JLTA 会員の皆様(The English version follows.)
JLTA 2016 大会事務局から、大会期間中の受付についてお知らせいたします。以下をお読みいただいたうえで，
ご来場くださるようお願い申し上げます。
大会 URL https://jlta.ac/
◎17 日（土）の《ワークショップ１・2》受付
参加費はそれぞれ 1,000 円です。事前申し込みされていない方も、当日空きがあればご参加できます。まだ十分
に空きがあります。9 時 45 分から 12 号館 3 階の 12-310 教室前で受付を開始します。

◎18 日（日）大会受付
8 時 45 分から 12 号館 5 階のフロアで受付を開始します。

受付の流れ
登録カード記入

→

窓口持参

→ 名札記入

①記入台に置いてある、会員用登録カード（緑色）に必要事項をご記入ください。
＊懇親会参加ご希望の方は，登録カードの該当欄にチェックを入れてください。
②登録カードを会員用受付窓口までお持ちください。
③参加費 1,000 円をお支払いください。懇親会参加の方は 2,000 円をお支払いください。
④プログラム（発表要綱）が入ったバックと名札をお受け取りになり，記入台にて名札にご記入ください。
注意事項
・懇親会の席には限りがございます。お早めにお申込みください。
・懇親会参加の方は名札にシールが貼ってあります。ご確認ください。
大会当日に皆様にお会いできることを楽しみにしております。どうぞ気をつけてお越しくださいませ。
＊＊＊
JLTA 2015 全国研究大会事務局
小泉利恵 rie-koizumi@mwa.biglobe.ne.jp
片桐一彦
＊＊＊

Dear JLTA members,
We would like to inform you of how to register at reception at JLTA 2016.
Conference URL https://jlta.ac/
◎Reception for Workshops 1 and 2 on Sep. 17 (Sat.)

The attendance fee is \1,000 for each workshop. Those who have not registered can attend a workshop
if there are seats available. There are still seats available. The registration will start from 9:45
in front of Room 12-310 on the 3rd floor of Building 12.
◎Conference reception on Sep. 18 (Sun.)

The registration will start from 8:45 on the 5th floor of Building 12.

How to register at conference reception
Fill out the registration card
→

→

Bring it to the reception.

Fill out the name card.

①Please fill out the registration card (Green for JLTA members) on the fill-out desk.
＊Check the party attendance on the card if you would like to attend the banquet.
②Bring it to the reception for JLTA members (①

JLTA Members Desk).

③Pay the conference attendance fee of \1,000. The banquet fee is \2,000.
④Receive a bag with the program (conference handbook) and a name card. Fill it out and wear it throughout
the conference.
Things to be noted
・There are a limited number seats for the banquet. Please purchase the ticket at your earliest convenience.
・You will receive the name card with a seal if you pay the banquet fee.
We are looking forward to seeing you all on the conference days.
＊＊＊
JLTA 2015 Annual Conference Secretariate
Rie KOIZUMI

rie-koizumi@mwa.biglobe.ne.jp

Kazuhiko KATAGIRI
＊＊＊

