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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
実行委員会では先日、会場の「ホテルニュー
塩原」で下見合宿を行いました。大会前の最
後の下見ということで、前回よりも多くの方
に参加していただきました。

○各種締切のお知らせ
大会当日までの各種申込の締切は以下の通
りです。
【5 月 31 日】

日記念配布物）と交換させていただきます。
詳しくは参加証に同封されるご案内をお読
み下さい。
ご使用になる交通機関によりスーベニール
引換の場所が異なります。

○別食のお知らせ
当日の夕食は立食バーティとなっておりま
すが、小さなお子様をお連れの方、および食
物アレルギーをお持ちの方に、別室での食事
を用意させていただきます。別食をご希望す

東京からの大会オプション企画バス、那須

る場合、別途費用は不要です。

・T-con2009 参加申込

塩原駅からのホテルシャトルバスをご利用の

申込締切は 6 月 20 日です。

送迎バスの時刻や宅配便の受け渡しの確認、

・前泊・後泊申込

方につきましては、
バス内で引換を行います。

お申し込み、お問い合わせは大会サイト

参加者の皆さんの動線など、一つ一つあげて

・ルーミング申込

自家用車、その他の交通機関でおこしの方

http://2009.t-con.jp/bureau/

企画を行う部屋の床の状態や電源の位置、

いったらきりがないほどの項目を、ホテルの

・ルームパーティ申込

は、ホテルロビーに設置される受付で引換を

担当者と実際に会場を見ながら打ち合わせる

【6 月 15 日】

行います。

ことが出来ました。

以下の大会バスツアーの参加申込

実行委員会では、参加者のみなさまが大会

引換証とスーベニールの交換をもって当日
受付とさせていだきますので、くれぐれも引

期間中、充実した楽しい時間を過ごせるよう、

・7/4 東京発－しっかり大会参加コース

換証をお忘れになりませぬよう。

これからもホテル側スタッフと協力して準備

・7/4 東京発－わいわい大騒ぎコース

を進めていきます。

・7/5 東京行－「那須森のビール園」経由
コース

からお願いします。

・館内売店のご案内・
会場の正面エントランスである西館 2 階
には便利な売店がございます。

○部屋割り関連のお知らせ

たとえばルームパーティをする場合、オー

ルーミングの申込をされている方には順

ドブルやサンドイッチなどはホテル厨房から

・7/5 東京行－「千本松牧場」経由コース

次、確認のご連絡をさせていただきますので

のケータリングでまかなえますが、漬物や乾

ようにスタッフの打ち合わせが予定されてい

【6 月 20 日】

ご確認をお願いします。部屋割りについては

きモノが必要でしたらご自分であらかじめ手

ます。準備すべきことは沢山ありますが、ス

・パーティ用ケータリング 申込

当日配布物でお知らせする予定です。

配していただく必要があります。

タッフ一同、参加者のみなさまに楽しんでい

・別食 申込

ただけるよう、がんばっております。大会当

☆いずれも、定員を超えた場合、締切前でも

○宅配便の利用についてお願い

鮎やわかさぎの甘露煮や各種山菜などをはじ

日には、これらスタッフの努力の成果をご覧

申込をお断りする事がありますのでご注意く

いただけることでしょう。

ださい。

このあと、大会当日に至るまでは、毎週の

そんなときはこの売店をご利用ください。
会場に宅配便を使って荷物をお送りになる
場合は、搬入の混乱を避けるため、宅配便の
業者ならびに伝票に書いていただく事柄を指

大会まであとひと月余りです。新型インフ
ルエンザの流行も伝えられておりますが、く
れぐれも体調にはお気を付け下さい。
元気に塩原でお会いできることを楽しみに
しております。

○参加証送付のお知らせ
6 月中旬に参加証を発送予定です。6 月

ジに掲載しました「宅配便の利用について」

ご連絡ください。連絡先は、本プログレスレ

をご参照ください。

ポート巻末をご参照ください。
にいらしてください。

は 500 円〜 1200 円程度 ( 税抜 )。
また、売店の一角にはコンビニもあり、お
菓子などの乾きモノやカップラーメンなどを
買うことができます。
お値段は普通のコンビニと同じです。コン
ビニなので、パンツや電池、写ルンです等も
揃えています。ただし、文房具に関しては祝
儀・不祝儀袋と筆ペン程度しかありませんの
でご注意を。
大会期間中のそれぞれの営業時間は

熊倉晃生
○当日の受付方法のお知らせ
当日は、参加証に同封される引換証を必ず
お持ち下さい。受付にて、スーベニール（当

売店

7:00 〜 22:00

コンビニ 7:00 〜 25:00
です。
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実行委員長

詳細は、本プログレスレポートの最終ペー

20 日までに届かない場合は実行委員会まで

当日は、この参加証をおもちになって会場
T-con2009 実行委員会

定させていただきます。

め、名物のたまり漬も置いています。お値段

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

・7/4 那須塩原発－那須どうぶつ王国ツアー

requestSeparateMeal.shtml
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カ ラ オ ケ 企 画 投 票 は、T-con2009 カ

企画部門からのお知らせ

ラ オ ケ 企 画 特 設 ペ ー ジ ( URL http://

■自主企画、ディーラーズルームへの申込は

sacreddark.hp.infoseek.co.jp/index_

締め切りました。

tcon2009_htana00.html ) でお願いしま

自主企画、ディーラーズルームへの多数の

す。

申し込み、ありがとうございました。
実行委員会では、鋭意タイムテーブルを作
成中です。暫定版タイムテーブルは大会公式
サイトで公開中です。

次回、6 月下旬の発行予定のプログレスレ
ポートでは、オープンルームパーティの紹介
まだ部屋番号は未定ですが、時間帯やテー
マはお知らせできると思いますので、大会参
加者へ告知を行いたいルームパーティ主催者
の方は是非この機会をご利用ください。
告知文は 200 文字程度で、郵便または、
電子メール ( planning@t-con2009.jp ) で
「ルームパーティ告知係」まで連絡してくだ
さい。締切は 6 月 15 日必着です。

■謎の昼食企画「ギャー！」
7 月 4 日 12 時から昼食企画を行うこと
になりました。詳細は当日のお楽しみ、とい
「肉」です。
・日時：7 月 4 日 12 時
・場所：ホテルニュー塩原 宴会場 ( 詳細は次

というカラオケ企画を検討中です。
企画運営の都合上、参加者の自由選曲とい
うのは難しいので、

●応募方法

プ連合会議
14:00

企画２

16:00

企画３、星雲賞授賞式

1．応募用紙

18:00

オープニングパーティ

2．コスプレ写真（L 判で、全身 1 枚・バ

21:00

企画４

ストショット 1 枚・ポーズ 2 枚）

23:00

企画５

※ 必ず裏に名前を明記してください。

25:00

企画６

27:00

企画７

て下記住所までお送りください。

※ ポーズ１枚は掲示板用に使用します。
【応募先】

【7 月 5 日】
10:00

クロージング

11:30

クロージング終了

・参加費：1000 円
心もお腹も満足していただけるものと自負
しております。

第 48 回日本ＳＦ大会実行委員会
「小谷杯・マスカレード賞」係
【応募用紙の入手方法】

大変申し訳ないのですが、予約は承ってお

応募用紙は大会公式サイト「企画のお知ら

りません。当日確実にその場にいていただく

せ」からダウンロード、もしくは大会事務所

必要があります。

に請求 (80 円切手を貼った封筒を同封の事 )

なお、発案者からは「本当にやっちまうな

してください。
●その他

どっていたぜ orz」とのことです。

・ 応募書類は返却いたしません。イベン

■小谷杯・マスカレード賞募集要項

・ エントリーされた方は、ゲスト審査員

ト終了後に破棄させていただきます。
今年も恒例の「小谷杯・マスカレード賞」
を開催する運びとなりました。
前回の塩原大会 (T-con2003) の時は 2 泊
3 日と開催時間に余裕がありましたが、今回
は時間の関係でエントリー制とさせていただ
きます。
たくさんのご応募をお待ちしております。
●応募資格

ましたので、みなさんどんどん投票してくだ

・応募の自薦・他薦は問いません。

さい。

・自作服・既製服は問いませんが、職業

および一般参加の投票によって選考され
ます。キャラクター名・写真等が開示さ
れますので、予めご了承ください。
●応募締切
2009 年 6 月 20 日 ( 土 ) 必着
●お問い合わせ
・ 応 募 先 住 所、 あ る い は、kotanihai@

補足
# 企画は 1 コマ 90 分、休憩 30 分を目安
に計画しています。
# 開会セレモニー（オープニング・パーティ）
は立食パーティ形式を予定しています。
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たく、事前選曲参考用の投票サイトを設置し

企画１、日本 SF ファングルー

栃木県栃木市箱森町 25-68

・ 事前選曲
すこしでも参加者の皆さんの意見を反映し

受付開始

12:00

〒 328-0075

・ 各企画コマでのテーマ分け
という形で進めています。

11:00

号発表 )

湯仙峡にある「カラオケ横丁」の一部屋を
借り切って「アニメ・特撮ソングを歌おう！」

てください。

・参加可能人数：先着 30 名様限定

んて……鉄人定食を再現したやつ等をあな
■カラオケ企画アンケート募集中です。

・ 大会当日にその衣装を着て、会場を回っ

■グランドタイムテーブル
【7 月 4 日】

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

を行いたいと考えております。

さい。
（例：ナース・ガードマン……等）

応募用紙に要項を記入の上、写真を同封し

うことで、詳しくは書けませんが、テーマは
■オープンルームパーティをお考えの方へ

( 制服 ) と紛らわしいものはご遠慮くだ

t-con2009.jp までお願いします。
募集状況によっては当日申込み又は、イベ
ントの開催中止となる場合がございます。
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特撮の原点回帰を試みた、ど派手な爆発、

もみなさんをお笑い時空へ誘うことでしょ

アニメにおけるヒコーキの表現について語

自主企画のご案内

ジオラマ郡が織成す戦闘シーン、8 ミリフィ

う。まだ作ってないのが玉に瑕．．．。とは言

ります。

◆サイバーパンクの部屋

ルムの使用。

え、方針だけは決まってるんです。『話の筋

◆マイナスイオンによる健康被害〜反疑似科

は知らないけれど、オチならみんな知ってい

学講座

６年経って、
「サイバーパンクの部屋」は
ふたたび那須塩原に戻ってきた！

我々の原

点はここにあり、また同じ地に集え。懐かし
の画像を用意し待っている。
巽孝之氏・菊池誠氏・小谷真理氏といつも
のメンバーに加え、今年は高野史緒氏もゲス
トとして参加！

日本 SF 大賞候補、星雲賞

候補にノミネートされた『赤い星』について
など語っていただく予定。
◆みんなで SF な曲を踊ろう！

ターマン )」かな？

◆ SF 創作講座
今年もやります、ＳＦ創作講座。事前に募
集した作品を対象に、プロの方々が創作の技
術をアドバイス。

る』
．
．
．って駄目だろそりゃ。
◆真夏の夜のトールキン集中講座ー「エレ
ボールへの遠征」から見えてきたもの
『終わらざりし物語』の邦訳は本邦のトー

講師は作家・森下一仁さん、横山信義さん、

ルキンファンに新しい地平を切り開いた。今

ライトノベル書評・三村美衣さん、早川書房・

回はその中から、「エレボールへの遠征」を

塩澤快浩さんの４名。

手がかりに、
「赤表紙本」＞「ＬｏｔＲ」＞「指

同人誌や投稿などで小説を書きたいけれ

輪物語」を「正しく」読み解く。

ど、今ひとつ書き方がわからない。そんな方

講師にして主催者の「山下 真」は、「山下

は是非いらしてください。もちろん、作品を

なるや」の一員でありながら、こっそりと袂

出されていない方も歓迎です。

をわかった「裏切り者」（？）「脱落者」（？）

なお、
今年の指導対象作品を集めた冊子
『で

ＳＦモノのメタボ対策に、ご家族揃っての

さあ、君も、酒ビンとつまみを持って参加

出演者 : 菊池誠
マイナスイオンを浴びると体調が悪くなっ
たような気がする人は集まれ。
◆ファンタジーをまったり語る部屋
ファンタジーにおける魔法について
魔法を使うと早く死んでしまう。しかし使
わないと狂気に捕らわれてしまう。
Ｊ・ラーバレスティアの『あたしと魔女の
扉』から始まるシリーズ３部作は今までにな
い魔法の設定で非常に魅力的な作品です。
この作品を中心に、ファンタジー世界にお
ける魔法について、語り合います。

ならひ草子』12 号をディーラーズルームに

しよう！

団欒にと、当企画は今年も楽しく踊れるナン

て販売予定です。
出来れば事前に購入されて、

＊指輪物語をはじめとするトールキンの作品

家でＪ・ラーバレスティアとも親交のある小

バー満載です。

目を通されることをおすすめします。

を読んでいない人には参加は苦痛かもしれま

谷真理先生をお招きします。

◆クトゥルフ神話でＴＲＰＧ

せん。

◆浪花愛ワールド「コドモ」と「ケモノ」

夏といえば音頭！
頭も充実！

というわけで今度は音

昨年大好評の「クックロビン音

頭 ( パタリロ！ )」に加えて、「ドラえもん音
頭」
「地球侵略音頭 ( ケロロ軍曹 )」など楽し

現在のクトゥルフ神話はＴＲＰＧと切って
も切り離せないものとなっています。

オークに死を！

＊まじめな「指輪ファン」には、許せないよ

『本当にあった事件シリーズ』
『来訪者』
『ね

うな発言もあるかもしれません。広い心を

こばなし』などでおなじみの浪花愛先生とお
酒を傾けながら語り合う部屋です。

文献を開けば参考資料の欄に真っ先にＴＲ

持って、参加しましょう。

みにしてください！！

ＰＧ関連の書籍の名前が並び、クトゥルフ神

◆ＴＶファンタスティック

◆ミルナイン

話を扱ったＴＲＰＧも数多く出版されていま

恒例の海外ＳＦＴＶドラマ「ＴＶファンタ

す。クトゥルフ神話の情報はＴＲＰＧにより

スティック」です。今年も池田憲章さんと共

一気に広がりをみせたのです。

に話題の最新ＳＦＴＶドラマの秘話から懐か

普通の女子高生である小岩井くるみは、突
如怪人と戦うことを強いられる。怪人軍団と
くるみの間には、母の代からの因縁が。そう、

ファンタジー作家のひかわ玲子先生、評論

のんびり、ユルユルが基本の宴会部屋へ遊
びに来てくださいね。
差し入れ大歓迎です。
◆シールコレクション

そこで、クトゥルフ神話を扱ったＴＲＰＧ

しのレトロドラマが現在に及ぼしている影響

怪人軍団の一味である蠍女は、くるみの母を

を紹介し、パネラーのみなさんにその熱い想

まで、多角的な視点から様々な作品や人物を

シール企画誕生の地、塩原。皆さん是非じゃ

殺した張本人であった。しかしその蠍女も、

いを語っていただきたいと思います。

紹介・研究いたします。

んじゃんシール交換して、冊子型シール台紙

人としての迷いを抱えた一人であった。その

◆机上理論学会発表会

◆クルマのハナシ

の 108 コマを埋めて、煩悩王を目指して下

これから９０分、あなたの目はあなたの体

出演者 : 江藤巌、岡部いさく

ずに居るが、その間に次々と破壊される街。

を離れて、この不思議な議論の中にはいっ

幼い頃両親を無くしたくるみのお兄ちゃんの

ていくのです。というわけで、今年のＳＦ

◆ SF 軍事解説

様な存在のマサシの言葉に意を決し、くるみ

大会でも机上理論学会は論文の発表会を行い

現

は怪人に挑む。

ます。奇想で知られた当学会のこと、今回

クルマについて語ります。
アニメにおけるヒコーキ表

今年は

さい。
とはいえ、今年は我々シールズのメンバー
はそのまま大会のメインスタッフになってい
るので、シール屋さんの担当要員が足りませ

出演者 : 岡部いさく

8

号

事を知るくるみ。なかなか戦いには踏み出せ

今年もやります。シール企画 !!

プログレスレポート

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

昨年は皆さんに「ポニョ」を覚えていただ
きましたが、今年は「天才ドロンボー ( ヤッ

我々特撮隊の第一回作品を、
ご堪能下さい。

ん。というか、ほとんどいません！
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そこで、会場で、参加者自身にシールを作

初めてだと完成までに平均 2 時間弱かか

ラーふく」
「星間飛行」「レッツゴー！ 陰陽

ンルについて語り合いませんか？

成していただけるパソコンを用意することに

るので、参加予定の方は是非とも時間に余裕

師」などのうちのいくつかを踊れるようにレ

本秋著『ライトノベル文学論』を基本図書に

しました。そのための専用ソフトも現在開発

を持っておいでください。

クチャーします。

しますが読んでなくても全然問題なし。好き

中です。パソコンも数台は用意できる予定で

◆ SF 天文同好会

すが、時間帯等によってはかなり混み合うと

今年は世界天文年。久々に国内で皆既日食

考えられます。というわけで、シール企画を

が見られ、アニメ『宙のまにまに』の放映も

お楽しみいただくためには、大会までにでき

開始されます。

るだけご自分のシールを用意されることをお

SF 大会にご参加の天文屋さん、もしくは、

勧めいたします。

かつての天文少年・少女の皆さん、
「天文」

◆あれから６年『指輪物語』のこれから

について語り合いませんか？

初めて大会企画をやらせていただいた、
T-con2003 からはや６年。
景気が悪くなり、
『ホビットの冒険』の映
2 年前に出た The History of Hobbit と
は。
最近の『指輪物語』、トールキン関係の動
きについて、いろいろお話したく。
よろしくおねがいします。
◆なぁボードゲームをやろうじゃないか !!
オールナイトでボードゲームをやります。
みんなで遊びましょう。
ゲームはムダにたくさん持ち込む予定！
（ドイツ製ゲームが多いです）SF ゲームもあ
ります。

ださい。
世界天文年日本委員会国内公認イベント
（申請中） とりあえず「天文生活」で検索。
◆危ない雑学講座
テロ、ミサイル、パンデミックと巷を騒が
せる危ない話題を取り上げて、その舞台裏を
含めて語る……危ないお話。新聞・ＴＶでは
絶対に語られない、こんな話、あんな話を専
門家が、
「此所だけの話」
としてぶちまけます。

されるかも？

ついてお話しましょう。

初心者からプロまですべての人を対象に、
ダンスを知らなくてもその場で細かい動作ま
でレクチャーし、踊れるようになれます！
ぜひ、全員で踊ってみませんか？

コスプレイヤーさん！

朗報です。恒例に

ドの需要というのはますます重要になってい

なっている「小谷杯・マスカレード賞」を塩

くと思われます。そんな本を売る現場の今に

原で開催いたします！！

ついてお話したいと思います。業界関係の皆

皆さんは２００３年のＴ３の時の事を覚え
ていますか？
あの時と同じ会場で、みんなで盛り上がれ
たら嬉しく思います。
詳しくは、
3 ページの案内をご覧ください。
◆那須から NASA へ

現在ねたを集めている最中でございます。
○の穴の話の続きとか業界分析とか、会長が
株主総会でマイペースに無茶をするとかいろ
いろございます。ただ、どれがものになるか

2009 年 3 月 16 日に宇宙飛行士の若田

は当日まで予断をゆるしません。当日をお楽

◆熱中夜話『英国ドラマ』

さんを乗せたスペースシャトルが打ち上げら

しみに。

米国のＳＦドラマほど目立ちませんが、海

れました。このスペースシャトルには、パン

◆廃墟探索

フー、トーチウッドと一癖も蓋癖もある英国
のＳＦドラマ、参加者の皆さんと一緒に、そ
の魅力を語りませんか。
◆みんなで踊ろう！
SF ダンス＆レクチャー
ワールドコンの「ハレ晴レユカイ」ダンス
集団再び !?
SF 作品のダンスを " レクチャー " してみ
んなで踊る企画です。
今回は「ハレ晴レ」の他に「もってけ！セー

この「スペースブレッド」は那須塩原の会
社の製品というのは、ご存知でしょうか？
「スペースブレッド」の開発にいたる経緯
をお聞かせいただきます。
◆プログレッシブ・ロックの部屋
いつもの
◆ライトノベル四方山話
ライトノベルブームからはや五年。ライト

「廃墟探索部」がＳＦ大会初登場。世界各
地の廃墟の映像を上映しながら語ります。
ＳＦやファンタジーには廃墟が舞台になっ
ている作品や、
「廃墟にしてしまう」作品が
沢山あります。
現実の廃墟は、そんな作品世界に想像力を
羽ばたかせる元になります。また、「廃墟」
そのものに「魅入らせる力」があります。
紹介するのは、日本の軍艦島をはじめ、ロ

8
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つけたい方どうぞ。ただ時間がかかります。

◆燃え株パネル

〜スペースブレッド開発秘話〜

ます。気軽にお立ち寄りください。

る企画です。SF 大会の思い出に技術を身に

ださい。

名物講座の面々がＳＦ大会に登場します。

ゲームも OK。ルールはスタッフがお教えし

ころは二箇所だけ。完成までひたすら紙を折

さんも本が好きなみなさんもぜひお集まりく

もちろん外部では聞けません。ＩＦＣＯＮの

ました。

折り紙で首が三本尻尾が二本羽が一対のア

でしょうか。さらに書店現場での書棚作りが
くと思います。一方、電子書籍やオンデマン

の缶詰「スペースブレッド」が積載されてい

イツを作ります。鶴が折れるなら、難しいと

年は、大手チェーン書店の再編が大きな話題
不景気と人手不足でますます深刻になってい

ＦＯ、宇宙船レッドドワーフ号、ドクター・

◆志村式折り紙キングギドラ普及教室

毎年恒例となりました「本屋パネル」。今

◆小谷杯・マスカレード賞

底大戦争、サンダーバードから、謎の円盤Ｕ

SF 大会で会ったのも何かの縁、一緒に卓

◆本屋パネル

http://sf-dance.com/

10 分で終わる気軽なゲームも、長時間

を囲んでみませんか ?

な作家さんや印象に残った作家さん、作品に
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画はどうなるのでしょう。

初心者から星猛者まで、お気軽にご参加く

もし直前に流行した曲があれば内容が変更

一応、榎

シアのプラズマ兵器研究所、チェルノブイリ、

ノベルという言葉が定着し、アニメやドラマ

バケットホイールエクスカベータなど多数。

の原作にも普通になるようになったこのジャ

ＳＦ大会深夜、廃墟について語りましょう。

005

第四十八回日本ＳＦ大会

下見合宿レポート !!
去る 5 月 16 日、大会前では最後となる
会場下見合宿が行われました。

バスツアー、締切せまる !!
には老朽化によって失われた設備があったり

実行委員会では会場へのアクセスに便利なバ

もします。決して気が抜けません。

スツアーのプランをご用意しております。

があります。
※那須塩原駅付近にはあまり飲食店がござ

今回の合宿は自主企画主催者の皆さんだ

ひととおり見終わったらふたたび会議室へ

乗ってしまえば後はややこしい乗り継ぎも一

いません。大会からの帰り道、食事できる場

けでなく、株式会社ベイプランニングのス

戻り、会場見学で得られた情報をもとに疑問

切なしで会場まで直行できますよ！

所を探してさ迷い歩いたあげくに食いっぱぐ

タッフの方にも参加していただきました。ベ

点や交渉すべき材料をピックアップ。ホワイ

プログレスレポート７号に詳細を掲載してお

れる可能性もあります。

イ プ ラ ン ニ ン グ さ ん は 2000 年 に 開 催 さ

トボード両面を耳なし芳一のようにメモで埋

りますのでそちらも併せてご覧ください。

れ た Zero-con 以 来、 毎 年 の 日 本 SF 大 会

め尽くし、さらなる質疑応答を行います。

このバスツアーならはそういうご心配は無
用ですよ。本当におすすめです。悪いこたぁ

■ 7 月 4 日 ( 土 ) 出発

大会会場行き

その後、夕食をもって下見合宿は第二段階

場設営の業者さんです。もちろん 6 年前の

「宴会」
フェイズへと移行します。部屋に帰っ

T-con2003 のときも。なのでもうすっかり

てからは酒を酌み交わしながらの馬鹿話。そ

大会スタッフとも顔なじみ同士です。代表

してカラオケルームでは思うさまアレでナニ

ごしませんか ?

食べ放題のバーベキュー・

参加費 : 大人 5,380 円 小人 3,200 円

の出山さんが「準備期間を入れたらまるま

な歌を全員で大合唱。ただの親睦宴会だと思

ランチと、送迎バスがセットのお得なツアー

※ソフトドリンクのドリンクバー付き。

る 10 年やってるんだよなぁ」と感慨深げに

うなかれ、これは「部屋の振り分けの参考に

です。

仰ってらっしゃったのが印象的でした。

●那須どうぶつ王国ツアー（那須塩原駅発）
大自然の中、動物たちとのびのび元気に過

隣の部屋で防音性の確認をする」という重要

開催場所 : 那須どうぶつ王国

さて、ホテル内の会議室へ集合してきた下

な任務のため、
でもあるのです。
必然性があっ

( 申込み締切日を延長いたしました。)

見参加者との顔合わせも終わり、ホテル側の

て馬鹿騒ぎをしておるのです。まさかそんな

参加費 : 大人 2,520 円 小人 1,575 円

担当である伊東部長を交えた簡単な質疑応答

決していつもどおりなどということは。ちゃ

のあと、実際にホテル内を細かくチェックし

んといつもより大騒ぎしてましたよ。

て廻ります。下見合宿の第一段階「会場視察」
の始まりです。
電源の位置・数・容量。ネットワーク回線
の状況。無線電波の有効範囲。部屋の広さは

言いません。
A)「サッポロビール 那須 森のビール園」で
の昼食付きコース

ビールは個別清算でお願いいたします。
B)「千本松牧場」での昼食付きコース
参加費 : 大人 ( アルコール有 ) 6,800 円
大人 ( アルコール無 )5,500 円

●東京発会場行きチャーターバス

……ともあれ、こうして大会直前の下見合

東京駅から出発します。

宿ににふさわしい確かな手応えを感じつつ、

A) しっかり大会参加コース

当日に向けての意気込みを新たに我々はそれ

参加費 : 大人 3,000 円 小人 2,000 円

ぞれの帰途へとついたのでした。

企画開始時間に間に合うよう会場に着く

小学生 3,550 円
幼児 (3 歳以上 ) 3000 円
◆申込締切日
各ツアーとも 6 月 15 日

もちろんですが、天井の高さや床の状態（畳

コースです。
お食事は各自でご用意ください。

★まだまだお席には余裕がございます。みな

のままにするのか、はがして洋間のようにす

B) わいわい大騒ぎコース

さんのお申し込みを心よりお待ちしておりま

るのか）。会場にある設備・資材は大会で使

※お弁当付

用可能か……などなどなどなどを予定してい

参加費 : 大人 4,000 円 小人 3,000 円

る企画内容に合わせてこれでもかと確認しま
す。
当然ながら、こういった確認作業はかつて

みんなで浮世をいち早く忘れてアニソンを
歌って大騒ぎしながら会場へと向かうコース
です。お食事も付きます。

現在申し込みが少なすぎると担当者が嘆い
ております。
ぜひぜひお早めのお申し込みを！
※最小催行人数に達しない場合はツアー自体
を中止する場合もあります。

念に行ったことです。が、6 年間の時の流れ

■ 7 月 5 日 ( 日 ) 出発

は決して会場を元の姿のままとどめてはくれ

●会場発東京行きチャーターバス

ません。一見同じように見えても、改装によっ

大会終了後、ホテルニュー塩原から東京駅

て部屋の作りや配線が変わっていたり、なか

丸の内南口へ向かうバスです。途中昼食休憩
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同会場で開催した T-con2003 のときにも入

す。
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に協力をいただいている機材レンタル＆会
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大会会場までの交通手段として、自家用車

北交差点に出ますが、ここから先は山道に入

号線、121 号線（日光街道）を利用するこ

ります。運転にはくれぐれも注意してくださ

とで塩原に入ることが出来ますが、山越えの

い。

ドライブとなります。くれぐれも慎重な運転

を使う予定の方へのご案内です。

塩原温泉郷を流れる箒川に沿って、およそ

☆東北自動車道を使用するコース

10 キロほど走りますと、ホテルニュー塩原

会場となります「ホテルニュー塩原」は、

に到着します。

東北自動車道の西那須野塩原インターチェン
ジをご利用なさると便利でしょう。東京方面
から来られる場合、川口ジャンクションから

日光近郊を観光されてから会場入りする、
という方は、日光宇都宮道路の今市インター

ジからは 190 キロ強。東北自動車道の北の

チェンジから鬼怒川温泉・龍王峡方面へ北上

起点である青森インターチェンジからは、お

し、日塩もみじライン（有料・普通車 600 円）

よそ 540 キロの位置にあります。

を使うと、快適なドライブが楽しめるでしょ

会場のホテルニュー塩原には充分な数の駐
からシャトルバスでの送迎を必要とする駐車
場もございます。
あらかじめご了承ください。

5.7km

1.1km

4

至 上野

8

号

う。

ンジを降りられましたら、国道 400 号を西
に進んでください。この国道 400 号には、

を心がけてください。

車場が用意されていますが、なかにはホテル
☆日光を見てから会場入りするコース

およそ 140 キロ。仙台宮城インターチェン

東北自動車道の西那須野塩原インターチェ

30

箒川

至 川口

至 鬼怒川

交通手段のご案内

5.9km

8.4km

13.3km

15.3km

15.5km

じ

▼

み

▼

塩

湯っ歩の里

56

西那須野
塩原 IC

関谷北

塩原ダム

▼

も

13.3km
▲

日

TEPCO
もみじ谷 塩原
大吊橋 ランド
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第 2 駐車場

塩原八幡宮

千本松牧場

東北自動車道

西館

箒川

道の駅
湯の香塩原

西那須野

湯仙峡

B&H 館

湯けむり会館
ン
イ
ラ

食堂釜彦

足利銀行

56

▲

湯の香ライン （塩原バレーライン）
こばや食堂

交番

福渡

▲

塩原もの語り館

▲

那須塩原市
中塩原 市役所支所
八幡下
塩原交番前

▲

km 数は、西那須野塩原 IC からの走行距離

那須塩原

西那須野塩原▶ホテルニュー塩原

木の葉化石園

至 上三依塩原

第四十八回日本ＳＦ大会

至 郡山・仙台

☆会津若松からの山越えドライブコース

「湯の香ライン」という素敵な別名が付けら

会津若松インターチェンジからも、会津鉄

れています。西に 6 キロほど進むと、関谷

道、野岩鉄道に沿うかたちで走る国道 118
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に無理やり通すと、用紙と印刷方式の整合性

■用意するハード・ソフトは？

まず、パソコンで作るのであれば、周辺機

からくる仕上がりの美醜以前の問題として、

器としてインクジェットプリンターは必須で

プリンター機構の心臓部でシール片が剥がれ

す。あと、出来れば、スキャナーやデジカメ

てドラムに張り付く等の事故につながります

が欲しいところです。

ので、ご注意下さい。修理は高く付きますよ。

うど良い大きさなので、推奨サイズはプリク

特にインクジェットプリンターが必須なの

次にソフトですが、シール企画がお奨めす

シール企画は、プリクラサイズ（17 ミリ

ラサイズ（17 ミリ× 24 ミリ）ですが、台

は、プリクラサイズの用紙がほぼ全てインク

るのは、ジャストシステムの『ラベルマイ

× 24 ミリ）ぐらいの小さなシールを作り、

紙の枠は 27 ミリ× 27 ミリのサイズなの

ジェット用だからです。レーザープリンター

ティ』です。

大会期間を通じ、みんなで交換する企画です。

で、その枠内に収まる台紙であれば、市販の

■シール企画って何？

プリンター用ラベルでも、テプラでも、でか
い紙ラベルにハンコをついてハサミで切った

たり、企画に参加したり、実行委員会や企画

ものでも、なんでもＯＫです。

主催者を手伝ったりと、いろんな場面で貰え

ントゴッコを引っ張り出して来ても、プリク

それを貰う端から台紙に貼って行けば、い
つの間にかシール台紙は、あなたがこの日本

負しても良し。形状で勝負しても良し。張り

同じＳＦファン同士、出会い、交流を深め

紙とか細工で勝負しても構いません。あなた

るちょっとした小道具として、この小さな

独自の創意工夫をこらして、みんなが欲しが

シールが役に立ってくれる事でしょう。

るような面白いシールを作ってみましょう。

これ以外にも、100 円ショップのダイソー
でも数年前から「200 円ソフトシリーズ」
の一つとして『写真シール作成』を販売して
いますし、デジカメやプリンターの付属ソフ
トでもシールを印刷できるものがあります。
また、もしデザインの腕に覚えがお在り
でしたら、Photoshop や Illustrator 等の、
プロ用グラフィックツールでのシール作成に
挑戦されるのも、楽しいです。

■シールはどうやって作るの？

シールを作るのは、パソコンとブリンター
があれば、お家で簡単に出来ます。また、ちょ

17mm

27mm

■用意する素材は？

プリクラサイズのシール ( 原寸 )。プリンター用ラベ
ルも豊富で入手し易いため、シール企画推奨です。

で取り込んだ絵を使うこともできます。
このとき自分の撮った風景写真や自分で描

27mm
冊子型台紙の枠 ( 原寸 )。

いたオリジナルの絵であれば何の問題もあり
ませんが、他者の絵や写真・キャラクター・
ロゴなどを使う場合は、著作権に留意して、

8
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24mm

写真素材を使うのであれば、デジカメなど
のデータを使いましょう。また、スキャナー

プログレスレポート

絵柄で勝負しても良し。書いてある一言で勝

どん記録して行く事になります。

けに購入するのは、ちょっと大変です。

Home』をお奨めします。

ていれば構いません。

どんな企画を見たのか、あなたの行動をどん

張りますので、シール企画のシールのためだ

に無料配布しているソフト『ラベル屋さん

ラの機械で作っても、サイズが枠内に収まっ
もちろん、冊子型台紙の枠内に納まれば、

しかし、このソフトは便利ですが少々値が

ソフト投資を安価にすませたい方には、ラ

ハート型

ＳＦ大会で誰に出会ったか、誰と話したか、

は自
由

ベルメーカーのエーワンが自社製品のため

長方形タテ

とちぎＳＦファン合宿
T-con 2009

たりします。

最近使わなくなって押入で眠っているプリ

正方形

大会参加者全員に、シール収集用の冊子型
台紙が手渡されます。シールは、人と交換し

枠内 なら形

長方形ヨコ

第四十八回日本ＳＦ大会

た パソコンとプリンターがあれば、だれでも簡単
な
あ のシールを作ろう！
特製

権利侵害のないようにして下さい。
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プリクラサイズの

17mm×24mm シ ー ル に 使 う 絵 の
72DPI 48dot×68dot 適正な大きさ。
300DPI 201dot×283dot
600DPI 402dot×567dot
1200DPI 803dot×1134dot
また、ドットは細かい方が奇麗ですが、

せんが、古いプリンターとかでは、摩耗・ガ

ります。冊子型台紙一冊には、
108 枚のシー

最終的に、プリンターで印刷する前に、試

タツキ、紙送りのから滑りなど、どんなに慎

ルが収集できる枠があります。この枠を全て

し刷りをしてみましょう。普通のハガキサイ

重に用紙セッティングをしても、最大 1 ミリ

埋めた達成者を「煩悩王」と呼びます。

ズの用紙を使う場合、引き出しの隅に眠って

程度のズレが生じる可能性があるので、注意

いる年賀状の刷り損じなど、同じサイズの用

したいものです。

■印刷工程こそシール作成の要諦

現 行 の プ リ ン タ ー で す と 600dpi ぐ ら い

紙で一度試して、位置関係を確認します。ま

シールのデザインは、印刷時の用紙ズレを

の密度で充分に奇麗に印刷されます。また

た、最近では安価な専用のハガキサイズ印刷

考えて、用紙サイズぎりぎりではなく、文字

1200dpi 以上の密度になると、刷り上がり

テスト用紙も売られています。

が絶対切れないように、ちょっと内側深め
（0.5 〜 1 ミリ）にデザインしておくと、安

品質があまり変わらないのに、ファイル容量

次に、本番用の用紙を使って、印刷の発色

が大きくなり過ぎて、逆に処理速度が落ちる、

具合を確認します。大抵の場合、
各用紙には、

場合によっては印刷不可能となるだけです。

主要各メーカーのプリンターで一番美しく刷

適正な大きさのデータを使いましょう。

れる印刷設定が表示されていますので、それ

る場合は、文字は枠から 1 ミリ内側に納め、

に合わせて綺麗なシールを刷りましょう。

背景画像は枠の外側 1 ミリまで置くように

目安として 300・600・1200dpi の場

心です。
実際、Adobe Illustrator 等でシールを作

煩悩王には、達成記念バッヂと、当然「煩
悩王シール」が手渡されます。是非、チャレ
ンジしてみて下さい。
■シールの楽しみ方はそれだけ？

いえいえ、数に挑戦する煩悩王とは別に、
参加者の投票・審査員の選定などにより、良
いシールを顕彰する「シール大賞」という企
画が 2004 年より開催されています。
腕に覚えのある皆さん。センスに自信を

また、フィルムシートなど非紙系のツルツ

しています。枠の外にまで絵を置くことは、

持っている皆さん。今年も、すばらしいシー

極端に大きいデジタル一眼レフ等の最大画素

ルした本番用紙の場合、長く使っているプリ

シール作成ツールでは出来ないことが多いの

ルを自作して、エントリーして下さい。

モード（EOS Kiss X3 で 4752 × 3168

ンターだと、紙送りローラーに紙の切粉等の

で、
こちらは諦めてもらうしかありませんが、

ドット等）はともかく、600dpi の場合の適

埃が付いていて、試し刷り用紙で問題なくて

文字を枠から 1 ミリ以上内側に納めること

正値 567 × 402 ドットに対して 640 ×

も、本番用のフィルムシートは滑って微妙に

はふつうに自分で取れる安全策なので、確実

480 ドット程度のデータでしたら、サイズ

紙送りの位置がずれたり、全く紙を送れない

変更無しに使っても、まず問題はありません。

ことがありますのでご注意下さい。上手く本

画像の拡大縮小は、画像編集用ソフト（上

番用紙が送れない場合、サンワサプライの

は Photoshop から、下は 2000 円程度の廉売

『OA クリーニングペーパー』等、専用清掃

ソフトまで、種類も機能も様々）で行う方が

用具がありますので、プリンターのメンテナ

楽です。またネット上でも、有償・無償の様々

ンスをしてみて下さい。これで上手く印刷出

なアプリケーションが提供されています。

来ることもあります。

そういうソフトをお持ちでない場合でも、

ちなみに、用紙の種類は、基本的に高価な

操作の自由度は少々劣りますが、以下のＯＳ

順に光沢フィルム（樹脂製）
、光沢紙、普通

標準添付ツールが使えます。

紙等がありますが、シール企画の台紙に貼る

Windows の場合、アプリケーション「ペ

程度の用途には、まずフィルムまでは必要あ

イント」のプルダウンメニュー「変形 (I) ／

りません。美しく作りたい場合は光沢紙、安

伸縮と傾き (S)

価に作りたい場合は普通紙をお薦めします。

Ctrl ＋ W」で、比率を指定

Macintosh の場合、アプリケーション「プ

ご自身で、
出来映えや用意する数を考慮の上、
最適な用紙をお選び下さい。

大丈夫です。例年の「シール屋さん」とは
異なりますが、ＰＸ（梅 2 〜 3）に、シール
自作ツール「シールくん」用端末を数台設置

■煩悩王って何？

シールをいっぱい集めた人は、ご褒美があ

する予定です。
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して縮小できます。

に励行して下さい。

■会場でシールは作れないの？
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合のドット数を表にしました。これと較べて

レビュー」のプルダウンメニュー「ツール／
サイズを調整 ...」で、出来上がり寸法をドッ
ト数で指定して縮小できます。

■ちょっとした工夫で奇麗な出来映え

最近のプリンターはほとんど用紙がズレま
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ルームパーティを
計画されている方へ
ルームパーティ用ケータリングサービスの
ご案内
楽しいルームパーティをさらに楽しくする

宅配便の利用について 編集部からのお知らせ
会場に宅配便を使って荷物をお送りになる
場合は、搬入の混乱を避けるため以下の要領

●プログレスレポートは PDF です。
今回も、プログレスレポートは PDF ファ

でお願いします。

イルでお届けしました。皆さんには、ダウン

宅配業者：ヤマト運輸

ロードなどのお手間を掛けてしまいますが、

宛

印刷物を配布する従来の方法に比べ、圧倒的

先：〒 329-2992

T-con2009 概要
●開催日程

2009 年 7 月 4 日（土）〜 7 月 5 日（日）
★一泊二日の完全合宿型 SF 大会です。
●参加費
一般…32,000 円／高校生…18,200 円

お手伝いとして、パーティ用のケータリング

栃木県那須塩原市塩原 705

なコストダウンをはかることができました。

／中学生…13,200 円／小学生…9,600 円

サービスを用意させていただきました。

ホテルニュー塩原

電子化によって節約できた経費は、企画の充

／未就学児…7,200 円／ 3 歳未満…無料

第 48 回日本 SF 大会

実など、大会をより楽しくするうえで必要な

種類はサンドイッチ、おにぎり、鶏唐揚＆
フライドポテト、枝豆＆野菜スティックの 4
種類がございます。
A3 用紙程度の大皿一つが 1,000 円です。

なお、ひとつの皿に複数を組み合わせるこ
とはできません。

" ディーラーズルーム "

サークル名

ご自分の名前 ( 参加者番号 )

●ご質問やご意見をお待ちしています。

☆企画の場合
企画名

皆さまのご理解とご協力に心から感謝いた
します。

ご自分の名前 ( 参加者番号 )

☆その他の荷物
ご自分の名前 ( 参加者番号 )

プログレスレポート編集部では、皆さんか
らのご意見、ご質問をお待ちしております。

★学齢は大会当日現在となります。また、
栃木県に在住の方には「県民割引」制度がご
ざいます。
●開催地
〒 329-2992
栃木県那須塩原市塩原 705
ホテルニュー塩原

大会に参加するうえで知りたいこと、大会運

日時指定：7 月 3 日午後指定

営に関するご意見など、なんでもけっこうで

◆お申し込み、お問い合わせは以下の URL

支払方法：当日の混乱を避けるため元払いで

す。ご質問のなかで、参加者の皆さんに知っ

実行委員会へのご連絡は

からお願いします。締切は 6 月 20 日です。

発送をお願いします。

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】

http://2009.t-con.jp/options/

※荷物の引取りには、送り状の控えが必要で

いては、プログレスレポートのなかでお答え

〒 328-0075

requestCatering.shtml

す。印刷所からの直送等、送り状がない場合

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

は、ご本人と確認できる書類をお持ち下さい。

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

スタッフ管理部からのお知らせ

ます。

ン合宿 T-con2009 実行委員会

●スタッフ会議に参加してみませんか？

ポートの最後をご参照ください。

また、すべて事前予約制となります。

T-con2009 実行委員会では大会スタッフ
として一緒に準備・運営のお手伝いをしてい
ただける方を絶賛募集中です。スタッフは志
願制をとっておりますので、スタッフ会議を
覗いたからといって無理やりスタッフにした
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
タッフ作業は沢山ありますので、興味のある
方は、スタッフ管理部までご連絡ください。

ご質問、ご意見の宛先は、本プログレスレ

電子メール :info@t-con2009.jp
●企画局

考えている参加者の方からの相談も受け付け

企画関連のお問い合わせは、こちらへ。

ておりますので気軽にご参加ください。

電子メール :planning@t-con2009.jp

次回スタッフ会議は……
日時：6 月 13 日 ( 土 )13:00 〜 17:00
会場：中央区 新川区民館
http://www.pb-k.jp/city.

●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。
電子メール :staff@t-con2009.jp
● Web
http://www.t-con2009.jp
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りなんてことありません。

また、スタッフ会議では企画の持ち込みを
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大会当日 (7 月 4 日 )22 時頃にお部屋へ
お持ちする予定です。

分野に振り分けていきたいと思います。

☆ディーラーズルームの場合

chuo.7kuminkan/shinkawa.html
にて行います。
皆さまのご参加、お待ちしております。
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