
「ご寄付」に対する御礼 

先般，「寄付の受入れと運用に関する取扱い内規」を制定し，平成 23 年度年会費のお支払いに合わせ，ご寄付の

ご案内をすべての会員の皆様へ差し上げましたところ，平成 22 年 6 月 1 日から平成 23 年 5 月 31 日現在で，326

名の皆様より合計 2,943,620 円のご厚意を賜りましたことをご報告いたすとともに、心より御礼申し上げます。頂

戴した寄付金につきましては，今後の学会活動や事業に対し有効に活用させていただく所存です。

今回ご寄付をいただいた皆様のご芳名を御礼を込め，ここに掲載させていただきます。

なお，ご芳名の掲載をご辞退された皆様が 95 名おいでになりましたことを申し添えさせていただきます。 
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