
募金募集要項 

1．寄附金の名称：International Symposium on Encounters and Leaps in Science 

「科学における“出会いと飛躍”国際シンポジウム」支援寄附金 

 

2．募集目的：International Symposium on Encounters and Leaps in Science 

「科学における“出会いと飛躍”国際シンポジウム」の運営にかかる費用 

 

3．寄附金募集額：概算 400 万円  

（収支計画表） 

収入の部 支出の部 

参加費収入 

10,000 円 X170 名 

1,700,000 円 会場費 1,000,000 円

懇親会収入 

10,000 円 X100 名 

1,000,000 円 映像・機材費 340,000 円

共催特別枠,寄付金 4,000,000 円 看板関係費 200,000 円

 懇親会費 2,000,000 円

 印刷費 1,000,000 円

 通信郵送費 100,000 円

 旅費、宿泊費 1,000,000 円

 ホームページ作成費 200,000 円

 人件費 200,000 円

 参加登録、 

事務局委託費他 

600,000 円

 雑費 60,000 円

合計 6,700,000 円 合計 6,700,000 円
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4．申込方法：寄附金額等、必要事項を寄附金等申込書にご記入の上、下記お問

い合わせ先までご送付ください。なお、募集期間中に下記、取扱銀行口座まで

お振込みください。 

 

5．募集期間：平成 22 年 12 月 1 日(水) ～ 平成 23 年 3 月 14 日(月) 

 

6．特典(共催特別枠)：Platinum ,Gold, Silver, Bronze sponsors 

１）ホームページ上にバナー広告掲載。 

２）シンポジウム参加、懇親会参加 

Platinum sponsor（100 万円）10 名ご招待 

Gold  sponsor（50 万円）5名ご招待 

Silver sponsor（30 万円）3名ご招待 

Bronze sponsor（15 万円）1名ご招待 

 

7．取扱銀行 口座名義：  

みずほ銀行岡崎支店（店番号：455） 普通 1826509  

口座名義：生理学研究所 代表 重本 隆一 

（ｾｲﾘｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮﾀﾞｲﾋｮｳｼｹﾞﾓﾄﾘｭｳｲﾁ） 

 

8．本国際シンポジウムの税法上の優遇措置は、講じておりません。 

 

9．お問い合わせ 【寄附金についてのお問い合わせ】  

International Symposium on Encounters and Leaps in Science 

「科学における“出会いと飛躍”国際シンポジウム（永山國昭退任記念）」 

事務局代行（株式会社アカデミック・ブレインズ内） 

Tel：06-6949-8137 

Fax：06-6949-8138  

E-mail： elssympo@academicbrains.jp 

住所：〒540-0033 大阪市中央区石町 1-1 天満橋千代田ビル 2号館 9階 
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送付先：事務局 FAX:06-6949-8138（株式会社アカデミックブレインズ内） 

(E-mail: elssympo@academicbrains.jp） 

 
平成   年   月   日  

  

募金申込書 

 International Symposium on Encounters and Leaps in Science 

「科学における“出会いと飛躍”国際シンポジウム」  

委員長 重本 隆一 殿  

      

下記のとおり申し込みます。  

記 

１．寄附金等の目的：寄附金 International Symposium on Encounters and Leaps 

in Science「科学における“出会いと飛躍”国際シンポジウム」の運営にかか

る費用  

２．寄附金等の金額☑を入れて下さい。 

□Platinum sponsor（100 万円）□Gold sponsor（50 万円） 

□Silver sponsor（30 万円）□Bronze sponsor（15 万円） 

その他 

金額：             円（ご記入ください） 

  

３．その他の希望する事項： 

ＨＰ等へ企業名を掲載することを（希望する  希望しない） 

  

４．ご担当者（送付先）  

会社名、所属部署・役職名： 

  

氏名：  

住 所：（〒   －    ）  

  

TEL:      -       -        FAX:      -       -  

E-mail:  
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International Symposium on Encounters and Leaps in Science 

「科学における“出会いと飛躍”国際シンポジウム」（永山國昭退任記念） 

 

組織委員会委員名簿 

 

 氏名 所属 

 新井 善博 テラベース（株）取締役 

 上野 直人 基生研・教授 

副委員長 臼田 信光 藤田保健衛生大・教授 

 大橋 正人 生理研ナノ形態生理・助教 

 片岡 正典 生理研ナノ形態生理・助教 

 片柳 光昭 Nagayama IP 代表取締役 

 加藤 晃一 分子研・教授 

 桑島 邦博 統合バイオ・教授 

 小林 康夫 東京大学院総合文化・教授 

 佐藤 年緒 JST（サイエンスウィンドウ編集長） 

委員長 重本 隆一 生理研・教授 

 瀬藤 光利 浜松医大・教授 

 曽我部 正博 名古屋大学院医・教授 

 難波 啓一 大阪大学院生命情報・教授 

 服部 亮 豊田通商（株）事業開発部上級主査 

名古屋大学客員教授 

 平田 文男 分子研・教授 

 松本 勉 テラベース（株）代表取締役 

 村上 政隆 生理研ナノ形態生理・准教授 

 村田 和義 生理研・准教授 

 Radostin Danev 生理研ナノ形態生理・助教 

 吉村 英恭 明治大学理工学部物理 ・教授 

 小林 浩二 日本電子（株）営業本部長 

事務局 豊澤 弘夫 ㈱アカデミック・ブレインズ 

 


