平成 31 年 2 月 4 日
一般社団法人日本呼吸器学会
会員の皆様へ

アジア太平洋呼吸器学会へのご寄付のお願い
拝啓
立春の候、ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素からアジア太平洋呼吸器学会（APSR：Asian Pacific
Society of Respirology）の諸事業にご理解を賜り、APSR 団体加盟学会としての貢献のみならず、両学会での学術交
流につきましても多大な寄付をしていただいておりますこと、また来年 2020 年は、貴学会が京都にて APSR 学術
集会を開催されること、私どもも心強い限りでございます。

さて、既報の通り APSR は特定非営利活動法人（NPO）から、さらに APSR の活動をより活発化するため認定 NPO
法人資格の準備をしております。認定 NPO 法人許可後は、ご寄付をしていただいた方は寄付金控除制度が適用さ
れ、税金の還付をうけることが可能になります。APSR のメリットと致しましては、ご寄付を APSR のアジア太平
洋地域における呼吸器学の教育活動・また APSR の学会に於きまして APTA Young Investigator Award という形で優
秀な若手の先生に賞の進呈によるインセンティブ等に有効利に反映させて頂いております。

認定 NPO 法人許可取得のためには、一人当たり事業年度単位（7 月～翌年 6 月まで）で年間 3,000 円のご寄付を 2
年続けて 100 名以上が条件となっておりますが、昨年・一昨年のご寄付の人数は、貴学会会員の皆様方のご協力の
お陰で目標人数までに達することができました。改めてお礼申し上げます。

認定 NPO 法人資格につきましては今年度に申請の予定でございますが、認定後も毎年 100 名以上のご寄付の継続
が条件となっております。この度貴学会の会員の多くの皆さまからのご賛同を得たうえでご寄付のご協力を賜りた
く、大変不躾なお願い事で恐縮千万ですがご理解のほどお願い申し上げたくご考慮方お願いいただけますと幸甚至
極です。詳細につきましては以下のとおりです。

1.

ご寄付の金額 3,000 円

2.

納入方法
添付のお申込書に必要事項をご記入のうえお手数ですがファックスにて APSR 事務局宛にお送りく
ださい。お振込みまたは現金でのお支払いを希望される場合は APSR 事務局にお問い合わせくださ
い。尚、クレジットカードでお支払い頂く場合でございますが、決済の都合上誠に恐縮でございま
すが 3 月末日までにお申込書をお送り頂けますと幸いでございます。

APSR 事務局電話番号

：03-5684-3370

APSR 事務局ファックス番号

：03-5684-3382

今後ともご支援とご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具
APSR 理事長
クァン・フォン（Kwun Fong）

The Asian Pacific Society of Respirology
APSR DONATION FORM
Donations will contribute towards development of activities in promoting healthcare
training, research, education, and advocacy in the Asia Pacific region.
Any size of donation is welcome. Each donation of more than US$40 will collectively count
towards the society’s goal to attain organizational tax exemption status.
PERSONAL DETAILS
(if known)

Membership no.
□APSR
□MTS

En bloc society

□BLF
□PCCP

□CPA
□SLCP

□HKTS □ISR
□STS
□TSANZ

□JRS
□KATRD
□TSPCCM □VNRS
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Home address
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Fax no.
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DONATION AMOUNT and Credit Card Details
□ US$40

□ Other

□ Amex

□ Diners

US$

*Each donation of ≧US$40 counts towards the
Society's goal to attain organization tax exemption
status.

JP￥

□ MasterCard

□ Visa

Bank drafts not accepted.
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m

m

0
y
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Cardholder's name
Cardholder's Signature

Date

Please accept our gratitude in advance. As a token of appreciation, names and portrait photos of
donors are normally published in the APSR Bulletin and the APSR website.
□ If you do NOT want that announcement, check this box.

Please complete and post / fax this form to the APSR Secretariat below.

FOR YOUR OWN SECURITY, DO NOT EMAIL CREDIT CARD DETAILS
The Asian Pacific Society of Respirology
2F, UK's Bldg., 2-29-3, Hongo
Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033 Japan
Tel: (+81-3) 5684-3370
Fax: (+81-3) 5684-3382

APSR Donation Form

