九州コミティア・ミーティング

配布資料

日時 2016 年 9 月 25 日 17：00－19：00
場所 北九州市漫画ミュージアム 5 階 企画展示室 B
併催イベント
① コミティア見本誌読書会 同会場 11：00－19：00
② 九州コミティア・ミーティング親睦会 19：30～
会場 COLT
(ミュージアムより徒歩 5 分)
※親睦会のみ茶菓代実費。
主催 九州コミティア・ミーティング (代表ひのもとめぐる)
協力 北九州市漫画ミュージアム
コミティア実行委員会

今日の流れ
1． コミティアについて
2． 福岡の創作ジャンルについて
3． 開催日と場所について
(ア)

九州プレ・コミティアについて

(イ)

第 1 回九州コミティアについて

4． 必要なスタッフについて
5． スタッフ以外の参加について
6． ハッシュタグ #九州コミティア について
7． 質疑応答・意見交換会

1． コミティアについて
コミティアは 1984 年に東京で開始された“自主製作漫画誌展示即売会”
。
開催ペースは年 4 回(2・5・8・11 月)で会場は東京ビッグサイト。3000～5000 サークル
参加、来場者は 15000～20000 人。一般的な同人誌の 2 次創作・パロディを取り扱わず、オ
リジナル作品のみに限定し開催。オリジナル作品であれば漫画以外の表現も可。
2016 年 10 月 23 日の開催で 118 回を数える長寿イベントであり、一般的な会議机(長机)
半分のサークルブースのほか、2 メートル四方の展示ブース、子連れ参加ブースや「部活動」
などの企画ブースもあり。
会場内には他イベントを誘致・併催したり、トークイベントなども開催。
漫画コースや専門学校の展示、漫画関連のアイテムを取り扱う会社や印刷所のデモブー
ス。有名なところでは、出版社による出張編集部や漫画賞、海外マンガフェスタなどがあ
る。
☆地方コミティアについて
本企画も「地方コミティア」に分類されるが、このコミティアを地方に読んだものをい
う。
関西、名古屋、新潟、北海道、みちのくなどがあり、九州もこれに加わる。
気を付けてほしいのは、
「コミティアの趣旨に賛同し、それぞれの場所でも同じイベント
を開催したいと考えた地元の団体」という位置づけであり、東京の本家コミティアとは協
力体制にある、有志の別団体となる。
☆ティアズマガジンについて
コミティアでの入場券を兼ねる「ティアズマガジン」という冊子が存在します。当日会
場の案内、参加サークルリストとカット、同人誌のピックアップなどのコラムもあります。
非常に作りこまれた雑誌形式のパンフレットです。九州で実現できるかな、がんばりたい。

2． 福岡の創作ジャンルについて
20 年ほど前…博多のももちパレスにて、2000 年前後に終わった創作オンリーイベントが
あった記憶。40 回くらい開催していた。博多以外の地域については情報がありません。
福岡は 2000 年ごろにオールジャンル同人誌即売会は最盛期を迎えるも、インターネット
等の発表の場が移行した時代が来たのもあり、、急速に勢いをなくしていきます。
また、福岡と北九州の開催場所が二分されている状況があります。

2002 年ごろに、
「ピース」という創作オンリーイベントがももちで 1 度開催。
「まんが Q」という創作交流会と創作展示即売会が井尻・ももちで 1 度ずつ開催。
現在は天神にて「Ade」というハンドメイドと創作オンリーのイベントが 7 回目を数えて
います。
創作サークル数としては、創作 1 本でやっていて、イベントに出展するサークルが 50～
100 を推移していると考えています。大きなイベントだけに出てくるというサークルを含め
ると 150～200。潜在数はかなり多いと感じます。

3． 開催日と場所について
開催場所については、現状は北九州。小倉駅近辺と決定しています。
(ア)九州プレ・コミティアについて
2017 年 2 月 18 日(土) 開催決定
場所・北九州市漫画ミュージアム 5 階(フロア範囲未定)
時間未定。
プレ開催なので「本格的なコミティア通りにやる」か「本日のような意見交換会
をやるか」などまだ検討中。意見求む。
募集 sp は最大 100 を予定。
企画者側の都合で土曜になってしまった。
(イ)第 1 回九州コミティアについて
2017 年 9 月後半 開催準備中。
場所・北九州、小倉駅近辺
本格的なコミティアとして開催。募集 sp はおそらく最大 300。
併催イベント等検討中。
開催場所が北九州であることについては、様々な理由があるが、北九州市漫画ミュージ
アムがこの企画ができる前からコミティアの見本誌読書会を実施するなど、コミティアへ
の考えが強く、今回企画を立ち上げた際に協力を得られるという状況になったこと。
開催してみないと規模がわからないため、回を重ねながらほかの場所、特に要望の多い
博多や、漫画文化を盛り上げようとしている熊本など、他地域の開催を視野に入れたい。
4． 必要なスタッフについて
現在、当日の会場スタッフが取りまとめられていない。丸 1 日ボランティアでスタッフ
が可能な方から、当日朝や帰りにちょっと手伝えるという方まで、今回登録をしてほしい。

現在募集として例を挙げているスタッフは…
●チラシやパンフレット制作
●申込受付などのデータ化、参加書類等の制作発送などの事務作業
●当日の設営撤去
●イベント中のスタッフ
などを挙げています。スタッフが増えればできることも増えますし、やりたい構想も増え、
実現できるようになります。
5． スタッフ以外の参加について
コミティアはスタッフ参加以外に、「サークル出展参加」「一般参加」を挙げています。
ぜひ楽しんで帰っていただきたいこととともに、SNS 等での開催情報の拡散をしていただけ
ると嬉しいです。
ご意見については、ぜひ本部か、下記のハッシュタグにて！
6．ハッシュタグ #九州コミティア について
9 月 22 日深夜 0 時ごろより、Twitter 上にて九州コミティア開催の情報を解禁。
告知つぶやきは約 800RT、約 400 つぶやきを確認。
ハッシュタグ #九州コミティア にて意見を募集。
以下つぶやきで多かったものに対して。
●開催日時について
・土曜開催ではいけない
・会社が休めない、学校がある
→プレ・コミティアのみ、様々な事情でやむを得ず土曜開催になってしまった。
本開催時は日曜日を基準、ずれても祝日。新幹線格安切符を考えると祝日も避けたい。
●開催地域について
・小倉が遠い
・博多・天神だと交通の便がいい、行ける。
・鹿児島、久留米、そのほかの九州各地へ来てほしい。

↑Twitter 上で個人が取られていたアンケート結果
→現在。小倉開催は北九州市漫画ミュージアムの協力が大変大きい、これがなくてもでき
る規模になるか、同じ規模の協力がある地域・施設でしか開催はできない。他地域での開
催も視野に入れて「九州」とつけているので、巡回開催ができるようなイベントにしたい。
●委託募集について
・委託参加募集は検討しているのか
→検討することはするが、委託は大きなリソースを取られてしまうので、専任スタッフと
ある程度のスタッフ人数が確保できてからになる。
●コスプレについて
・コスプレ規定等をしっかり
→委託よりは大きくないが、こちらもスタッフの増員が必須になるので未検討。実施の際
は問題点を考慮した展開にする。
●そのほかの出展希望やアイデア
・露店やイートインスペース
→資格がいるものは、業者が呼べるかどうかになる。ブースの設置は会場とスタッフに余
裕があればできる。コミティアは「見本誌閲覧ブース」が存在するので、飲食 NG の着席・
机のあるスペースはできる可能性がある。
・グッズサークルの参加
→グッズサークルの参加について拒むことはないが、問題が起きるれば対応する。ブース
の種類を分けるなどはやるかもしれないが、現状はなし。注意はしておくので、グッズサ
ークルさん、そうでないサークルさん両方から意見を頂きたい。

●主催者の思い
今回、九州コミティア・ミーティングを立ち上げました、ひのもとめぐるです。
あまり同人活動はしておらず、九州にも住んでいません。
昔、創作ジャンルに思いをはせていた私は、やっと博多のももちパレスで開催された「COMICREVO(だっ
たかなぁ)」という創作オンリーイベントに出会いました。出会ったんですが「先月で最終回」。悔しさの
あまり、自分で創作イベントを立ち上げました。しかしながらこれも、漫画家デビューと上京が目の前に
降ってきて、泣く泣く 1 回だけの開催で放り出して関東に旅立ちました、あれから十数年。関東のコミテ
ィアには参加していたのですが、いずれにぎわっている九州でもコミティアが開催されるものと思い、過
ごしてきました。
が、開催されることはなく、北海道が立ち上がり、みちのくまで…。
これはいかんと思っていた矢先、今年の春に北九州で開催された「アズ 50 年展」という老舗同人サーク
ルのイベントで、コミティア主催の中村公彦氏との座談会に登壇することになりました。(コミックマーケ
ット準備会の米澤夫人も！)そこで思い切って言ったんです。
「九州コミティア開催したいですね～！」
それからあれよあれよと開催が決まってしまいました。
漫画での町おこしというのはここ 20 年ほどあらゆる地域に広がっています。作家を育てるもの、有名な
作家や漫画に頼るもの、聖地巡礼に名物や地域の擬人化などいろんなものがあります。
福岡県は珍しい県で、地理的にいくつかの地域に分断されています。その中で 2 つの大きな都市が、近
年この「クールジャパン」というものに染まっています。
福岡はゲームやアニメに、北九州は漫画に各々が違う進化をしています。
急速な成長を遂げるゲームシティ・福岡と、漫画シティ・北九州が切磋琢磨する世界って、めちゃくち
ゃおもしろいじゃん！この面白さがどこまで行くか見てみたいという好奇心が、今回の九州コミティア開
催への原動力です。
関東住まいが 10 年を超え、こうやって発足イベントすらイベントで呼びかけて人を集めないといけない
ほど、右も左もわかりません。完全のゼロからのスタートです。
産声を上げたばかりのイベントで気が早いですが、末永いイベントにしていきたいと思っています。一緒
に「九州コミティア」を作っていきましょう。

九州コミティアミーティング代表
ひのもとめぐる

■親睦会の案内■
2016 年 9 月 25 日(日) 19：30～
場所 株式会社 COLT
北九州市小倉北区米町 1－5－15
勝山大阪町ビル 4F
※飲食代実費・持ち寄り制。
案内いたします。

