平成 30 年 2 月吉日
日本環境化学会会員各位
一般社団法人 日本環境化学会
平成 30 年度会費納入のお願い
拝啓

時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

また、平素多大なるご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
早速でございますが、平成 30 年度（4 月～3 月）年会費の納入をお願いしたくご連絡申し上げます。
平成 30 年度の機関誌「環境化学」の 発行部数を決定する都合上、 同封の郵便払込取扱票にて
平成 30 年 4 月 30 日までに納入いただきますようお願い申し上げます。（郵便払込取扱票でお支払いの場合、
手数料は学会が負担します） 原則として銀行振り込みはご遠慮いただいておりますが、やむをえず銀行振込を
ご利用になる場合の振込手数料は各自でご負担いただくこととなります。また、銀行振込みの場合、会員の特定
が難しいことや入金確認が遅れる場合がございますので入金後にメールで事務局にご一報ください。個人会員
（学生会員、シニア会員を含む）については請求書の発行はいたしておりませんのでご了承ください。学会は皆
様の会費によって運営されております。あらためて皆様のご支援ご協力に心より感謝申し上げます。
敬具
【登録事項の変更について】
ご所属やご住所、送本先、メールアドレスに変更がある場合は、郵便払込取扱票の通信欄または学会ホームページ
の「学会について」のもとにある「各種お手続き」から変更のご連絡をお願い致します。
「各種お手続き」→
https://secure02.red.shared-server.net/www.j-ec.or.jp/confe_tsuikamoushikomi/jec_entry_nyukai.html
【メールアドレスの登録について】
会員の皆様へのお知らせの主な手段としてメールニュースを配信しております。不定期配信ですが、現在 No.036 ま
で配信しております。もし、受信されていない場合は払込取扱票通信欄または学会ホームページの「学会について」
のもとにある「各種お手続き」からあらためてメールアドレスの登録をお願い致します。
【退会について】
退会をお考えの場合は郵送または FAX での退会届（書式自由）のご提出、学会ホームページの「学会について」の
もとにある「各種お手続き」のいずれかで退会のお手続きをお願い致します。
退会のご連絡がございませんと、機関誌の印刷部数に含まれるため、事務局では不要な在庫を抱えるとともに会員
の皆様の大切な会費を無駄にすることになります。尚、退会届けをご提出いただいたにもかかわらず、こちらの手違
いで退会処理がなされておらず、平成 30 年度の会費をご請求しておりました場合は心よりお詫び申し上げます。大
変申し訳ございませんが、再度ご連絡のほどお願い申し上げます。
【学生会員について】
本年４月以降も学生の方（大学院へ進学、または引き続き在学予定）は通信欄に「４月以降も学生です」と記入の上
送金してください。原則として社会人学生は個人会員となります。
年会費送付先：
①郵便振替口座番号： 00190 - 8 - 58024 加入者名：一般社団法人 日本環境化学会
②常陽銀行 研究学園都市支店 普通 3601957 口座名：一般社団法人 日本環境化学会
平成 30 年度会費： 8,000 円 （シニア会員、学生会員： 5,000 円）
連絡及び問合せ先： 一般社団法人 日本環境化学会事務局
〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3-18-3 小川ビル 3F
TEL：029-886-3185 FAX：029-886-3186 E-mail：office@j-ec.or.jp

平成 30 年 2 月吉日
日本環境化学会会員各位
一般社団法人 日本環境化学会
平成 29,30 年度会費納入のお願い
拝啓

時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

また、平素多大なるご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
早速でございますが、平成 29,30 年度会費の納入をお願いしたくご連絡申し上げます。平成 29 年度会費につきま
しては昨年中に 2 度納入のお願いをいたしましたが、入金の確認ができておりません。大変申し訳ございませんが、
平成 30 年度分とともに納入いただきますようお願い申し上げます。平成 30 年度の機関誌「環境化学」の発行部数を
決定する都合上、同封の郵便払込取扱票にて平成 30 年 4 月 30 日までに納入いただきますようお願い申し上げま
す。（郵便払込取扱票でお支払いの場合、手数料は学会が負担します） 原則として銀行振り込みはご遠慮いただい
ておりますが、やむをえず銀行振込をご利用になる場合の振込手数料は各自でご負担いただくこととなります。また、
銀行振込みの場合、会員の特定が難しいことや入金確認が遅れる場合がございますので入金後にメールで事務局
にご一報ください。学会は皆様の会費によって運営されております。あらためて皆様のご支援ご協力に心より御礼申
し上げます。
敬具
【登録事項の変更について】
ご所属やご住所、送本先、メールアドレスに変更がある場合は、郵便払込取扱票の通信欄または学会ホームページ
の「学会について」のもとにある「各種お手続き」から変更のご連絡をお願い致します。
「各種お手続き」→
https://secure02.red.shared-server.net/www.j-ec.or.jp/confe_tsuikamoushikomi/jec_entry_nyukai.html
【メールアドレスの登録について】
会員の皆様へのお知らせの主な手段としてメールニュースを配信しております。不定期配信ですが、現在 No.028 ま
で配信しております。もし、受信されていない場合は払込取扱票通信欄または学会ホームページの「学会について」
のもとにある「各種お手続き」からあらためてメールアドレスの登録をお願い致します。
【退会について】
退会をお考えの場合は郵送または FAX での退会届（書式自由）のご提出、学会ホームページの「学会について」の
もとにある「各種お手続き」のいずれかで退会のお手続きをお願い致します。
退会のご連絡がございませんと、機関誌の印刷部数に含まれるため、事務局では不要な在庫を抱えるとともに会員
の皆様の大切な会費を無駄にすることになります。尚、退会届けをご提出いただいたにもかかわらず、こちらの手違
いで退会処理がなされておらず、平成 29 年度の会費をご請求しておりました場合は心よりお詫び申し上げます。大
変申し訳ございませんが、再度ご連絡のほどお願い申し上げます。
【学生会員について】
本年４月以降も学生の方（大学院へ進学、または引き続き在学予定）は通信欄に「４月以降も学生です」と記入の上
送金してください。原則として社会人学生は個人会員となります。
年会費送付先：
①郵便振替口座番号： 00190 - 8 - 58024 加入者名：一般社団法人 日本環境化学会
②常陽銀行 研究学園都市支店 普通 3601957 口座名：一般社団法人 日本環境化学会
平成 29,30 年度会費：（2 年分） 16,000 円 （シニア会員、学生会員：（2 年分） 10,000 円）
連絡及び問合せ先： 一般社団法人 日本環境化学会事務局
〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3-18-3 小川ビル 3F
TEL：029-886-3185 FAX：029-886-3186 E-mail：office@j-ec.or.jp

平成 30 年 2 月吉日
日本環境化学会会員各位
一般社団法人 日本環境化学会
平成 28,29,30 年度会費納入のお願い
拝啓

時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

また、平素多大なるご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
早速でございますが、平成 28、29、30 年度会費の納入をお願いしたくご連絡申し上げます。平成 28、29 年度会費
につきましては現時点で入金の確認ができておりません。大変申し訳ございませんが、平成 30 年度分とともに納入い
ただきますようお願い申し上げます。平成 30 年度の 1 冊目となる 6 月号「環境化学」の発行部数を決定する都合上、
同封の郵便払込取扱票にて平成 30 年 4 月 30 日までに納入いただきますようお願い申し上げます。（郵便払込取扱
票でお支払いの場合、手数料は学会が負担します） 原則として銀行振り込みはご遠慮いただいておりますが、やむ
をえず銀行振込をご利用になる場合の振込手数料は各自でご負担いただくこととなります。また、銀行振込みの場
合、会員の特定が難しいことや入金確認が遅れる場合がございますので入金後にメールで事務局にご一報ください。
学会は皆様の会費によって運営されております。あらためて皆様のご支援ご協力に心より御礼申し上げます。
敬具
【登録事項の変更について】
ご所属やご住所、送本先、メールアドレスに変更がある場合は、郵便払込取扱票の通信欄または学会ホームページ
の「学会について」のもとにある「各種お手続き」から変更のご連絡をお願い致します。
「各種お手続き」→
https://secure02.red.shared-server.net/www.j-ec.or.jp/confe_tsuikamoushikomi/jec_entry_nyukai.html
【メールアドレスの登録について】
会員の皆様へのお知らせの主な手段としてメールニュースを配信しております。不定期配信ですが、現在 No.028 ま
で配信しております。もし、受信されていない場合は払込取扱票通信欄または学会ホームページの「学会について」
のもとにある「各種お手続き」からあらためてメールアドレスの登録をお願い致します。
【退会について】
退会をお考えの場合は郵送または FAX での退会届（書式自由）のご提出、学会ホームページの「学会について」の
もとにある「各種お手続き」のいずれかで退会のお手続きをお願い致します。
退会のご連絡がございませんと、機関誌の印刷部数に含まれるため、事務局では不要な在庫を抱えるとともに会員
の皆様の大切な会費を無駄にすることになります。尚、退会届けをご提出いただいたにもかかわらず、こちらの手違
いで退会処理がなされておらず、平成 29 年度の会費をご請求しておりました場合は心よりお詫び申し上げます。大
変申し訳ございませんが、再度ご連絡のほどお願い申し上げます。
【学生会員について】
本年４月以降も学生の方（大学院へ進学、または引き続き在学予定）は通信欄に「４月以降も学生です」と記入の上
送金してください。原則として社会人学生は個人会員となります。
年会費送付先：
①郵便振替口座番号： 00190 - 8 - 58024 加入者名：一般社団法人 日本環境化学会
②常陽銀行 研究学園都市支店 普通 3601957 口座名：一般社団法人 日本環境化学会
平成 28、29、30 年度会費： 24,000 円 （シニア会員、学生会員： 15,000 円）
連絡及び問合せ先： 一般社団法人 日本環境化学会事務局
〒305-0074 茨城県つくば市高野台 3-18-3 小川ビル 3F
TEL：029-886-3185 FAX：029-886-3186 E-mail：office@j-ec.or.jp

