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実行委員長からのご挨拶 総務部門からのお知らせ
現在、参加者も予定定員の半数を超えまし

星雲賞についてお知らせ

●大会までの間、参加者の皆さんにお送りす

開催要目まとめ

た。過去の合宿大会のデータを見ても、これ

るものは以下の通りです。

◆日程：5 月 16 日 ( 土 ) 〜 17 日 ( 日 )

から参加申込者数が今までよりも伸びていく

4 月中旬：星雲賞投票ハガキ

◆費用：日帰り参加の方：無料

ようです。4 月に入ると「星雲賞の投票」も

4 月下旬：プログレスレポート 7 号発行の

始まります。また、5 月には同室希望の申込
やそのほかのオプションの申込締め切りもあ
ります。割引期間にかかわらず、早めのお申
込みをお待ちしております。
幸いまだ一週間ほど、大会の一般参加費割
引期間も残っております。本登録参加を予定

宿泊参加の方：一人 10,000 円

お知らせメール
5 月下旬：プログレスレポート 8 号発行の
お知らせメール

（消費税は、別途お預かりします）
◆参加申込方法
下記の宛先 ( メールまたは郵便 ) に参加者

6 月中旬：参加証発送

氏名、性別、参加区分 ( 日帰り、宿泊 )、予

6 月下旬：プログレスレポート 9 号発行の

定交通手段、連絡先をお送り下さい。

お知らせメール

電子メール：info@t-con2009.jp

ひともこの期間のうちにご登録をお勧めしま

せください。

郵便：〒 328-0075 栃木県栃木市箱森
町 25-68 第 48 回日本 SF 大会実

●下見合宿のお知らせ

を決める星雲賞。
日本ＳＦ大会になくてはならない、この賞
の投票がまもなく始まります。
投票方法は以下の 2 通り。
・4 月中旬発送予定の「星雲賞投票ハガキ」
でのハガキ投票。
・まもなく公開予定の「星雲賞 Web 投票

行委員会

Web 投票は準備完了次第公開いたします
ので、もう少々お待ちください。
T-con2009 トップページよりアクセス可
能になります。

自主企画やパーティー等の持ち込みを検討

・原則、男女別の相部屋となります。宿泊時

締切は 5 月上旬を予定しています。

していて、1 月の下見合宿に参加できなかっ

のルーミングについて の希望がある場合は

皆様、奮ってご応募ください。

さて、大会当日までもう 3 か月ほどです。

た参加者の皆さんへ、第二回現地下見合宿の

申込時に併記してください。ただし別途料金

※ T-con2009 への参加登録をしないと投票

これから当日にむけて、さまざまな作業が

お知らせです。

が必要であったり、諸般の事情で希望に沿え

権が発生しません。

ない場合があります。

4 月から一般参加料金が上がりますので、参

・申込期限 2009 年 4 月 27 日必着

加登録はお急ぎください。

間ですので早めの参加登録をお勧めします
と、お伝え願います。

行われます。実行委員会では大会準備スタッ
フをいつでも募集しております。お手伝いを

前回同様、
一泊二日のプランが基本ですが、
宿泊なしの日帰り参加も大丈夫です。

してもよいと思う方、SF 大会の準備に興味

当日はホテルのスタッフ、そして実行委員

のある方はぜひとも実行委員会にご連絡くだ

会の企画局メンバーがホテルの各所をご案内

さい。

いたします。

また、そのほかの方にも実行委員会から、

大会の前に、ホテルの設備や施設の利用方

◆当日のスケジュール
〜 12:00 集合 ( ホテルロビー )、受付
12:00 〜 13:00 会議室にて質疑応答
13:00 〜 17:00 館内見学

オプション企画だ !!
那須どうぶつ王国オプション企画のお知らせ

さまざまな告知がされます。参加者のみなさ

法についてのご質問、ご相談を実際に現物を

17:00 解散（日帰り参加の方はここまで）

まは自分に関係のある告知に気をつけて、当

見ながら行うことが出来るのは、これが最後

18:00 夕食

日までに必要なことをしてください。オプ

の機会となります。

せっかく那須高原に来たのだから、どこか
に遊びに行きたい、という皆様に耳寄りな情

ションの申し込みなど、締切のあるものにつ

報です。大自然の中、動物たちとのびのび過

いては特に注意してください。

ごしてみませんか？
何と食べ放題のバーベキューランチと、駅
からホテルまでの送迎が付いた、お得なツ

大会まで楽しく過ごしていきましょう。

アーです。

T-con2009 実行委員会

実行委員長
熊倉晃生

詳細は公式 web「オプション企画」をご
覧下さい。
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何か不明な点などあれば、実行委員会まで
遠慮なくお問い合わせください。それでは、

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

★未着の場合は、実行委員会までお問い合わ

いる方がいらっしゃいましたら、まだ割引期

SF ファンによる「昨年一番よかった作品」

ページ」での Web 投票。

・宛先

されていてまだ登録の終わっていない方はぜ
す。また、お知り合いに、参加を検討されて

●第 40 回星雲賞投票が始まります！
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SF 創作講座 !!

手書きの場合は四〇〇字詰め原稿用紙を、ワープ
ロやパソコンの場合は２０字×２０行で印刷した

SF 小説の創作技術を少しでもスキルアップ

Ａ４またはＢ５の用紙を右上で綴じて下記住所に

したいあなたのために、今年もやります。

お送り下さい。

応募規定

＃ルビが必要な場合は原稿に「赤字」で記入して

制限：第四十八回日本 SF 大会「とちぎ SF ファ

下さい。

ン合宿

T-con2009」に参加予定の方に限らせ

ていただきます。また、お一人様一作品までとさ

アンケート：

せていただきます。

I、応募作品について

ジャンル：ノンジャンル
ただし新人賞へ応募した作品、同人誌に掲載し

一、作品を書くのにのべ何時間（何日間）かか
りましたか

た作品をそのまま転用するのはご遠慮下さい。

二、何回書きなおしましたか

枚数：四〇〇字詰め原稿用紙換算で、七〇枚以下

三、誰かにみせて意見を聞きましたか

（表紙、アンケート含まず）

四、中で一番気にいってるところはどこですか
五、書きにくかったのはどんな部分ですか

費の一部負担（二五枚まで五千円、以後一枚につ

六、ウケるはずだと思ったのはどこですか

ています。今回も夜遅くまで頑張りましょう
（笑）。

前回に引き続き会場となります、
「ホテル
ニュー塩原」の伊東部長のインタビューをお

−ほかにも今回の「売り」を考えていただ

送りします。

いたとか。

−さきほど気が付いたのですが、ホテルの

はい。私どものホテルの近所にある食堂「釜

トイレの表示がガンダムっぽくなっていまし

ひこ」の名物料理「スープ入り焼きそば」か

たね。

らヒントを得まして、一日限定 30 食のメ

あれはいつからなんでしょう。私が気が付

ニュー「ソース入りラーメン」というのを考

いたときには、すでにヤラれてました（笑）。

えました。湯仙峡のお休み処「滝見亭」で提

ガンダム好きな誰かがやったんでしょうね。

供します。もし、ほかにも「こんなモノが食

そういう遊びには、経営陣も含め、何も言い

べたい」などというアイディアがございまし

ませんから（笑）
。

たら、ぜひお申し付けください。前回も、皆
さんから奇抜なアイディアをたくさん頂きま

−まさに「遊び心」満載のホテルですね。

して、その後のホテル運営に生かさせていた
だきました。今回もどうぞよろしくお願いい

七、これまで書いてきたものとこの作品とで意

日本古来の「遊びの文化」というのは、ま

＃こちらで枚数を確認した後、金額と支払方法な

識して変えたものがありますか、あるとすればそ

ず「遊ぶ」
。そして、それを「楽しむ」。さら

どをご連絡させていただきます。

れはどんなことですか

には、それで「癒される」。このひとつのつ

＃余剰金が出た場合、講座終了後に返金させてい

II、選考委員にいちばん聞きたいことは何ですか

ながりが「遊びの文化」だと思うんです。

ただきます。

III、将来的にはどういう方向を考えていますか。

これは、まさしく温泉宿が担ってきた役割

（商業誌デビュー／同人誌／個人の趣味として書

です。時代の変化に応じてお客様のニーズは

SF 大会を楽しみにしていただいている様

変化していきますし、私どももなかなかフォ

子。実行委員会との連携もばっちりな「ホテ

ロー出来ない部分もあるのですが、それでも

ルニュー塩原」に、どうぞご期待ください！

き二百円の加算）をお願いします。

表紙には必ず「作品タイトル」
「著者名（ペンネー
ムの場合は本名も併記）」「住所」「四〇〇字詰め

き続けたい／その他）

原稿用紙換算枚数」を明記して下さい。

IV、その他、創作講座に要求があればお書きくだ

書式：電子メールの使える方；テキストファイル

さい

頑張って理解していきたいと思います。そう

形 式、 ま た は Windows 版 Word2003 で 読 み
込める形式で保存し、下記のアドレスに添付ファ

〆切：５月６日（水）24 時必着

イルとしてお送り下さい。

応募先：〒 130-0012

＃テキスト形式の場合、ルビが必要な場合は別

東京都墨田区太平 4-20-5

ページで指定をして下さい。

錦糸町ローヤルコーポ 407

＃編集には Word2003 または 2007 を使用し

小川

浩美方「でならひ草紙」

いう意味では、今回の SF 大会のように、ひ
とつの文化、遊びの発信地として当ホテルを
お使いいただけるというのは、本当に嬉しい
ことです。
−私たちも、一晩中ホテルで遊んでいても

電子メールが使えない方；電子ファイルのフォー

ご不明な点などの問い合わせは

です。

マットは、電子メールの場合に準じます。CD ま

e-mail；ter@h8.dion.ne.jp

たは DVD（フロッピーディスク不可）に保存し、

までお願いします。

図した版組みにならない可能性があります。

いいよ、と言っていただけるのは嬉しい限り
そのために実行委員会の皆さんと一緒に、

伊東部長、お忙しいところをありがとう
ございました。ホテルの従業員の皆さんも、

6
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e-mail；seitsudo@nifty.com

ます。フォーマット変換の際、形式によっては意

たします。

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

勝手ながら、テキスト「でならひ草子」の印刷

伊東部長に聞け !!

参加者の皆さんが満足していただける方法を

下記住所にお送りください。ただし、輸送中の事

模索しているわけです。具体的には、ホテル

故等のフォローはいたしかねます。

スタッフを 2 交替制で配置することを考え
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自主企画を計画されている皆さまへ
T-con2009 で自主企画を計画されている
皆さま、企画の申込みはお済みでしょうか。

編集部からのお知らせ
●プログレスレポートは PDF です。

【企画申込書の送付先】

今回も、プログレスレポートは PDF ファ

○郵送の場合の送付先

T-con2009 概要
●開催日程

2009 年 7 月 4 日（土）〜 7 月 5 日（日）

〒 328-0075

イルでお届けしました。皆さんには、ダウン

の「企画のおしらせ」ページから、「企画申

栃木県栃木市箱森町 25-68

ロードなどのお手間を掛けてしまいますが、

込みフォーム」にアクセスして、必要事項を

第 48 回日本 SF 大会

印刷物を配布する従来の方法に比べ、圧倒的

T-con2009 実行委員会 企画担当行

なコストダウンをはかることができました。

込み分まで。以下同様）／高校生…18,200

電子化によって節約できた経費は、企画の充

円／中学生…13,200 円／小学生…9,600

実など、大会をより楽しくするうえで必要な

円／未就学児…7,200 円／ 3 歳未満…無料

自主企画をご希望の方は、大会公式サイト

ご記入いただくか、「企画申込書（PDF 版）
保管先」から申込用紙をダウンロードして、
必要事項をご記入のうえ、右に記しました実
行委員会 企画担当まで、郵送もしくはファ
クシミリ、電子メールでお送りください。
なお、会場および機材の都合などにより、

○ファクシミリの場合の送信先
0282-20-5568

分野に振り分けていきたいと思います。

○電子メールの場合の送信先
[ 宛先 ] planning@t-con2009.jp
[ 題名 ] 自主企画申込

●開催地

営に関するご意見など、なんでもけっこうで

望なども、右記宛先にお寄せください。

栃木県に在住の方には「県民割引」制度がご

●ご質問やご意見をお待ちしています。

大会に参加するうえで知りたいこと、大会運

自主企画の申込みについてのご質問、ご要

★学齢は大会当日現在となります。また、
ざいます。

らのご意見、ご質問をお待ちしております。

願い致します。

一般…29,000 円（2009 年 3 月末日申

します。
プログレスレポート編集部では、皆さんか

ございます。なるべくお早くのお申込みをお

〒 329-2992
栃木県那須塩原市塩原 705
ホテルニュー塩原

実行委員会へのご連絡は

ります。

ていただきたいと私たちが判断したものにつ

●実行委員会【総合窓口】

スタッフ管理部からのお知らせ

いては、プログレスレポートのなかでお答え

〒 328-0075

します。それ以外のご意見、ご質問につきま

栃木県栃木市箱森町 25-68

●スタッフ会議に参加してみませんか？

しても、担当部署に責任をもって転送いたし

第四十八回日本 SF 大会 とちぎ SF ファ

ます。

ン合宿 T-con2009 実行委員会

T-con2009 実行委員会では大会スタッフ

次回スタッフ会議は……

として一緒に準備・運営のお手伝いをしてい

日時：4 月 11 日 ( 土 )13:00 〜 17:00

ただける方を絶賛募集中です。スタッフは志

会場：ちよだパークサイドプラザ

首都圏に住んでいないから参加できないよ
という方でも、メール等を使ってできるス

ご質問、ご意見の宛先は、本プログレスレ
ポートの最後をご参照ください。

電子メール :info@t-con2009.jp
●企画局
企画関連のお問い合わせは、こちらへ。

三井記念病院

電子メール :planning@t-con2009.jp
●スタッフ管理部
スタッフ関連のお問い合わせは、こちらへ。

佐久間通り
JR 秋葉原駅

電子メール :staff@t-con2009.jp
● Web

方は、スタッフ管理部までご連絡ください。

http://www.t-con2009.jp
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タッフ作業は沢山ありますので、興味のある

昭和通り

りなんてことありません。

ヨドバシ

覗いたからといって無理やりスタッフにした

ＵＤＸ

願制をとっておりますので、スタッフ会議を

会議室 A

プログレスレポート

す。ご質問のなかで、参加者の皆さんに知っ

皆さまからのお申込、心よりお待ちしてお

中央通り

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

お申込みいただいた企画をお断りすることも

皆さまのご理解とご協力に心から感謝いた

★一泊二日の完全合宿型 SF 大会です。
●参加費

また、スタッフ会議では企画の持ち込みを
考えている参加者の方からの相談も受け付け
ておりますので気軽にご参加ください。

靖国通り

千代田
パークサイドプラザ
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