
参加者へのご案内 

■参加受付の時間

  11 月23 日（土）12:30 - 16:30 

  11 月24 日（日） 9:00 - 10:45

【事前登録がお済みの方へ】 

登録時のご氏名・ご所属が既に印字された参加証（名札）およびご希望の方には印刷

したプログラム集を当日「受付」でお渡し致します。会場内では必ず参加証をご着用

ください。参加証のない方の入場は固くお断り致します。 

【当日参加登録をされる方へ】 

当日参加登録をされる方は、会場入り口の「受付」でご登録ください。お支払いはな

るべくおつりのないよう現金でお願い致します。参加証（名札）およびご希望の方に

は印刷したプログラム集をお渡しします。会場内では必ず参加証をご着用ください。

参加証のない方の入場は固くお断り致します。 

【参加費】 

  一般（会員、非会員とも） 2,000 円 

  学生（会員、非会員とも） 無料（受付で学生証を提示してください） 

■懇親会

奨励賞の選考結果の発表と表彰式も行いますので応募者は必ずご出席お願いします。

日時：11 月23 日（土）18:00-20:00 

場所：福利厚生施設(医心館)１階 医心館食堂 

会費：一般 5,000 円、学生 2,000 円 

■インターネット接続について

①下記の様にネットワークを設定して下さい。

SSID: yunet または yunet5
セキュリティ: WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)
セキュリティキー(接続パスワード): Yamaguchi-u
②Webブラウザを立ち上げ、山口大学情報コンセント(https://ic.cc.yamaguchi-u.ac.jp/)の
画面でユーザ名とパスワードを入力してください。

※山口大学情報コンセントのユーザ名とパスワードは受付で配布します。セキュリテ

ィのためお名前と所属を控えさせていただきますのでご了承下さい。

■クローク

場所： 医修館１階

受付時間： 11月23日（土） 12:30 - 17:40

（夜間は建物が自動ロックされますので、忘れずにお荷物をお引き取り

下さい。） 

11月24日（日）  9:00 - 12:00 

貴重品・PC・こわれもの・傘はお預かりできませんのでご了承ください。

■禁止事項

会場内での撮影、録画、録音は禁止です。発表内容のTwitter 等SNS への書き込みは

お控えください。キャンパス内はすべて禁煙です。
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Information for Participants 
■Registration Desk Opening Hours

Saturday, Nov 23, 12:30 - 16:30 
Sunday, Nov 24, 9:00 - 10:45 

[Pre-registered Participants] 
A program book (to a person wants to have it) and a Meeting ID (name tag) will be given to you 
at the Registration Desk. Please wear the Meeting ID during the Meeting. 

[On-site Registration] 
Please register at the Registration Desk at the entrance. All payment must be made in cash 
(Japanese Yen). After paying your registration fee, you will be given a Meeting ID (name tag)  
and a program book (to a person wants to have it). Please wear the Meeting ID during the 
Meeting. 

[Registration Fee] 
Regular member/non-member: ¥2,000 
Student member/non-member: Free (Please show your student ID to the Registration staff.) 

■SOCIAL RECEPTION
The promotion awards will be presented at this reception. Applicants surely attend it.

Date and time: Saturday, Nov, 18:00-20:00 
Place: Cafeteria Ishinkan Shokudou 
Fee: Regular member/non-member ¥5,000,  Student member/non-member ¥2,000 

■ENGLISH ABSTRACTS
Not available.

■INTERNET SERVICE
1) To access internet, please set up the network as follows,
SSID: yunet or yunet5
Security Type: WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
Security Key (password): Yamaguchi-u
2) Open the web browser and go to LAN Socket in Yamaguchi University webpage
(https://ic.cc.yamaguchi-u.ac.jp/) and enter the Username and Password provided from the
Reception Desk, where your name tag will be checked for the security reasons.

■Cloakroom
Location: Ishukan Hall 1st floor
Available times: November 23 (Sat.)  12:30 - 17:40

(Please don’t leave your laggages because the
entrance door is locked automatically at night.)

November 24 (Sun.)  9:00 - 12:00
We can not keep any valuables, PCs, fragile articles, and umbrellas.

■PROHIBITIONS
Photography, video recording, sound recording, and twittering the date presented are prohibited
within the Meeting venue. No smoking is allowed on the campus.
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