や漫画家などの送

り手と話す機会があったり、いろ

いろな楽しみ方が出来るので、何

をしようか迷うほどです。

●誰が運営しているの
 日本ＳＦ大会は、基本的に、そ

の運営のために設立される実行委

員会が運営します。実行委員会は、

日本ＳＦファングループ連合会議

という機関に諮り、その承認を得

て大会を開催します。

 ファングループ連合会議は、Ｓ

Ｆファン活動を行うサークルの相

互連絡機関として創設されまし

た。その大きな使命はＳＦ大会の

開催承認と共に、日本最大のＳＦ

文学賞の一つである『星雲賞』の

決定と授与があります。連合会議

の総会は、毎年の日本ＳＦ大会で

開催され、その時に 2 年後の大会

が承認されます。

●どうやって参加するの
 日本ＳＦ大会は、参加者に特に

資格を設けていません。参加した

いと思い、参加費を支払って申し

込めば、どなたでも参加できます。

参加費で会場代その他全てをまか

なっているために、日本ＳＦ大会

という遊び方は少々高価なものに

感じられるかもしれません。しか

し「参加してみると費用分以上に

楽しかった」という意見を多く聞

きます。

●どんな感じなのかなぁ
 今回の T-con 2003 では、ＳＦ

大会のなかでも「リゾートコン」

と呼ばれるタイプのコンベンショ

ンを目指しています。これは、都

市のホテルやホール、貸し会議室

を使って行うタイプの「都市コン」

と並ぶ言葉で、リゾート地のホテ

ルを借りて、その施設などを会場

として使うタイプです。多くの場

合、宿泊と一体になっており、全

員合宿型のものが多いようです。

 T-con 2003 は、大型温泉ホテ

ル 2 棟を借り切る予定です。この

中は、2 泊 3 日の間、延べ 40 時

間にわたってＳＦ漬け。まさに『寝

ても覚めてもＳＦ大会』なのです。

　T-con 2003 について、よくある質問をまとめてみました。ほかに、
何か知りたいことがございましたら、実行委員会までおたずね下さい。

実行委員長

25年前の 1977 年日本 SF大会「HINCON」（横浜）スタッフの皆さん
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ここまでのところで、「ＳＦ大会」というものが、どのようなイベントかおわかり頂けたと思います。
それでは、実際に参加するための申し込み方法についてご説明いたします。

 一般的な参加スタイルです。中

学生以上の方がお一人で参加され

る場合には、この参加スタイルに

なります。18 歳以上の方は宿泊

費と会費を合わせた参加費は、

40,000円となります。（2003年3

月末日までに申込み頂いた場合）

 実行委員会が発行するプログレ

スレポートなどは、個人名で届き

ますし、星雲賞の投票権もござい

ます。

 宿泊については、①実行委員会

側にお任せいただく方法と、②お

友達同士で同じ部屋に宿泊する方

法（ルーミングサービス）の二通

りをお選びいただけます。

①実行委員会側にお任せいただい

た場合、男女別の相部屋（５人～

７人）とさせていただきます。

②ルーミングサービスを選ばれた

場合、グループの中での代表者を

お決め頂き、その方を中心にして

部屋割りをさせていただきます。

ただし、このサービスは、あくま

でも「一つのグループを同じ部屋

にまとめる」だけですので、グルー

プの人数が部屋の定員に満たない

場合には、ほかの参加者の方と相

 ご家族でＳＦ大会に参加される

方で、プログレス・レポートなど

の出版物が１家族で１部で良い場

合に選択できる参加スタイルです。

出版物を受け取らない分、二人目

以降の参加費は 36,000 円（18 歳

以上の場合・2003 年 3 月末日ま

でに申込みいただいた場合）とお

安くなっております。

 星雲賞は、お一人ずつ投票して

いただけます。（ただし小学生以

上に限る）

 また、プログレス・レポートな

 公式出版物購読参加は、公式出

版物（プログレス・レポート、当

日パンフレット、プログラムブッ

クなど）を購読されるための参加

スタイルです。

 ほかの参加スタイルとことなり、

これだけでは大会当日、会場に入

ることが出来ません。プログレス・

レポートなどがお手元に届くほか、

星雲賞の投票権が得られます。「大

会には参加できないが、プログレ

ス・レポートは読みたい」「大会

には参加できないが、星雲賞の投

票だけはしたい」という方におす

すめします。

 公式出版物を受け取るタイミン

グですが、①出版されるごとに受

け取る。②大会終了後にまとめて

受け取る。のいずれかをお選びい

ただけます。

 なお、差額分をお支払いいただ

くことで、ほかの参加スタイルに

移行することも可能です。

 ご家族でＳＦ大会に参加される

方で、小学生以下の小さなお子さ

まをお連れの場合には、この参加

スタイルになります。

 プログレス・レポートなどの出

版物の数や、星雲賞の投票権につ

いては「ｂ . 家族参加」と同様に

お考え下さい。

 宿泊に関しては、ご家族を１つ

の部屋にまとめさせていただきま

す。ただし、この場合も「一つの

ご家族を同じ部屋にまとめる」だ

けですので、ご家族の人数が部屋

の定員に満たない場合には、ほか

のご家族の方と相部屋になること

がございます。あらかじめご了承

ください。

 もし「部屋の定員には満たない

が、自分たちの家族だけで部屋を

使いたい」という場合には、追加

料金をお支払いいただくことによ

り「部屋を専有」することが可能

になります。詳細については、次

頁以降をご参照下さい。

参加スタイル早見表（一般参加の場合）

どの公式出版物が１部では足りな

い、という方は「公式出版物追加

購読」をご希望の数だけセットし

て頂くことにより対応できます。

 宿泊に関しては、「ａ．一般参加」

に準じますが、小学生以下の小さ

なお子さまをお連れの方は、男女

別の相部屋にお泊まりいただくこ

とができません。「ｃ．お子さま

連れ参加」をお選び下さい。

 なお、男女別の相部屋ではなく、

家族がひとつの部屋に泊まりたい

という場合は、ルーミングサービ

スをご利用いただけます。この

サービスは、あくまでも「一つの

ご家族を同じ部屋にまとめる」だ

けですので、ご家族の人数が部屋

の定員に満たない場合には、ほか

のご家族の方と相部屋になること

がございます。あらかじめご了承

ください。

 もし「部屋の定員には満たない

が、自分たちの家族だけで部屋を

使いたい」という場合には、追加

料金をお支払いいただくことによ

り「部屋を専有」することが可能

になります。

 参加申込書への記入方法など、

詳細については、5 頁以降をご参

照下さい。

※「c. お子さま連れ参加」および「d.
公式出版物購読参加」の方の参加ス
タイル早見表は次頁に掲載されて
います。

合宿参加 あ り 

18歳以上 高校生 中学生 

なれます なれません 

一般参加 

参加スタイル 

星雲賞投票権 

出版物 あ り 

なれます 

ルームリーダー 
（ルーミングサービスを申
込む） 

ルームメイト  

部屋割り 

実行委員会側で部屋割りを行います。男女別
の相部屋になります。 
友人と同じ部屋をご希望の場合は、グループ
のメンバーを同じ部屋になるように部屋割りを
するルーミングサービスをご利用ください。 

小学生以上の方お一人に1票をお渡しします。 

キャンセル 

宿泊費に関しては日本旅行の規定に従い払
い戻します。 
大会会費に関しては、参加スタイルを『公式
出版物購読申込』へと切り替えることになりま
す。手数料を差し引いた差額分を返金します。 

ル
ー
ミ
ン
グ 

合宿参加 全 員 あ り 

2人目以降 代表者 

なれます 

家族参加 

参加スタイル 

星雲賞投票権 

出版物 代表者に1部を送付   

部屋割り 

実行委員会側で部屋割りを行います。男女別
の相部屋になります。 
家族と同じ部屋をご希望の場合は、グループ
のメンバーを同じ部屋になるように部屋割りを
するルーミングサービスをご利用ください。同
様にお友達とのルーミングも可能です。 

小学生以上の方お一人に1票をお渡しします。 

キャンセル 

宿泊費に関しては日本旅行の規定に従い払
い戻します。 
大会会費に関しては、参加スタイルを『公式
出版物購読申込』へと切り替えることになりま
す。手数料を差し引いた差額分を返金します。 

18歳以上なら 
なれます。 

なれます 

ルームリーダー 
（ルーミングサービスを申
込む） 

ルームメイト  

ル
ー
ミ
ン
グ 

部屋になることがございます。あ

らかじめご了承ください。従って

部屋の定員に満たない状態でルー

ミングサービスをご利用になる場

合、ひとつのグループは男性のみ、

もしくは女性のみでお願いします。

 もし、自分たちのグループだけ

で部屋を使いたいという場合には、

追加料金をお支払いいただくこと

により「部屋を専有」することが

可能になります。この場合は一つ

のグループに男性と女性が含まれ

ていても構いません。

 参加申込書への記入方法につい

ては、5 頁以降をご参照下さい。

合宿参加 あ り グ ル ー プ 全 員 あ り なし 

公式出版物 
購読参加 

代表者 二人目以降 
代表者 

（保護者） 二人目以降 18歳以上 高校生 中学生 

一般参加 

参加スタイル 

家族参加 お子さま連れ参加 

星雲賞投票権 小学生以上の方お一人に1票をお渡しします。       

出版物 あ り 代表者に1部のみ送付   申込者に送付 

部屋割り 

実行委員会側で部屋割りを行います。男女別の相部屋になります。 
友人と同じ部屋をご希望の場合は、グループのメンバーを同じ部屋になるよ
うに部屋割りをするルーミングサービスをご利用ください。 

実行委員会側が、家族を一つ
のグループとして部屋割りを
行います。原則としてほかの
家族と同じ部屋になります。小
学生以上の家族が5人～7人
の場合は、1家族で1部屋お使
い頂けます。 

参加スタイル早見表（家族参加の場合）

◆ケース１
○親子（母親と中学生の息子）

○ 2 泊参加

○同室希望

参加スタイル：家族参加

代表者（18 歳以上）￥40,000

2 人目以降（中学生） ￥27,000

ルーミングサービス 無料

計￥67,000

※親子であっても、家族参加の場

合（お子様が中学生以上の場合）

は、男女別の相部屋にお泊まりい

ただきます。親子が必ずしも同室

になれるとは限りません。家族参

加で同室をご希望の場合は、ルー

ミングサービスをご利用下さい。

ルーミングサービスの詳細は、7

ページをご覧下さい。

◆ケース２
○夫婦１組と幼稚園の子供１人

○ 2 泊参加

○夫婦それぞれに各１セットずつ

公式出版物が欲しい

参加スタイル：お子様連れ参加

代表者 ￥40,000

２人目以降(18歳以上)￥36,000

２人目以降 ( 未就学 ) ￥7,000

公式出版物追加×１ ￥4,000

計￥87,000

※お子様連れ参加のご家族は自動

的に一部屋にルーミングされます。

この場合、基本的には他のお子様

連れのご家族との相部屋になりま

す。部屋をご家族で専有する場合

は、参加申込書の専有希望の欄に

チェックをつけます。（別途費用

が掛かります）

※お子様連れ参加の場合、公式出

版物は「家族参加」同様１家族に

対し１部送付されます。２部以上

の送付を希望される場合は、公式

出版物追加申し込みをして下さい。
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参加スタイル早見表（お子さま連れ参加の場合） 参加スタイル早見表（公式出版物購読参加の場合）

 公式出版物（プログレス・レポー

トやプログラムブックなど）が、

もっと欲しいという方は、申込書

裏面の「公式出版物追加購読」を

お申し込み下さい。1組4,000円で、

何口でもお申し込み頂けます。

「家族参加だが、プログラムブッ

クが１部では足りない」という

方、「保存用にもう１セット欲し

い」という方などにおすすめです。

公式出版物を①出版されるごとに

受け取る。②大会終了後にまとめ

て受け取る。のいずれかがお選び

いただけます。

 T-con 2003 は、お子さま連れ

参加を歓迎します。大会期間中は、

キッズコンなどの「お子さまと一

緒に楽しめる」企画をおこなうほ

か、親同士の交流をはかる企画な

ども計画されています。

 また、大会会場の近くには、乳

牛の乳搾り体験やチーズづくりな

どが楽しめる「ホウライ牧場」や、

地層から木の葉の化石が顔を出し

ている「木の葉化石園」など、夏

休みの自由研究にぴったりな施設

もあります。

 昼間は家族そろって野外で身体

を動かし、夜は大会の企画を存分

に楽しむ。疲れた身体は温泉が癒

してくれます。きっと忘れられな

い夏休みになると思いますよ。

　これまでに説明させて頂いた、T-con 2003 の４つの参加スタイルをチャート式にまとめてみました。
　参加される方の状況にそって、左側から順番に選択していくと「もっとも適した参加スタイル」がすぐ
にわかるという優れモノです。このチャートをご覧になっても、ご自分に合う参加スタイルがわからない
という方は、お気軽に実行委員会までお問い合わせください。

　T-con 2003 の参加費は、18 歳以上の方 1 人 40,000 円。でも、
この金額は 2003 年 3月末日までのものです。申し込みはお早めに。

 もっとも一般的な参加スタイル

です。

 18 歳以上の方がお一人で参加

される場合、宿泊費と会費を合わ

せた参加費は40,000円となります。

高校生、中学生の方が参加される

場合は、それぞれ会費が割り引き

になりますので、お安くなります。

◆家族参加（代表者の方）
 家族参加の代表者は、必ず 18

歳以上の方にお願いします。

 実行委員会が発行するプログレ

ス・レポートなどは、すべて代表

者の方あてにお届けします。

◆家族参加（2人目以降）
 プログレス・レポートなどは届

きませんが、そのぶんお安く設定

されています。

 2003 年 7 月現在の年齢・学齢

でお申し込み下さい。

◆お子様連れ参加（代表者の方）

◆お子様連れ参加（2人目以降） ◆お子様連れ参加（代表者の方）
 ｂ . 家族参加と同様、代表者は

必ず 18 歳以上の方にお願いしま

す。

 実行委員会が発行するプログレ

ス・レポートなどは、すべて代表

者の方あてにお届けします。

◆お子さま連れ参加（２人目以降）
 プログレス・レポートなどは届

きませんが、そのぶんお安く設定

されています。

 2003 年 7 月現在の年齢・学齢

でお申し込み下さい。

 星雲賞の投票が出来るのは、小

学生以上の方のみとなっておりま

す。あらかじめご了承下さい。

◆公式出版物購読参加
 申し込みをされた方の年齢にか

かわらず、１人4,000円となります。

ただし、星雲賞の投票ができるの

は小学生以上の方のみとなります。

 他の参加スタイルへの切替えに

は場合は、差額が必要になります。

合宿参加 

公式出版物購読申込 参加スタイル 

星雲賞投票権 

部屋割り 

出版物 申込者に送付   

キャンセル できません。 

小学生以上の方お一人に1票をお渡しします。 

ルームリーダー 
（ルーミングサービスを申
込む） 

ルームメイト  

ル
ー
ミ
ン
グ 

 

部屋割
りにこだわ

る？ 

部屋割
りにこだわ

る？ 

参加 
したい！ 

お子様
がいます？ 

ご家族
で参加です

か？ 

中学生以上の方ば
かりで参加される
ご家族。 

家族での参加では
ない。 

小学生以下のお子
様を連れて参加さ
れるご家族。 

公式出版物が、全員分要らないならば、家族割引がお得 

一般参加 
実行委員会側が、同
性の参加者同士の
相部屋を組みます。 
 

家族参加 
実行委員会側が、
同性の参加者同
士の相 部 屋を組
みます。 

一般参加 
＋ルーミングサービス 

（同室希望） 
実行委員会側が、同室希
望者同士が同じ部屋にな
ってもらえるように、同性の
参加者同士の相部屋を組
みます。 

家族参加 
＋ルーミングサービス 

（同室希望） 
実行委員会側が、同室希望者
同士が同じ部屋になってもらえ
るように、同性の参加者同士の
相部屋を組みます。 

お子様連れ参加 
 小学生以下のお子
様と保護者の方は必ず
同室になります。他のお
子様連れのご家族と同
室になることもあります。 

割増料金を払って部屋を専有できるサービスが用意されています。 
 ●あんまりＳＦファン慣れしていない家族を連れて行きたい。 
 ●人と一緒では眠れない・落ち着けない。 
 ●とにかく他人と相部屋は嫌！ 
 ●夜、相部屋の人がごそごそ出入りするのは勘弁して欲しい。 
 参加者のさまざまなご意見と、限られた宿泊室の関係上、部屋定員以下で
の専有希望は、有料とさせて頂きます。 

あ～！でも、やっぱり自分達のグループや家族だ
けで部屋を専有したいよ～！…… 
というご希望には。 

合宿参加 全 員 あ り 

2人目以降 
代表者 

（保護者） 

お子さま連れ参加 

参加スタイル 

星雲賞投票権 

出版物 保護者あるいは代表者に一部を送付   

ルームメイト  

部屋割り 

実行委員会側が、家族を一つのグループと
して部屋割りを行います。原則としてほ
かの家族と同じ部屋になります。小学生
以上の家族が、5人～7人の場合は、一家
族で一部屋お使い頂けます。 

小学生以上の方お一人に1票をお渡しします。 

キャンセル 

宿泊費に関しては日本旅行の規定に従い払
い戻します。 
大会会費に関しては、参加スタイルを『公式
出版物購読参加』へと切り替えることになりま
す。手数料を差し引いた差額分を返金します。 

ル
ー
ミ
ン
グ 

18歳以上ならなれ
ます。 

すでに、ご自身の家族
のルームリーダです。 
 ご自分の家族のほか
に、一緒の部屋になり
たいご家族やご友人が
いる場合は、ルーミン
グサービスをお申込く
ださい。 

すでにご自分の家
族のルームメイト
になっています。
 他のルーミング
グループのルーム
メイトになるには
「代表者」がその
ルーミンググルー
プのルームメイト
になる必要があり
ます。 

他のルーミンググルー
プのルームメイトにな
れます。その際、ご自
分の家族もそのルーミ
ンググループのルーム
メイトになります。 

ルームリーダー 
（ルーミングサービスを申
込む） 

◆家族参加（2人目以降）
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Ａ用紙の書き方（Ｂ用紙は裏面・
６ページとなります。）
◆個人情報の記載欄について
 お名前、住所、連絡先などをお

書きください。T-con 2003 では、

万一に備えて参加者全員に旅行保

険をお掛けします。その際の手続

きに必要となりますので、生年月

日は忘れずにお書きください。

◆名札上の名前について
 T-con 2003 では、参加者の皆

さんに名札をお配りします。名札

に筆名やハンドル名を使いたい人

は、この欄に記入してください。

記入がない場合には、本名でお作

りします。

◆緊急時連絡先について
 万一の事故の場合に連絡が取れ

る連絡先をお書きください。

◆未成年用保護者承認欄について
 大会当日（2003 年 7 月 19 日）

現在、18 歳未満の方が一般参加

をされる場合、保護者の承諾が必

要になります。この欄に保護者の

方の署名、捺印をお願いします。

◆障碍をお持ちの方へ
 障碍をお持ちの方に対して、実

行委員会では個々の事情に応じた

対応を考えております。ご自身の

障碍について、具体的な要望など

をお聞かせください。また、介助

を必要とされる方が参加される場

合、随行する介助者１名に限り、

大会会費が免除になります。免除

されるのは介助者の方の「会費＋

宿泊費＝参加費」の「会費」の部

分です。宿泊費はご負担ください。

◆スタッフをお手伝い頂ける方へ
 実行委員会にスタッフとして加

わって頂ける方は、チェックをし

て下さい。のちほど実行委員会か

らご連絡差し上げます。

◆参加区分について
ａ．一般参加は、T-con 2003 の

もっとも標準的な参加形態になり

ます。個人で参加される場合は、

すべてこの参加形態になります。

宿泊に関しては、男女別の相部屋

となります。友人同士でまとまっ

ていたい、という方は別途「ルー

ミングサービス」（無料）を申し

込んでください。（３ページ参照）

ｂ．家族参加は、名前の通りご家

族でＳＦ大会に参加される場合に

おすすめです。実行委員会から送

付される出版物が、一家族に対し

て１部のみとなるため、その費用

分だけ二人目以降の参加費がお安

く設定されています。公式出版物

が１部だけでは足りない、という

方は、別に「公式出版物追加購読」

をご選択ください。宿泊に関して

は、原則としてご家族を男女別に

分け、それぞれを一般参加者と同

じ男女別の相部屋にご案内させて

いただきます。ご家族でまとまっ

ていたい、という方は別途「ルー

ミングサービス」（無料）を申し

込んでください。ただし、このルー

ミングサービスは、あくまでも、

あくまでも「一つのご家族を同じ

部屋にまとめる」だけですので、

ご家族の人数が部屋の定員に満た

ない場合には、ほかのご家族の方

と相部屋になることがございます。

あらかじめご了承下さい。

ｃ．お子さま連れ参加は、家族参

加のうち、小学生以下の小さなお

子さまをお連れの方が対象になり

ます。宿泊に関しては、ご家族を

１つの部屋にまとめさせていただ

きます。別途ルーミングサービス

を申し込まれる必要はございませ

ん。ただし、この場合も「一つの

ご家族を同じ部屋にまとめる」だ

けですので、ご家族の人数が部屋

の定員に満たない場合には、ほか

のご家族の方と相部屋になること

がございます。あらかじめご了承

下さい。

ｄ．公式出版物購読参加は、公式

出版物（プログレス・レポート、

当日パンフレット、プログラム

ブックなど）を購読されるための

参加形態です。ほかの参加形態と

ことなり、これだけでは大会当日、

会場に入ることが出来ません。プ

ログレス・レポートなどがお手元

に届くほか、星雲賞の投票権が得

られます。「大会には参加できな

いが、プログレス・レポートは読

みたい」「大会には参加できない

が、星雲賞の投票だけはしたい」

という方におすすめします。

 公式出版物を受け取るタイミン

グですが、①出版されるごとに受

け取る。②大会終了後にまとめて

受け取る。のいずれかをお選びい

ただけます。

 なお、差額分をお支払いいただ

くことで、ほかの参加形態に移行

することも可能です。

◆参加日程について
 T-con 2003の日程は2003年7

月19日から21日の２泊３日とな

りますが、19 日 1 泊のみ、20 日 1

泊のみでの参加も可能です。それ

ぞれ希望される日程の欄にチェッ

クをして下さい。

◆前泊・後泊について
 前泊（18 日）および後泊（21 日）

を希望される方はチェックをして

下さい。（宿泊費はプログレス・

レポートなどでお伝えします。）

後からの追加申込も可能です。

◆公式出版物追加購読について
 プログレス・レポートなどの公

式出版物が１部では足りない、と

いう方は有料（1部について4,000

円）で追加することが出来ます。

公式出版物を受け取るタイミング

ですが、①出版されるごとに受け

取る。②大会終了後にまとめて受

け取る。のいずれかをお選びいた

だけます。

◆企画関係
ａ . 企画持ち込み希望書の送付希
望

 T-con 2003 に企画を持ち込も

うと思われた方はチェックをして

下さい。のちほど実行委員会から

「企画持ち込み希望書」を送付し

参加申込用紙 第四十二回日本ＳＦ大会 
とちぎＳＦファン合宿 

ふりがな 

姓 

生年月日 

（西暦） 

 

性別 男・女 

名 

氏
 
名 
住
 
所 

年  月  日 
名札上の名前 職業・学年 

メールアドレス 

電話番号 ファクシミリ番号 

携帯番号 この申込情報を次回以降の日本 
ＳＦ大会で使用して構いませんか？ 

都 道  
府 県  

参
加
日
程 

19日～21日（2泊3日） 

19日～20日（1泊2日） 

20日～21日（1泊2日） 

参
加
ス
タ
イ
ル 

前泊・後泊 

発
行
物
追
加
購
読 

家族参加 本大会 
に参加 

一般参加 

お子さま連れ参加 

公式出版物購読参加 

}

公式発行物追加購読（有料） 随時送付 

大会終了後に 
一括送付 

部 

障
碍
者
使
用
欄 

私は介助者です。要介護者に随行します。 
私の相手の 

氏名は 
介助者を必要とします。随行してもらいます。 

ご自身の状況についてお書きください。 

はい 

いいえ 

ファングループ名 

代表者あるいはグループの連絡先 

備 考 欄  

フリガナ 

代表者氏名 

緊
急
時 

連
絡
先 

氏
名 

署
名 

印
  

ふりがな あなたとの 
続柄 

電話番号 未成年用 保護者承認欄 

事前から 
手伝えます 

スタッフをお手 
伝いいただけま 
 すか？ 

インターネット（電子メール）の会議に参加できます。 

運営ミーティング（秋葉原）に参加できます。 

当日少しなら手伝えます。 

部 

※『家族参加』・『お子さま連れ参加』は、代表者の方だけが、この参加申込用紙を記
入します。『家族参加』・『お子さま連れ参加』の各メンバーの参加日程に関しては、Ｂ
用紙のメンバーリストに書き込んで下さい。 
※『公式出版物購読参加』は、本大会（当日）には参加しないけれど、大会から発行
される出版物（『一般参加』の方、『家族参加』・『お子さま連れ参加』の代表の方に
届いているもの）を手に入れたい。星雲賞に投票したいという方のための登録です。 

※『公式出版物追加購読』は、大会から発行される出版物（『一般参加』の方、『家族
参加』・『お子さま連れ参加』の代表の方・『公式出版物購読参加』の方に届いている
もの）を、さらに何組か手に入れたいという方のためのものです。 

『ＳＦファングループ名鑑』作成にご協力下さい。 あなたの所属サークルを教えてください。 

18日（前泊） 

21日（後泊） 

※前後泊を希望される
方は希望の日付をチェッ
クして下さい。（後からの
追加申込も可能です） 

※『一般参加』・『家族参
加』の方の同室希望は、
申込書Ｂ用紙で申請して
下さい。 

企画持ち込み希望書を送付希望 

ＳＦアートギャラリーへの出展案内書の送付希望 

ディーラーズルーム出店申し込み用紙の送付希望 

企画関係 

送付事故防止のため、アパート・マンション名なども細かくご記入下さい。 

（株）日本旅行 MCS センター T-con 2003デスク 
〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル９階 
03-3581-2751 

03-3581-2875

申込先 
住所 
電話 

FAX

ます。

 企画持ち込みに関しては、Web

からフォームを使って申し込むこ

とも可能です。電子メールでの

「企画持ち込み希望書」の請求は、

plan@t-con2003.gr.jpあてに、「企

画持ち込み希望書の送付希望」と

いうタイトルでメールを送って下

さい。メールの本文には、住所・

氏名・電話番号と、企画の名称（仮

題で可）を書いてください。

 書類がお手元に届きましたら、

必要事項を記入して折り返し実行

委員会にご返送ください。募集の

締め切りは 2003 年 2 月末日を予

定していますが、スペースなどに

限りがありますので、お早めにお

申し込み下さい。

ｂ．ディーラーズルーム出店申し
込み用紙の送付希望

 T-con 2003でディーラーズルー

ムに出店を希望される方はチェッ

クをして下さい。のちほど実行委

員会から「ディーラーズルーム出

店申し込み用紙」を送付します。

 電子メールでの「ディーラーズ

ルーム出店申し込み用紙」の請求

は、plan@t-con2003.gr.jpあてに、

「ディーラーズルーム出店申し込

み用紙の送付希望」というタイト

ルでメールを送って下さい。メー

ルの本文には、住所・氏名・電話

番号と、サークルの名称（あれば）

を書いてください。

 書類がお手元に届きましたら、

必要事項を記入して折り返し実行

委員会にご返送ください。募集の
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名札上の名前 

（株）日本旅行 MCS センター T-con 2003デスク 
〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル９階 
03-3581-2751 

03-3581-2875

申込先 
住所 
電話 

FAX

家族氏名 性別 
男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

 

家
族
参
加
・
お
子
さ
ま
連
れ
参
加
使
用
欄 

2003年7月現在で該当する年齢区分 

ルームリーダー名 

私はリーダーで、ルームメイトの参加費を支払います。（    人分） 

私はルーミングサービスのリーダー、もしくは、お子さま連れ参加の代表者です。 
部屋を専有して使用したいので、一部屋専有を希望します。割増料金が発生した 
時は見積書の発行をお願いします。 

私はルームメイトで、リーダーが参加費を支払います。 

グループ 
の人数 人 

ルーミングサービス 
※ルーミングサービスは、主に『一般参加』・『家族参加』の方を対象とした、同室希望制度です。 
※ルーミングサービスは、部屋を専有するためのサービスではありません。ルーミングされた3人のグループ2つが6人1部屋に部屋
 割りされることなどがあります。そのため、ルーミングサービスでのグループは基本的に同性どうしでお願いいたします。 
※家族でルーミングする場合もありますので、異性間のルーミングというものもお受けします。ただし、これも専有ではありませんの 
 で、別のご一家と同室ということもあります。 
※ルーミングされた仲間同士で部屋を専有したい場合は、別途割増料金による専有が行えます。 
※ルームリーダーは本用紙にリーダーと全ルームメイトの名前・性別・支払者を列記して下さい。リーダーがグループ全員の参加
 費をまとめて支払うこともできますし、バラバラに一人ずつが支払うことも可能です。 
※『お子さま連れ参加』の方は、すでに家族を同室にまとめるルーミングサービスが掛かった状態になっております。あらためて 
 ルーミングの必要はありません。しかし、『お子さま連れ参加』で申し込んだ家族以外の方とも一緒に宿泊を希望される場合は
 ルーミングサービスの希望をお出し下さい。 
※できるだけ、部屋の定員（平均的な部屋で5～7人）になっているグループは、1部屋に収まるようにいたしますが、参加者が増え
 た場合などに、5人でルーミングしていたグループにあと2名増して定員いっぱいまでの相部屋にすることもあり得ます。 

※グループの人数はルームリーダーとルームメイト全員の合計です。ルーミングサービスは同じ部屋への振り分けを希
 望するもので、部屋の専有申請ではありません。ルーミングサービス利用者・お子さま連れ参加で、定員未満の部
 屋を専有使用したい場合は、右の専有希望を選択してください。 

ルーミングサービス 
（同室希望）を利用 

本申込用紙は、表裏二面（Ａ用紙・Ｂ用紙）になっておりますが、コピーして
2枚の用紙でお申込みいただいても構いません。 

代表者の記入は必要ありませ
ん。 

男女別の部屋割りを希望 

男女同室を希望 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

リーダー 本人 

氏   名 
性別 支払い 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

男 女 

ルーミンググループ登録欄 

年齢区分 

私はルームメイトで、自分で参加費を支払います。 

締め切りは 2003 年 2 月末日を予

定していますが、スペースなどに

限りがありますので、お早めにお

申し込み下さい。

ｃ．ＳＦアートギャラリーへの出
展案内書の送付希望

 T-con 2003 のＳＦアートギャ

ラリーへ出展を希望される方は

チェックをして下さい。のちほど

実行委員会から「ＳＦアートギャ

ラリーへの出展案内書」を送付し

ます。

 電子メールでの「ＳＦアート

ギャラリーへの出展案内書」の請

求は、art@t-con2003.gr.jpあてに、

「ＳＦアートギャラリーへの出展

案内書の送付希望」というタイト

ルでメールを送って下さい。メー

ルの本文には、住所・氏名・電話

番号を書いてください。

 書類がお手元に届きましたら、

必要事項を記入して折り返し実行

委員会にご返送ください。募集の

締め切りは 2003 年 2 月末日を予

定していますが、スペースなどに

限りがありますので、お早めにお

申し込み下さい。

◆『ＳＦファングループ名鑑 
2003』作成にご協力を

 T-con 2003 では、ＳＦファン

グループの調査を行っています。

ＳＦファングループに加入されて

いる方は、ファングループ名、代

表者の氏名、連絡先を分かる範囲

で結構ですのでご記入ください。

◆備考欄について
 このほか、実行委員会への要望

や伝えておきたいことなどがござ

いましたら、この欄にご記入下さ

い。

◆「家族参加」「お子さま連れ参加」
使用欄について

 家族参加をされる方は、まず代

表者を 1 人お決め下さい。（18 歳

以上の方に限ります）

 公式出版物は、代表者の方あて

に 1 部のみ発送されます。

 2 人目以降の参加者の方につい

ては、「家族参加」「お子さま連れ

参加」使用欄に必要事項を記入し

て下さい。

 参加費は、代表者の方が全員分

まとめて支払います。

◆ルーミングサービス（同室希望）
について

 お友達、家族で同じ部屋に泊ま

りたいという方は、代表者を一人

お決め下さい。（ルームリーダー）

 ルームリーダーの方は、同じ部

屋に泊まる方（ルームメイト）の

お名前、性別を「ルーミンググルー

プ登録欄」に記入してください。

 参加費をルームリーダーの方が

まとめて支払うことも出来ます。

◆部屋の専有について
 「一部屋専有割増料金」を支払

うことにより、ルーミンググルー

プで部屋を専有することが出来ま

す。専有に必要な割増料金は、部

屋の定員に対するルーミンググ

ループの人数で変化しますので、

ここに掲載することが出来ません。

 チェックを付けた方には、後ほ

ど見積書をお送りします。

T-con 2003 へは次の３つの方法
で参加の申し込みが出来ます。

 公式 Web サイト（http://

www.t-con2003.gr.jp/）から申し

込む方法です。

 公式 web サイトにアクセスし

て、表示される申し込みフォーム

に必要事項を入力するだけで申し

込みが完了します。

 参加費の支払いは、クレジット

カードのみとなります。ご利用に

なれるクレジットカードは、VISA 、

MASTER 、JCB 、UC 、AMEX 、

DC です。

 この案内書の５、６ページの「参

加申込用紙」を使って申し込む方

法です。

 申し込み書に必要事項をすべて

記入してください。記入に際して

は、注意事項をよく読んで間違い

のないようお願いします。

 参加費の支払いは、郵便振替と

なります。

①以下の郵便振替口座に参加費を

お支払い下さい。
記号・番号　 00130-9-150551

口座名　日本旅行 T-con 2003 事務局

②「払込金受領証」をコピーし、

必要事項を記入した「参加申込用

紙」に添付して、以下のあて先ま

で郵送して下さい。「払込金受領

証」の原本は、参加費を支払った

証拠となるものです。大切に保管

してください。

【参加申込書あて先】

（株）日本旅行MCSセンター内
T-con 2003 デスク

〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 

ニュー新橋ビル９階

TEL 03-3581-2751

FAX 03-3581-2875

 T-con 2003 の参加申し込みは、

全国に広がる日本旅行の各支店

（一部を除く）で行うことが出来

ます。また、ＳＦ関連の各種イベ

ント、同人誌即売会などの際に開

設される「T-con 2003 出張窓口」

でも受け付けます。イベントへの

出張予定に関しては、公式 web

サイトなどでお知らせします。

 日本旅行の支店、もしくは出張

窓口で申し込みをされる場合には、

この案内書の５、６ページの「参

加申込用紙」に必要事項をすべて

記入してお持ち下さい。

 参加費の支払いには、現金・ク

レジットカードのほか、JCB ギ

フトカード、日本旅行の旅行券が

お使いになれます。。ご利用にな

れるクレジットカードは、VISA 、

MASTER 、JCB 、UC 、AMEX 、

DC です。

 公式 Web サイトおよび日本旅

行の支店窓口で申し込みをされる

場合に限り、日本旅行のドリーム

プランをご利用になれます。これ

は日本旅行の旅行積み立てプラン

で、毎月、一定の金額を積み立て

ることにより、参加費の支払いが

無理なく出来るサービスです。

 ただし、2003 年 3 月末日には、

参加費の積み立てが完了している

必要がございます。ご注意下さい。

 ドリームプランをご利用の場合、

初回に4,000円をお支払いいただ

くことで、まず「公式出版物購読

参加者」として大会に登録してい

ただきます。その後、ご自分のプ

ランに沿って参加費を積み立てて

いただき、積み立てが完了したと

ころで、参加スタイルの変更を行

います。

 ドリームプランについての詳し

いお問い合わせは、お近くの日本

旅行窓口にお願いします。また、

日本旅行の web サイトにも簡単

な説明がございますので、ご覧下

さい。（http://www.nta.co.jp/nrs

/dream_plan.html）

月額 3000 円からの SF大会
ドリームプランで無理なく参加
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 実行委員会では現在、大会運営

スタッフを募集しています。大会

の会場は栃木ですが、運営ミー

ティングは東京 ( 秋葉原 ) で行っ

ています。

 でも「東京のミーティングには

行けないな」という方でもスタッ

フとして活動していただけます。

大会運営上の様々な相談や決定は、

ミーティングよりはむしろイン

ターネット ( メーリングリスト )

にて行われます。

 また、東京でのミーティングの

議事録もメールで読むことが出来

ます。つまり日本中（あるいは世

界中）のどこにいてもスタッフに

なることができるのです

 「でもねえ、ウチはメール読め

ないの」という方、それでもスタッ

フとして活動して頂けます。我々

は当日お手伝いして下さる方も募

集しております。

 大会の運営に積極的に関わろう

という方、当日の企画の合間に

ちょっと手伝ってもいいよという

方は是非、申込用紙のスタッフ募

集の欄に印を付けて下さい。のち

ほど実行委員会から連絡し、相談

障碍をお持ちの方に対して、T-con 2003 実行委員会は個々の事情に
応じた対応をしたいと考えております。
  T-con 2003では障碍をお持ち

の参加者が介助者を必要とされる

場合、１名分、介助者の会費を免

除させていただきます。（会費の

部分だけです。参加費のうち宿泊

費用は全額ご負担いただきます）

 参加申込書の「障碍者使用欄」

に介助者のお名前をご記入下さい。

なお、登録された随行者はいつで

も変更できます。変更の際は実行

委員会までご連絡下さい。

・聴覚に障碍をお持ちの方へ
 手話通訳者やノートテイク者な

ど、情報保障のための同伴者１名

は、上記のように会費を免除させ

ていただきます。

 また、希望者が多い企画には、

パソコン文字通訳による字幕をつ

ける予定です。

 字幕を付けることが決定した場

合は、その内容を公式サイトにて

お知らせいたします。

・肢体に障碍をお持ちの方へ
 ご自身での歩行が困難な場合は、

介助を行なう同伴者１名は上記の

通り会費を免除させて頂きます。

 ただし、T-con2003会場は和室

中心の温泉ホテルで、車椅子用の

トイレの数が限られております。

会場の詳細な情報は公式サイト

（http://www.T-con2003.gr.jp/）

にてお知らせしています。ご確認

ください。

 また、上記サイトをご覧いただ

けない場合は、同様の内容を郵送

いたします。希望される方は実行

委員会までご連絡ください。

・視覚に障碍をお持ちの方へ
 実行委員会が発行するプログレ

スレポートの拡大判、音読テープ、

ネット送信（もしくはディスク化）

に対応いたします。ご希望の方法

があればご連絡下さい。

・体調に不安のある方へ
 必要なことがあれば個々の事情

に応じた対応をしたいと考えてい

ます。実行委員会に具体的な希望

をお聞かせ下さい。

 その他、ご希望ご意見がござい

ましたら実行委員会までご連絡く

ださい。

 また、「肩を貸して椅子に座る

のを手伝うくらいなら」「実はノー

トテイクができる」といった、当

日お力添えいただけそうな方も募

集しております。こちらも実行委

員会までご連絡を。
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そのまま変更していただけます 

変更できますが、「公式出版物追加購読」オプションがつくため、 
価格的には変わりません。 

中高生は、家族参加・お子さま連れ参加の代表者にはなれません。 

「公式出版物追加購読」をすることで同じサービスになります。 

参加費の差額をお支払いいただいて変更できます。 

変更できますが、「公式出版物購読参加」のキャンセルが出来ないため、 
価格的には一般参加と変わりません。 

ルーミングサービスの希望を出していただくことで同等のサービスになります。 

あまりないケースと考えています。ひとまずご相談下さい。 

宿泊費等をお返しするケースです。宿泊費の返金は日本旅行の規定に従います。 
会費の返金は、変更によって生じた差額から手数料を差し引いた金額になります。 

中学生未満の参加
者がいない場合。 

参
加
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の上お願いする仕事の内容を決め

させていただきます。

 なお、T-con 2003 ではスタッ

フも参加者の一人であり、ＳＦ大

会の楽しみ方のひとつと考えてお

ります。何の役得も約束できませ

ん。ただし「充実感」、これだけ

はお約束できます。

※ T-con 2003 の運営で流れる

メールは、文章量・数ともにかな

り多くなります。携帯電話で受信

なさるのはおすすめできません。

 T-con 2003 に申し込みをした

あとで、事情が変わって参加スタ

イルを変更したい場合には、下の

表をご覧下さい。

 注意して頂きたいのは、この案

内書でお伝えしている参加費は、

2003 年 3 月末日までのものだと

いうことです。4 月以降は見直す

可能性がありますので、「公式出

版物購読参加」からの変更などの

場合、差額の金額が変化すること

があります。ご了承下さい。

 T-con 2003 の会場となる塩原

温泉までの行き方を簡単に説明致

します。私たち実行委員会がおす

すめしている高速バス「もみじ号」

は、東京駅および新宿駅から出発

します。所要時間は通常運行で、

３時間 20 分となっています。

 ほかにも、東北新幹線／那須塩

原駅または東北本線／西那須野駅

からもバス便があります。自動車

の場合は、東北自動車道／西那須

野・塩原 IC が便利です。

◆ルーミングサービスについて
 ルーミングサービスを受けるこ

とによって、同じ部屋のメンバー

を実行委員会側に任せず、自分た

ちで決めることができます。仲の

よいお友達やサークルで一緒の部

屋を利用することができます。

◆ルームリーダー
 ルーミングサービスを申込む方

を「ルームリーダー」、ルームリー

ダと同じ部屋に登録される人を

「ルームメイト」と呼びます。ルー

ムメイトの登録はルームリーダが

行います。

◆ルーミンググループ
 ルームリーダーとルームメイト

を合わせて「ルーミンググループ」

と呼びます。

◆家族参加の場合
 「家族参加」として申し込まれ

た場合、実行委員会側としては、

「一般参加」と同様、男女別の相

部屋にご案内します。もし、夫婦

で同じ部屋に泊まりたいという場

合には、夫婦どちらかをルーム

リーダにしたルーミングサービス

を申し込む必要があります。ただ

し、このルーミングサービスは、

あくまでも「家族を同じ部屋にま

とめる」だけですので、家族の人

数が部屋の定員に満たない場合、

ほかの家族と相部屋になることが

あります。もし、仲の良い家族同

士で相部屋にしたいという希望が

ございましたら、そのグループの

なかで代表者をお決めになり、そ

の方の名前でルーミングサービス

を申し込んでください。

◆お子さま連れ参加の場合
 「お子さま連れ参加」の方は、

申し込まれた時点で、家族を一つ

の部屋にご案内する「ルーミング

サービス」が掛かっていますので、

あらためてルーミングサービスを

申し込む必要はありません。ただ

し、自分たちの家族に友達を加え

たルーミングを希望する場合など

は、申し込みが必要です。
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ＳＦ大会の一番の魅力、それは分科会や展示、講演会やコンサートなど、あらゆる形で楽しめる「企画」
ではないでしょうか。このコーナーでは、T-con 2003 で予定されている「企画」を、企画セクションの
担当者が（ちょっとだけですが）紹介します。

 こんにちは、T-con 2003 企画

セクションです。

「ＳＦ大会で一番面白いことは合

宿でおきる！」、これは日本ＳＦ

大会でよくささやかれるセリフの

一つですが、まさに T-con 2003

は一番面白いところを２晩も体験

できる大会となります。

 1000 人以上のＳＦファンが約

40 時間も同じホテルで寝食をと

もにするわけですから、様々な出

来事や出会いが生まれることで

しょう。その空間にあるものすべ

てが日本ＳＦ大会であり、その

「場」づくりのお手伝いをさせて

いただくのが、わたしたち実行委

員会スタッフです。

 合宿型大会であるため、派手な

演出の企画はできませんが、合宿

型の特徴を活かしたあなたの思い

出に残る大会にしていきたいと考

えています。

 T-con 2003 では、ＳＦファン

のあなたの期待と不安をひしひし

と感じております。その期待を裏

切らず、不安を吹き飛ばせるよう、

今も全力で準備を進めています。

誰でも最初は「初参加」
 参加してみなければＳＦ大会の

面白さはわかりません。おなじよ

うに合宿の面白さも、昼間中心の

大会に参加しているだけではわか

りません。

 友達が来ないという理由で参加

をためらわれている方はいません

か。迷わず、ぜひご参加下さるよ

うおすすめします。ＳＦ大会に来

る人間は一部を除いて、ほとんど

面識がありません。みんながあな

たとおなじ初対面なのです。

「出会い系SF大会」!?
 T-con 2003 では、会話のきっ

かけになる“しかけ”をご用意し

ています。“しかけ”とは参加者

全員が共通で体験できるものです。

そうした“大会企画”を積極的に

進めていきます。でも、最後に必

要なのは、あなたの勇気です。ぜひ、

何か一つ「コレをやるんだ」とい

う意気込みをもって参加していた

だきたいと思います。

楽しさを決めるのはアナタ
 ただなんとなく参加していれば

楽しくすごせるだろうというので

は楽しさを半分以上捨てることに

なり、せっかくのＳＦファン合宿

が無駄になってしまいます。好き

な作家と話をするんだ ! 好きな

アニメの同好の友を探すんだ ! 

企画に参加するんだ ! コスプレ

で目立ってやる ! ご近所に住む

ＳＦファンを探すんだ ! 、何でも

良いんです。日本ＳＦ大会でやっ

てみたいことを探してください。

そうすればＳＦ大会はきっとあな

たにとってより楽しいものになる

でしょう。

ＳＦ大会常連の皆様へ
 ＳＦ大会の常連のあなたにとっ

て、T-con 2003 は「昔懐かしい

ＳＦ大会」になることでしょう。

日常のしがらみから離れて、二泊

三日の間、旧知の友とＳＦ談議で

夜を明かしてください。

T-con 2003 からのお願い
 また、ＳＦ大会常連のあなたに、

T-con 2003 からほんの少しだけ

お願いしたいことがあります。あ

なたが初参加の頃を思い出して欲

しいのです。知人が一人もいな

かった初参加のとき、誰かが声を

かけて、会話のきっかけをつくっ

てくれませんでしたか？ T-con 

2003 には合宿大会が初めて人も

数多く参加します。今度は、あな

たが初参加者に声をかける番です。

ファングループ大集合！
 ファングループに参加している

方、全国に散らばったあなたのグ

ループで集会を開きませんか？ 

顔を合わせての自己紹介も楽しい

しです、新しいメンバー募集も効

率よくできますよ、だってその場

にいるのは、皆ＳＦファンなので

すから。

これがなくちゃ始まらない！
 日本ＳＦ大会になくてはならな

いものは、「星雲賞授賞式」と「日

本ＳＦファングループ連合会議」

の総会です。

 「星雲賞」は、前年（2002 年 1

月～ 12 月）に発表されたＳＦ作

品などに対して贈られる賞であり、

それを選ぶのは、投票権を持つ

T-con 2003 参加者、つまりあな

たです。

 「日本ＳＦファングループ連合会

議」の総会は星雲賞と２年先のＳ

Ｆ大会の開催地が決まる、重要な

会議です。

憧れのファンジンが買えるぞ
 さらに、日本ＳＦ大会内で開か

れ る 同 人 誌 即 売 会 と い え ば

「ディーラーズルーム」。ひやかし

ながら売り子さんと会話してまわ

るのも楽しいものですよ。

分科会を楽しもう
 また、会議室や小・中宴会場を

利用して、時間を区切ってこまご

まと行われる企画を、”分科会”

といいます。現時点では未だ決定

した分科会企画はありませんが、

プログレスレポートや公式 Web

サイトで随時紹介していきます。

挑戦者たち？
 T-con 2003 では、あなたに楽

しんでいただけるように、様々な

企画を画策中です。

「ＳＦセンター試験」
 参加者全員によるペーパーテス

ト、ＳＦに関する問題です。大会

期間中に採点し、廊下に張り出す

予定。赤点者は追試もありえるか

も…。

「名刺企画」
 あなたに T-con 2003 用の名刺

をつくっちゃいます。利用して仲

間を作ってください。

「オープニング・パーティー」
 オープニングは立食式のパー

ティーです。くわしい内容は未定。

何が起こるかは当日のお楽しみ。

「星雲賞受賞パーティー」
 大会二日目は星雲賞受賞パー

ティーで決まり。受賞者の方々を

みんなでお祝いしましょう。

「オフィシャルの酒場と喫茶」
 あなたの歓談の場、出会いの場

をご用意させていただきます。

ゆったりとお楽しみ下さい。

 その他、コンサートや、ネーム

プレートを使った企画、掲示板企

画などを立案・準備中です。もち

ろんオープニングフィルムの製作

予定もあります。

見るよりやるほうが面白い！
 企画は見るよりやる方がはるか

に面白い。あなたのやる企画に来

る参加者は、あなたと趣味・嗜好

が同じ人です。口下手なあなた、

目立ちたいあなた、仲間を探して

いるあなた、企画をしましょう。

企画をやるなら合宿型！
 合宿型大会 T-con 2003 の面白

いところは、様々な形態の企画が

できるということです。車座に

なっての「○○○のお茶会」や「○

○○酒場」などファン集会に似た

企画が可能な畳部屋。椅子を並べ

ての講演会やパネルディスカッ

ションも可能な洋室。両方ありま

す。やっぱり企画をするなら合宿

型大会が一番です。

企画をやりたい人、必見！
 企画をやりたくなったあなた、

一つだけ注意して下さい。T-con 

2003 は特別な場合を除いて企画
時間枠と企画開催場所は早い者勝
ちです。決断したら即行動、これ

が大切です。

これぞ企画の裏ワザ？
 それでも企画をするにはちょっ

と怖いと思われているあなた、良

い方法があります。例えば「SF

漫画の部屋」の開き方。夜もふけ

て目玉企画が少なくなった頃をみ

はからい、酒場・お茶部屋・喫煙

場所などに行きます。お酒やお茶

を飲みながらくつろいでいる人に

話しかけます。最初は挨拶から。

そして頃合を見計らって SF 漫画

の話をしましょう。その人が乗っ

てくればもうこっちのもの、「SF

漫画の部屋」のできあがりです。

 気がついたらゲストの方々も巻

き込んで、２０人もの企画に発展

していた、なんてのも、合宿大会

ではよくある話です。

 さぁ、企画をやりましょう！

集え！ファンジン職人
 ファンジンとは同人誌のことで

す。そしてＳＦ大会ではファンジ

ン職人を応援します。

 まずはディーラーズルーム。申

込や出店に費用はかかりません。

T-con 2003 参加者であれば、ど

なたでも出店して頂けます。

 ディーラーズルームは、同人誌

や自主作成グッズ等の展示即売の

場です。ガレージキットや映像・

ゲーム等幅広いジャンル・メディ

アの出店があります。出店する側

もＳＦファンならお客もＳＦファ

ン。新しい交流が生まれる場でも

あります。

目指せ！ファンジン大賞
 次に、ＳＦファンジン大賞。Ｓ

Ｆファンジン大賞は、ファンジン

およびその掲載作品を対象とする

年次の賞であり、ＳＦファンジン

大賞選考委員会の協議によって決

定されます。ともすれば埋もれて

しまいがちなファン活動を評価・

応援し、優れた業績を歴史にとど

めるという趣旨の賞です。

 ファンジン職人のあなた、是非、

応募を！

「SFアートギャラリー」開催！
「SF は絵だねぇ」という、野田

昌宏大元帥の名言があるように、

絵はＳＦファンの疲れた心を癒し

てくれます

 T-con 2003 では、「ＳＦアート

ギャラリー」が開催されます。こ

の企画はアマチュア、プロを問わ

ずＳＦアートを描く方々の発表の

場です。ＳＦ創作活動の中でもＳ

Ｆアートについては発表の場がほ

とんどありません。きっと、お嘆

きの方も多いはず。

「ＳＦアートギャラリー」の申込

や展示に費用はかかりません。参

加者であれば、どなたでも展示し

て頂けます。ただし額装はご自分

でご用意下さい。また手作りの企

画であるため、開催のお手伝いを

していただきます。きっとあなた

の創作活動にプラスになりますよ。

 さぁ、あなたのご自慢のアート

作品をお披露目してください。

SF ファングループ名鑑 2003
 T-con 2003では、「ファンダム・

リンク」（ＳＦファングループ連

合会議加盟団体）と共同で、ＳＦ

ファングループ（ＳＦサークル）

調査をおこないます。この調査は

過去幾度かおこなわれていました

が、1989 年が最後の年となって

おり、今回は 13 年ぶりの調査で

あり、二十一世紀最初のものとな

ります。

 日本での組織的なＳＦファン活

動は、宇宙塵が最初の「ＳＦファ

ンのグループ」として誕生してか

ら始りました。その後、今日まで

数多くのグループが生まれ、ＳＦ

ファン活動を展開してきました。

その中には今も活動しているもの、

すでに解散しているもの、活動休

止中のもの、さまざまです。しか

し積み重なったこれらの足跡は、

その時代のＳＦの動向を示してい

ます。

 現在、インターネットの普及や

日本ＳＦ大会の開催形態の変化か

ら、Web サイト上での活動など、

過去にはなかった様々なＳＦファ

ン活動が展開されています。

 それらをしっかりと見つめてみ

ようと企画されたのが「ＳＦファ

ングループ名鑑２００３」です。

 各ＳＦファングループ・ＳＦ

サークルの代表者の皆様へ御協力

をお願いいたします。

過去の調査
 1979 年

  「資料研レポート」
   ＳＦファングループ資料研究会

 1985 年

  「ファンジン／ファングループデータ　
　　　ブック」
   エディトリアル・あいらんど

 1982 ～ 1986 年

  「日本ＳＦ年鑑」
   新時代社

 1989 年

  「ＳＦファングループリスト」
   第 28 回日本ＳＦ大会実行委員会

 1998 年～ 2001 年

  「ＳＦ研データベース」
   ＳＦオンライン

    （学内ＳＦ研究会のみ）


