TISLR14 参加者の皆様
このたびは TISLR14 に参加してくださりありがとうございます。
このメールでは、オンライン参加方法をお知らせします。オンサイトで参加される方も、
質問や投票、ポスターセッションでは、オンラインに接続する必要がありますので、ご注意
ください。
この学会の入口はバーチャル会場 oVice に用意しています。
https://723ac3p6ek.ovice.in/lobby/enter
上記 URL から学会に登録した際のメールアドレスでログインしてください。
oVice のバーチャル会場のロビーに、Zoom Meeting の URL を掲載しています。Zoom
Meeting には、oVice からしか入れませんのでご注意ください。
招待講演、個別報告、パネルセッション、ビジネスミーティング用の URL として、メイ
ン会場の他、手話を大きく表示できるよう、副線として IS, ASL, JSL の言語ごとのリンクを
用意しています。
また、SIGNopsis 用に、別の URL を用意しています。
oVice のロビーには、上記 URL の他にパネル発表のビデオを掲載しています。また、今
後、発表のオンデマンドビデオを掲載する予定です。
その他、オンライン上で交流ができる交流スペースを用意しています。
バーチャル会場は 4 階建てになっており、1 階がロビー、2 階から 4 階は、ポスターセッ
ションの会場になっています。
ポスターセッションでは、発表者は自分のポスターのそばに自分のアイコンをおいて、ポ
スターを見に来た方に、自分の研究を紹介しながら、交流をします。
なお、学会中の発表、ポスター、オンデマンドビデオなど、全てについて、録画、キャプ
チャなどはしないでください。
詳細なプログラムは、下記 URL からご確認ください。
https://tislr2022program.appgyverapp.com/
それでは、皆様にお会いできることを楽しみにしております。

Dear TISLR14 Participants,
Thank you for your interest in participating in TISLR14.
This email is to inform you of the online participation instructions. Please note that even if you are
attending onsite, you will need to connect online for questions, voting, and the poster session.
The entrance to this conference is available at the virtual venue oVice.
https://723ac3p6ek.ovice.in/lobby/enter
Please log in at the URL above with the email address you used when you registered for the conference.
Please note that you can only enter the Zoom Meeting from oVice.
In addition to the main venue URLs for invited talks, individual reports, panel sessions, and business
meetings, there are links for each of the IS, ASL, and JSL languages as a secondary line so that sign
language can be displayed in large font.
We also have a separate URL for SIGNopsis.
In addition to the above URLs, videos of the panel presentations are posted in the oVice lobby. We
also plan to post on-demand videos of the presentations in the future.
In addition, we have a social space for online interaction.
The virtual venue has four floors, with the lobby on the first floor and poster sessions on the second
through fourth floors.
During the poster session, presenters will place their own icons near their posters and introduce their
research to those who come to view their posters and interact with them.
Please do not record or capture any of the presentations, posters, or on-demand videos during the
conference.
For a detailed program, please visit the following URL
https://tislr2022program.appgyverapp.com/
We look forward to seeing you all at the conference.

