日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

日本英語交流連盟（ESUJ）創立 20 周年記念レセプション
ESUJ は、下記の通り ESUJ 役員、会員、賛助企業などの協力者とともに創立 20 周年を祝うレセプシ
ョ ン を 開 催 い た し ま す 。 創 立 20 周 年 記 念 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
（http://www.esuj.gr.jp/_files/event/2017/2017.10.10_ESUJ_Symposium_Flyer.pdf ご参照）
に引き続いて開かれるこのレセプションでは、シンポジウムに参加する著名なパネリストをはじめとして、
ビジネス、メディア、学会、教育界、外交団など各界からの参加者との自由なふれ合いを楽しんでいただ
きたいと存じます。
余興としまして、Fun debate を開催する予定です。英国大学から派遣された優秀なディベーターと
ESUJ 大会で鍛えられてきた日本人ディベーターによる機智に富んだディベートをご覧いただけます。
ご参加をお待ちしております。

日
場

時：2017 年 10 月 10 日 （火） 18:30 〜 20:30 （18:15 受付開始予定）
所：国際文化会館 樺山ホール
〒106‐0032 東京都港区六本木 5‐11‐16
03-3470-4611

詳

細： http://www.esuj.gr.jp/event/4_index_detail.php

参加費：事前申し込み（10/5, 15 時まで）: 5,000 円
当日
: 6,000 円
申

込： https://ws.formzu.net/fgen/S16641893/
10 月 5 日（木）までにお申し込みください。
万一お申込後にご都合悪くなられた場合には、10 月 2 日（月）13 時までにお申出く
ださい。それ以降のキャンセル、当日ご欠席につきましては、会費を頂戴いたします。

参加費の事前お振込みをお願いいたします。
本イベントの参加費は、
【10 月 5 日午後３時までに】下記口座へお振込みください。

三菱東京ＵＦＪ銀行

064 赤坂見附支店

普通口座：０２３３７９０

（通常の口座とは異なります。）

口座名：一般社団法人 日本英語交流連盟
（銀行振込手数料は、ご負担いただくようお願いします。）
【お願い】
・お申込登録が済みますと、自動返信メールが届きます。届かない場合は、日本英語交流連盟に
お問い合わせをお願いします。Tel: 03-3423-0970
・当日は受付が大変混み合うことが予想されます。スムーズなご入場のために、お申込登録の
自動返信メールをプリントアウトしてご持参下さいますよう、ご協力お願いいたします。

日本英語交流連盟 http://www.esuj.gr.jp
Tel: 03-3423-0970 Fax: 03-3423-0971 e-mail: esujoffice@esuj.gr.jp
一般社団法人

日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan
THE ESUJ 20TH ANNIVERSARY RECEPTION

ESUJ will host a reception for its officers, members, sponsors, supporters and
friends to celebrate the 20th anniversary of its establishment, immediately following
its
20th
Anniversary
Symposium
（http://www.esuj.gr.jp/_files/event/2017/2017.10.10_ESUJ_Symposium_Flyer.pdf）.
This will give you an opportunity to mingle freely with the prominent panelists
taking part in the symposium as well as with representatives of business, media,
academic, educational, diplomatic and other circles.
As entertainment, we will be presenting a demonstration Fun Debate. You can
enjoy first hand the humorous exchange of quick wits among the champion debaters
dispatched from UK universities and the Japanese debaters who have honed their
debating skills through ESUJ competitions.
We look forward to welcoming you there.
Date:
Venue:
Info:

Tuesday, October 10, 2017
18:30 〜 20:30 (Door open at 18:15)
Kabayama Hall, the International House of Japan
5-11-16 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
http://www.esuj.gr.jp/en_event/2_index_detail.php

Fee:

Advance Payment（by 15:00, 10/5）: 5,000 yen
Payment at reception
: 6,000 yen

Apply:

https://ws.formzu.net/fgen/S16641893/
Please apply by Thursday 5th October.
Cancellation on/after 13:00, October 2nd (Mon.) or no show will be charged.

Please remit to the account below after you receive a confirmation email.
【By 15:00, 10/5】
Bank of Mitsubishi-Tokyo UFJ (0005)
Akasaka Mitsuke Branch (064)
Ordinary (futsu) Account No. 0233790
Account Name: ｼﾔﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｴｲｺﾞｺｳﾘｭｳﾚﾝﾒｲ
We ask you to bear the costs associated with fund-transfers.
【Important】
・You will receive an confirmation email. If not, please contact us. Tel: 03-3423-0970
・Please bring a copy of your confirmation e-mail.

日本英語交流連盟 http://www.esuj.gr.jp
Tel: 03-3423-0970 Fax: 03-3423-0971 e-mail: esujoffice@esuj.gr.jp
一般社団法人

