
IADPSG2020、第36 回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会

運営に関するご寄付のお願い

謹啓 

益々ご隆盛のこととお慶び申し上げますとともに、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申

し上げます。 

「一般社団法人日本糖尿病・妊娠学会」では、2020 年 11 月 13 日から 15 日にかけて、 

「メルパルク京都」におきまして、国際学会「IADPSG2020」、ならびに「第 36 回日本糖尿

病・妊娠学会年次学術集会」を合同で開催させていただく予定でおります。 

 本会には、全世界の糖尿病と妊娠の分野を専門としている医師やメディカルスタッフの方々

が多数参加し、 新の臨床例、研究成果の発表・討論を行っています。その動向は国際的に

も大きな意義があり、参加者の学会に対する期待も誠に大きいものと確信しております。 

このような学会を開催させていただきますことは、きわめて光栄なことと存じ、より充実

した内容の学術講演会とするべく、関係者一同、鋭意準備を進めております。 

しかしながら、本会開催には多くの費用を必要とし、少しでも支出を抑えるべく努力をし

ているところではありますが、昨今の状況を鑑みますとより充実した学会にするためには、

準備金や参加費等では賄いきれず、各方面からのご支援・ご協力を仰がざるを得ないのが実

情であります。 

以上のような趣意をご理解いただき、本会運営のためにご理解とご寄付を賜りますよう、 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

２０１９年５月 

一般社団法人日本糖尿病・妊娠学会 

理事長、IADPSG2020 会長 

平松 祐司 

広報・渉外担当常務理事、第 36 回日本糖尿病・妊娠学会 会長 

杉山  隆 

会計担当常務理事、IADPSG2020 募金委員会委員長 

内潟 安子



寄付金募集要項
■ 寄付金の使途

2020 年 11 月 13 日から 15 日開催の「IADPSG2020」、「第 36 回日本糖尿病・

妊娠学会年次学術集会」運営資金

■寄付金額  １口  １０，０００円

＊一般社団法人日本糖尿病・妊娠学会へご寄付をいただきました方には、お名前を

当会ホームページにて公開させていただきます。公益財団法人日本糖尿病財団を

通じてご寄付していただきました方には「財団通信」へ掲載させて頂きます。

＊ご寄付は返還いたしませんことをご承知ください。

■ご寄付の方法

①本学会へ直接ご寄付をいただく方法と、②公益財団法人日本糖尿病財団を通じ

てご寄付をいただく 方法がございます。



 

 

①一般社団法人日本糖尿病・妊娠学会へ直接ご寄付をいただく場合 
「別紙１」の寄付申込書を「一般社団法人 日本糖尿病・妊娠学会」宛に FAX、ま

たは郵送でお送りいただき、寄付金につきましては、下記の口座へお振込みいただ

きますようお願い致します。なお、当学会へのご寄付については、税法上の優遇措

置はございません。 
 
●寄付金申込用紙送付先、お問い合わせ先： 
一般社団法人日本糖尿病・妊娠学会事務局 
〒105-0003 東京都港区西新橋２－８－１１七東洋海事ビル８階 ㈱創新社内 
電話：03-5521-2881、FAX:03-5521-2883 
担当者：草野 佳壽子（jsdp@mhlab.jp） 

 
●寄付金振込先 
三菱 UFJ銀行 新橋支店 普通  ５３２１１５４  

一般社団法人日本糖尿病・妊娠学会 寄付口 

                                                                           

②公益財団法人日本糖尿病財団を通じてご寄付をいただく場合 
特定公益増進法人に対する特定寄付金として、税法上の優遇措置が講じられま

す。日本糖尿病財団へのご寄付は、寄付額の 90％が本学会に入金されます。 
「別紙２」の趣意書をご確認いただき、「別紙３」の寄付申込書へご記入の上、

「公益財団法人日本糖尿病財団」宛に FAX、または郵送でお送りいただくととも

に、寄付金につきましては、下記口座へお振込みいただきますようお願い致しま

す。 
 
●寄付金申込用紙送付先、お問い合わせ先： 
公益財団法人日本糖尿病財団 
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-4-11 柏屋ビル南館 7 階 
電話：03-3815-2050、FAX:03-3815-4954 
担当者：永田明美（E-mail：nagata@j-df.or.jp） 
ホームページ：http://www.j-df.or.jp 

 
●寄付金振込先 

 銀行口座：みずほ銀行 本郷支店  普通 １８２８２２５ 
                 公益財団法人日本糖尿病財団 

   郵便振替口座：口座番号：００１８０－７－７２１１９８ 

mailto:nagata@j-df.or.jp


 

 

収支予算書 
 
収入内訳 

学会参加費：      14,000,000 円 
スポンサードレクチャー共催費：     8,000,000 円 
広告費：        1,000,000 円 
展示費：        2,000,000 円 
寄付金： 

  企業関連（日薬連含）：      3,500,000 円   
  個人会員等：       5,500,000 円 
補助金（財団等）：      2,000,000 円 
自己資金：         10,000,000 円 
収入計：       46,000,000 円 

 
 
支出内訳 

事前準備費（運営事務局）：   15,000,000 円 
当日運営費： 
会場費：             9,000,000 円 
機材関連費：      3,500,000 円 
看板関連費：      2,500,000 円 
運営要員費：      3,000,000 円 

  同時通訳費：      2,000,000 円 
招請関係費（国内外 30 名）：    5,500,000 円 
Party 関係費：      4,500,000 円 
事後処理費：        500,000 円 
支出計：        45,500,000 円 
予備費（収入計―支出計）：           500,000 円 

  



 

 

別紙１ 
⼀般社団法⼈⽇本糖尿病・妊娠学会事務局 ⾏（株式会社創新社内） 

FAX   03-5521-2883 

 

IADPSG2020、第36回⽇本糖尿病・妊娠学会年次学術集会 

寄付⾦申込書 

上記の活動に賛同し、下記の⾦額を寄付⾦として申込致します。 
 
 

⾦                          円也 
 

ご芳名︓ 

ご住所︓〒 

TEL: 

FAX: 

E-mail:  
お振込み予定⽇:           年      ⽉      ⽇ 
 

 
 
 
 

●お問合せ先 

一般社団法人日本糖尿病・妊娠学会事務局 

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-8-11 第七東洋海事ビル 株式会社創新社内 

TEL:03-5521-2881 FAX：03-5521-2883 

E-mail:jsdp@mhlab.jp 

 

●お振込先： 

三菱 UFJ 銀行 新橋支店（４３３） （普通）５３２１１５４ 

一般社団法人日本糖尿病・妊娠学会 寄付口 



別紙２ 

ご寄付のお願い 
 
 

日本糖尿病財団は、糖尿病の予防、早期診断・治療・研究を進めるために多くの方々のご援

助により平成３年に設立され、平成２５年４月には公益財団法人として認可を受けました。 
当財団は、糖尿病に関する調査・研究および糖尿病に関する学術集会への助成を行うことに

より、糖尿病学の発展向上に寄与するとともに、糖尿病に関する正しい知識の普及・啓発活

動を行うことにより、糖尿病者の福利に益することを目的として活動しています。 
しかしながら、当財団が今後とも十分な公益事業を行っていくためには、より多くの方々の

浄財のご寄付に頼らざるを得ないのが実情であります。 
つきましては、当財団の活動にご理解と皆様のご厚情を賜りたくお願い申し上げる次第であ

ります。 
 
なお、ご寄付いただいた場合には、特定公益増進法人に対する特定寄付金として、税法上の

優遇措置が講じられますので申し添えます。 
 

 
公益財団法人 日本糖尿病財団 

 理事長   岩本 安彦 
 

 
※ご寄付に関するお問い合わせは下記の財団事務局（担当：永田）までお願いいたします。 
 
 
 

公益財団法人 日本糖尿病財団 

〒113-0033 
東京都文京区本郷３－４０－１１ 柏屋ビル南館７階 

電 話：０３－３８１５－２０５０ 
F A X：０３－３８１５－４９５４ 

      U R L：http://www.j-df.or.jp 
 

【 担当者：永田明美   E-mail： nagata@j-df.or.jp 】   

http://www.j-df.or.jp/
mailto:nagata@j-df.or.jp


別紙３ 

寄付申込書 
  年  月  日 

公益財団法人日本糖尿病財団 御中 
 

貴財団の趣旨に賛同し、下記金額を寄付いたします。 
 

金                万円也 
（振込み予定日    年   月   日） 

 
ご氏名または団体名                印 

 
代表者名（団体の場合）                

 
ご住所 〒                      

 
ＴＥＬ          ＦＡＸ           

 
＊ 寄付金受領の証明書等の送付先（上記と異なる場合のみご記入ください） 

 

ご住所                        

ご担当者名等                     

メールアドレス                    

ＴＥＬ                        

ＦＡＸ                       

＊ 寄付金をお振込みいただく場合は、以下の口座へお振込みください。 
（振込手数料はご負担願います） 

 銀行口座：みずほ銀行：本郷支店  普通 １８２８２２５ 
     ザイ）ニホントウニョウビョウザイダン 

                 公益財団法人日本糖尿病財団 
   郵便振替口座：口座番号：００１８０－７－７２１１９８ 
                   加入者名：公益財団法人日本糖尿病財団 

 
 

JSDP 


