ファンの人たちが増える度、

Noreasconにネットで登録！

http://www.noreascon.org/

左のリスト、
中ほどの
「Memberships
Info」
をクリック。

←

［オンラインの場合］<2
●右上の
「Buy FullAttending Membership(s)」
をクリック。
次に、
複数の場合はQuantityを人
数分にしてから、
一人で参加する場合はその
まま
「Add to Basket」
ボタンをクリック。
※VISAかMasterCardの決済になります。

←

3>［ＦＡＸ・郵送の場合］

181-0002
東京都三鷹市牟礼4-20-5-604 井上方
fax 0422-72-0901

←

http://www.nippon2007.org/index.html
mailto:info@nippon2007.org

●２と同じページの左のリストの下の
方の
「Registration Form」
をクリック。
出てきたページをプリントアウトし
て英語で書き込み、そのページに
記載されているＦＡＸ番号か住
所に送ってください。
次回は、
アメリカに行かないで
日本から投票する方法の紹介です。

layout:

ワー

a bid for the Worldcon

ワールドコン豆知識 ①

開催地の投票(Site Selection)
「儂は３年後はここでやって欲しい」と投票す
ること。一つのところでもかまわないし、一番は
ここ、
二番はそこ、と云うのでもできます。
資格を持っているのはその大会の参加者（登録
だけでも可能です）で、お金（だいたい、$30前後）
を払ってします。このお金は『その投票で決まっ
た大会』の参加費の一部となります。ですので、投
票したとこが落選しても、
無駄にはなりません。
現在の３年後の大会を決定します。2007年の日
本大会が決まるのは、2004年のボストンであるノ
リスコン４(Noreascon Four)の投票です。
ゲスト・オブ・オナー(Guests of Honor)
ワールドコンには基本的ゲストはいない。
プロ、
アマ問わず全員が参加者です。
例外がゲスト・オブ・オナー。この人たちの全て
の費用を大会が負担します。ただし、大会の期間、
企画だなんだとこき使われます。
ノリスコン４(Noreascon Four)ではプロはテ
リー・プラチェット(Terry Pratchett)、ウィリア
ム・テン(William Tenn)、アマはJack Speer、
Pe‑
ter Westonの計４人。
ゲスト・オブ・オナーは開催が決定するまで発
表されません。だから日本でのゲスト・オブ・オナ
ーもまだまだ内緒。
コスプレ(Masquerade)
メインホールで行われます。そのままの格好で
会場内外をうろついている人も、もちろんいます。
ファンタシーな人とアニメな人が多くうろつい
ています。
舞台に出るときは多人数で寸劇したり、

Illustration:HANAYASHIKI, Botan

現在のＷＳＦＳ（World
science Fiction Society）規約
では、ワールドコン（World Science
Fiction Convention）の開催地は、その
３年前のワールドコン参加者の投票
コンスイート
（Con Suite）
により決定いたします。
大会の参加者なら誰で
今年、2004年は日本が立候補している2007年の
も入れる、大会側が用意す
る部屋。
開催地が決まる年です。現在のところ、2007
飲み物やスナック、果物など
年は日本の横浜とコロンバスの一騎打ち。
が用意されています。貧乏なフ
ァンの中にはここで朝食、パーテ
今年のワールドコン、ボストンで
ィーで夕食という事をする人もいる
ようですが、おおむね年輩のファン達
開かれるNoreascon4で日
が旧交を温めあったり、ファンゴシップに
本に投票しましょ
花を咲かせていたりします。
う!!

大がかりな仕掛けと
持ち込んだり、いろい
ろです。アニメな人は
日本のビッドテーブル
に良く来てくれます。

サイン会(Autograph)
毎日１時間ごとの交代で、サイン会が行われま
す。一つの枠（１時間）で４人前後の人が行ってい
ます。長蛇の列ができている人もいれば、誰一人
いない人もいます。日本のサイン会などではサイ
ンをしてくれるのは一冊だけだったりしますが、
何冊でもしてくれます。あまりの長蛇の列で時間
内に終わりそうにないときなどは制限されると
きもあります。時間内に並べば、人数の制限をさ
れることは基本的にないようです。
アメリカの人はサインを嫌がりません。ワール
ドコンに来てくれる人たちのおかげで飯が食え
ていることを知っているからでしょう（大リーグ
の選手が球場でサインを嫌がらないのと同じかな）。

ディーラーズルーム(Dealers' Room)
日本とは違ってプロのショップが多い。本、ビ
デオ、
Ｔシャツ、
アニメグッズ、
光線銃
（光線出ない）、
魔法の杖（魔法かけられない）、剣（切れない、でも
殴ったら死にそう）
などなど。
ファンタシーのグッズが多いです。
トーストマスター(Toastmaster)
メイン企画の司会進行。何云ってんのかわから
ない（だって英語なんだもん）が、とにかく良く喋
る。

※2003年の
ワールドコンは
トロントで開催

Open
トランク

!

「ＷＣ汁〜トロント編〜」
画と文：杏東ぢーな 1
3 2
Oh! Sci-Fi Guy!
いーよ いーよ
さっさと通りな！

Sci-Fi...

観光と
申請してある
のに、
同じ
シャツが沢山！

What!?

⁝⁝
ＳＦファン
なら〝仕方ない〟
ってコトか

ワールドコン日本誘致委員会

u s

Sec.1
アートショー(Art Show)
プロ、アマ問わず自分の作品を展示販売できま
す。展示物を購入するには登録が必要です。最低
限の価格が記入されているので欲しい人は金額
と登録したナンバーを記入します。つまり記入式
のオークション。作品は素敵なものからもの凄い
もの（こんなの人に見せるなよ！）までいろいろ
です。

●まず、
ノリスコン４のホームペ
ージに行きましょう。

c o n t a c t

e-mail:info@nippon2007.org

二〇〇三年
トロント
税関

1>［ホームページへ］

コンを
ド
ル 本へ!!
日
Nippon

2007
t o

●日本は二〇〇七年のワールドコンに横浜
で立候補しています︒

く度に助言をしてくれたり、
何かと便宜を図ってくれる

◆
Noreascon4の開催日は９
月２日から６日。このとこ
ろのワールドコンは８月の
月末に重なることが多かっ
たのですが、今年は今まで

!!

●ワールドコンの開催地は投票に
より決定します︒

そしていよいよ決戦の年
となりました。
できれば今年は、日本人
が大集団でボストンに乗り
込み、日本での開催を勝ち
取りたいものです。
サイトセレクションと呼
ばれる投票は、木曜日から
土曜日の午後まで行われます。

はじめは手探りで始めた
活動ですが、アメリカやヨ
ーロッパでエージェントと
して協力してくれている人
達をはじめ、ワールドコン
やアメリカの地方コンに行

◆
誘致委員会では今年もツ
アーを考えておりますので、
子細が決定致しましたら順
次発表いたします。
また、ボストンに行かず
しても日本に投票するこ
とはできますので、
おいおいご説明し
たいと思います。

●今年は二〇〇七年
の開催地が投票で

おかげで昨年までに1000
人を越す海外のプレサポー
ターを獲得しております。
◆

日本でWorldconを!!

会社を休み辛かった方にも
優しい日程となっています。
決まればアジアでも初めて
となるワールドコンの記念
すべきサイト・セレクション、
ぜひ参加いたしましょう。

決定する年です！

誘致活動も充実してまいり
ました。

ワールドコン日本誘致委
員会は、2000年シカゴで行
われた第58回World Science
Fiction Convention「CHICO‑
N2000」から誘致活動を開始
しました。

立候補地の内、自分が選ん
だ方を記入して40ドルを添
えて申し込むのです。
無料ではありませんので、
皆真剣です。どちらがより
自分にとってよいワールド
コンであるかを見極めて投
票するのです。だから誘致
活動をしている私たちも一
生懸命です。ちなみに、こ
の投票のお金は、自動的に
勝った方への参加費の一部
に組み込まれますので、自
分が投票した方が負けても
無駄にはなりません。

●みんなの力で
ワールドコンを
日本に呼びまショウ

Noreasconに行こう!!

!?

"World Science Fiction Society", "WSFS", "World Science Fiction Convention", "Worldcon", "NASFiC", and "Hugo Award" are service marks of the World Science
Fiction Society, an unincorporated literary society.
"Noreascon" is a service mark of Massachusetts Convention Fandom, Inc.

