第10回 折紙探偵団静岡コンベンション案内書
2年に一度開催されることになった折紙探偵団静岡
コンベンション。場所は前回と同じ富士山世界文化遺
産に登録された三保の松原に近い東海大学社会教育
センター三保研修館。宿泊施設とコンベンション会場
が同じということもあって、参加者には好評である。宿
泊は相部屋となるが料金もリーズナブルだ。
また、
スペ
シャルゲストはフランスのViviane Bertyさん。
＜ スペシャルゲスト＞
今回のスペシャルゲストは、
フランスの前MFPPの会
長で折紙作家のViviane Berty（ヴィヴィアン・ベルテ
ィ）氏。
日本文化への造詣もとても深い。最近は曲線美
を活かしたウェット・ホールディングの作品が多い。
自作
のペインティングペーパーや、
布を使うなど、
意欲的な試
みもしている。

＜折り紙教室＞

メインの折り紙教室では、
シンプル作品から超難解
作品まで、
バラエティに富んだ折り紙教室が開かれます
※1。
参加者の皆様には、教室受付順位の順番※2でご希
望の教室を選んでいただきます。

＜本大会の運営方針と趣旨について＞

本大会の特徴は、講師も受講者も、会場にいる全員
が同じ立場の参加者であることです。
前の時間に講師と
して皆さんの前に立った人が、
次の時間には受講者の1
人となる、
そんなかたちで教え、教わりながら交流を深
めることを目的としています。
折り紙好き同士、
世代や立
場や国籍を超えて楽しみつつ交流を深めようというの
が、
このコンベンションの趣旨です。

＜本大会の運営スタッフについて＞

運営スタッフは、
ボランティアでありつつ参加者の1人
です。全員参加費を支払って、仕事をこなしながら講演
会や教室にも参加します。
全てのご希望に完璧に応える
ことが出来るとは限りませんが、精一杯努めて参ります。
参加者もスタッフも、
同じ立場で全員が楽しめる場所を
作りたいという情熱が原動力となっております。何卒皆
様のご理解とご協力をお願いします。
※1...1教室1時間（50分）
が基本で、2時間の教室もあります ※2....詳細は
「折り紙教室受付順位の決定方法」
を参照ください

大会名

第10回 折紙探偵団静岡コンベンション

●会場 東海大学社会教育センター

三保研修館

●募集人数

150人
※募集人数に達し次第締め切ります。

●主な内容
■創作家・研究家による折り紙教室
■創作家・愛好家による作品展示
■お楽しみ懇親会（水族館の水槽前での懇親会は好評です。）
・折り紙愛好家による折り紙を楽しむイベントです。
・折り紙が好きな方ならどなたでも参加できます
（小学生以上）。
・小学生のお子様は、保護者の同伴が必要です。
（保護者の方にも参加費をお支払いいただきます。）

●日程
■11月23日（金）折り紙教室・懇親会
09：00〜
10：00〜
10：30〜
12：30〜

受付
教室受付
全体会

18：00〜

お楽しみ懇親会(希望者のみ)

折り紙教室

■11月24日（土）折り紙教室
参加・教室受付
9：00〜
10：00〜15：40 折り紙教室

16：00〜

閉会式

※スケジュールや内容は、
やむをえず変更になる場合があります
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●コンベンション参加費

※当日会場にてお支払いください

■折り紙教室（1日のみの参加でも同額です）
大人＝4,500円
学生＝3,000円（小, 中, 高, 大, 専門学校生）
親子割引（保護者1名に小学生以下2名まで適用可）
＝ 大人4,500円＋子ども2,000円×人数分
※折り紙教室の参加費には、おりがみ用紙、名札、
記念バッジ、ボールペンなどの費用が含まれて
います。
※教室に参加しなくても、会場に入る場合は参加
費が必要です
（保護者の場合も同じです）。

※会場内への入場には参加費が必要です
（参加登録と名札の無い方は入れません）
親子割引の注意点
・親子割引の保護者は実際の親子でなくても
かまいません。
・お子さんを参加させたまま、保護者だけ会場
外へ長時間出る事はご遠慮ください。
・おりがみ用紙は１人分の配布となります。
・割引適用者には名札と記念グッズのみ配布さ
れます。
・教室は保護者の方も通常通り受講できます。
■お楽しみ懇親会
（希望者のみ。懇親会だけの参加も可、水族館
入館料を含む）
大人＝4,500円
中学生以下＝4,000円

※1日目の夕食を兼ねた懇親会。東海大学社会教
育センター三保水族館内の大水槽前で開催。
閉館後の開催で、1階水族館の見学もできます。

●昼食について
各自で持参か、弁当の予約可能（お茶付き1,000
円）。周辺飲食施設は少なく、コンビニエンススト
アまで1kmほどあります。

●宿泊について
4,100円（一泊朝食付き、希望者のみ）
三保研修館宿泊室を利用。一部屋6人から8人の
大部屋。女性2階、男性3階の予定。
夕食は懇親会のみ。

22日(木)の前泊も受付可能。

※参加申し込みの締切11月10日必着

●キャンセル料金について

都合によりやむなく参加をキャンセルされる場合、事務
処理の混乱の原因となりますので、必ず事前にご連絡
くださいますようお願いします。
個人の参加資料（バッジ、名札、記念ボールペン等）制作
以後のキャンセルについてはキャンセル料（半額）
が発
生します。

参加申し込み手順について
1.同封の申込書に必要事項を記入後、郵送またはFAX
で、申込書に記載の宛先までお送りください。締め切
りは11月10日
（土）必着です。
2.申し込み受付後、
「参加受理票」、
「会場地図」等の詳
しい案内書をお送りします（10月27日（土）以降発
送開始予定）。
3.コンベンション当日、
「参加受理票」と参加費をお持
ちください。
4.受付にて「参加受理票」を提示していただき、参加費
をお支払いいただきます。
5.参加費を受領後、
「名札」
「折り紙教室のプログラム」
「教室申込用紙」
「折り紙用紙セット引き換え券」等を
お渡しします。

折り紙教室受付順位の決定方法
1.教室受付順位とは、教室参加申し込みを受け付ける
順番です。第1〜第3希望まで決めて頂きます。
2.教室受付は、23日と24日の朝に、それぞれ当日行
われる分の教室についてのみ行われます。
3.番号が若いほど、第1希望の教室を受講できる可能
性が高くなります。
4.まず最初に10月26日到着分までの申し込み用紙
がシャッフルされ、教室受付順番が付けられます。
5.この順番は、23日と24日で逆になります。例えば、
26日までに到着した申し込みが100人ならば、23
日に1番だった人が24日に100番になります。
6.それ以後の申し込みについては、申し込み締切の
11月10日(土)に2度目のシャッフルをして、残りの
番号を振り分けします。
7.この番号も、23日と24日では、
（このグループ内で）
順番が逆になります。

注意！ 折り紙教室には定員があります。教室受付
順位番号が後ろの場合、第1希望の教室に参加で
きないこともあります。
このシステムは、ボランティアによる事務処理の軽減を
目的としています。ご理解と、早期お申し込みにご協力
お願いします。

特別企画
折り紙作品人気コンテスト 作品募集＝創作作品とは限りません。
折り紙アイテムオークション 参加者から出品された折り紙関連

アイテムのオークションです。売り上げは日本折紙学会に寄付されます。
皆さんからの提供をお待ちしています。

Origami ATC 交換会

(Origami ATCとは？ 探偵団マガジンカラーページ参照）
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【第10回折紙探偵団静岡コンベンション参加申込書】2018年11月10日
申し込み締切

★本書必要事項を記入の上、事務局まで郵送又はFAXでお送りください。

★申し込み受付後、参加受理票・会場地図等の詳しい案内書（10月27日以降発送予定）をお送りします。

★家族及び保護者以外の複数名の参加申し込みは、各自で1枚ずつ申し込んでください（同封での郵送は可）。
★用紙が足りない場合はコピーしてご使用ください。

'18

※参加料金は当日会場で受け付けますので、絶対に郵送しないでください。

電話：

（

）

11月23日（金）

※「学生」は小・中・高・大(専門学校
含)の学生を対象とする
※「親子割引」は、割引きを適用する
小学生の人数を記入

メールアドレス：

11月24日（土）

11月23日（金）

11月23日(金)
宿泊
男性

※「学生」は小・中・高・大(専門学校
含)の学生を対象とする
※「親子割引」は、割引きを適用する
小学生の人数を記入

女性

中学生以下

コンベンション
前日の宿泊希望
※同室希望等は「通信欄」に記入

弁当予約（お茶つき）
23日(金)
個

24日(土)
個
2018.09.25

TEL & FAX 03-5684-6080
E-mail=webman@origami.gr.jp
※Eメールでの参加申し込みは受け付けておりません。

第10回折紙探偵団コンベンション講師参加のご案内
11月23日
（金）
、24日
（土）
に行われる折り紙教室で、講師を担当していただける方を募集しています。折り方を教わ
ることはもちろんですが、好きな作品を人に伝えることも折り紙の楽しみ方のひとつ。是非この機会に講師としてご
参加ください。
◆折紙指導員募集希望者はいちばん下の欄に記入してください。
責任をもって受講者に作品を教えていただける方。
年齢・性別・キャリアは問いません。
●申込み方法 講習作品の写真
（作品の全体がきちんと確認できる大きさと
明るさの写真、
裏面に講師氏名・作品名を明記）
と申込書を
郵送にて事務局までお送りください。
●資格・制限

2018年10月31日
（土）
（必着）

●締め切り

■申込みの際は以下の点にご留意ください。
1）
講習は複数申し込んで頂くことができます。
講習が異なる作品の
場合は、
本書を回数分コピーしてお使いください。
2）
講習して頂く作品数や時間数は、
プログラムの都合上完全には
ご希望に添えない場合もあります。
ご了承ください。
3）講習内容は、
決定次第ご連絡致します。
4）例年、
130分枠（難解作品講習）
がやや多い傾向にあります。
60分枠での初級〜中級作品もご検討いただければ幸いです。
5）事務局から講習作品をご相談させて頂く場合があります。

6）
自作以外の作品を使用したり、
また折り図等をコピーする場合は、
原作者の許可が必要です。
アレンジ作品の場合も同様です。
許
可については、
原則としてご自身で取得願います。
7）講師の方も、
コンベンション参加費をお支払いいただきます。
8）
本申込み書とは別に、
コンベンション参加の申し込みが必要です。
同封の申込書
（WEBからもダウンロードできます）
をご利用ください。
9）
お送りいただいた作品写真は、
原則として返却致しません。
また
講習当日は、
別途展示用見本作品が必要となります。

フリガナ
氏名

住所 〒
（

電話

E-mail

-

◆講習作品名（講義名）

◆作品創作者（アレンジの場合原作者も明記）

（英語タイトル

◆講習時間
◆難易度（★

）

□ 創作者の許可取得済

）

□60分
（1コマ） □2時間10分（2コマ）
）
個

★1個は折り鶴以下、
4個は悪魔(前川淳・作)
を目安にお考えください。上限はありません。

◆作品情報 あてはまる項目にチェック。複数回答可
□不切正方形一枚折り作品 □複合作品 □ユニット作品 □実用作品
□講習時展開図使用 □折り図又は展開図は会場でコピーを配布予定
□その他（
）
◆講習希望日

□23日

□24日

□どちらでも良い

◆受講生に用意してもらうもの
□ハサミ □カッター □ノリ
□その他（

□定規

□講習時折り図使用

※必ずしもご希望に添えない場合があります。
ご了承ください。

□筆記用具

□材料費※（１人

円程度）

※講習用に材料、
折り図等をご用意される場合、
教室内で必要経費（用紙代・コピー代等）
を集めることは可能です。
教室プログラムに記載しますので正確な金額が分かり次第、
事務局にお知らせ下さい。

◆備考欄

）

その他連絡事項などあればご記入ください
（旅程等の関係でご都合の悪い教室時間帯がありましたらあらかじめお知らせ下さい）

◆折紙指導員認定審査

□希望する

※審査を受けるには第28期日本折紙学会会員であることが必要です。

折紙指導員審査をこ希望の方は、
日本折紙学会事務局に別途審査
申し込み用紙を申請取り寄せの上、
講師申し込み用紙に同封願います。

〒113-0001 東京都文京区白山1-33-8-216 日本折紙学会事務局
Tel / Fax : 03-5684-6080 E-mail : webman@origami.gr.jp

静岡コンベンション係

2018.09.25

