
 

2020 年 11 月 28 日 

第２９回 SOFC 研究発表会（Web 講演会）でのご参加及び講演時のご注意事項 

 
第 29 回 SOFC 研究発表会にご参加いただきありがとうございます。 
新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため、今回の SOFC 研究発表会は、Microsoft-TEAMS を使った Web 講演会
(オンライン)となります。 
■本研究発表会の TEAMS への招待メールは、参加登録されたメールアドレスに送付いたします。 
以下の注意事項をご参照の上、ご参加ください。 
 
１．発表者の皆様へ 
１） ⼝頭発表はライブのリモート発表講演となります。講演時間に必ず、発表者がご準備をお願いします。録画での⼝

頭発表はお控えください。（事務局から発表数件前に操作ができるようにいたします）。 
２） 講演時間 12 分、質疑応答 2 分、交代時間 1 分を予定しております。 
３） 講演時間を厳守ください。次の講演者がスタンバイしており、講演時間がずれると発表会の進⾏に影響が出ます。 
４） 事前の参加登録を必ずお済ませください。登録なしの場合、講演がキャンセルされる場合があります。 
 
２．聴講者・参加者の皆様へ 
１） 講演中、聴講者の⽅々は、マイクの off をお願いいたします(ハウリングや雑⾳などを防ぐため)。 
２） 質問時間は、講演後に数分ほどとっております。質問のある⽅は、Teamsソフトのチャットに記⼊いただくか、⼿を挙

げる機能を使いください。司会が⼿を挙げている⽅を指名したら、マイク・ビデオを on にして発⾔ください。 
３） ご質問はチャット機能も使えます。質問時間内に司会がご質問をピックアップすることも可能です。 
４） 講演中の録画はお控えください。PC 画⾯をスマホなどでとることも禁⽌とします。 
５） 予稿集資料は、Web 等からダウンロードをお願いします。参加登録された⽅にパスワードなどをお知らせします。 
 
以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notice for Web-meeting (MS-Teams) 
 

November 22nd, 2020 

 

When you make a registration, we will send you the invitation E-mail for attending the 

Symposium. 

Early bird registration must be made before November 30th, 2020: You must send the e-

mail message with the registration information, such as name, affiliation, E-mail, Amount of 

money for bank transfer. 

 

1.Presenter: 

1) The presenter must be ready before one presentation. You will upload your PPT 

after the session chair announces your presentation by sharing the function with the 

Teams. 

2) Presentation time is 12 minutes with 2minutes Q&A. (For invited speaker is 40 

minutes presentation with 5 minutes Q&A). 

3) Keep your presentation time so that the program will keep the time table. 

4) Registration must be made before November 30. If we cannot find the presenter’s 

name in the registration list, we may cancel the presentation. 

 

2.Attendee: 

1) Attendees must be OFF your mic and video during the presentation. 

2) If you want to make a question after the presentation, use the “chat” function for the 

question or raise the hands. The chairperson will pick up your question or allow you 

to make a question. In that case, ON your mic and video and make a question. 

3) Do not make records for presentation  

4) For Extended Abstract Book, you can download via the Web-site. We will send you 

the password for opening the PDF Book. 

 

We would like your cooperation so that we can have a meaningful discussion at this 

Symposium. Please visit and enjoy our Web-symposium. 

 

Best Regards, 

 

The Executive Committee of the SOFC Society  

 


