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(1)  2013年度事務局よりご挨拶  

 

九州大学大学院 理学研究院	 越山 友美 

	 

	 錯体化学 2013年度の事務局は、越山 友美（九大院理）・金井塚 勝彦（山形大理）・石﨑 学（山形大
理）の 3名で担当させていただきます。本年度も「夏の学校」、「シンポジウム」や「各支部の勉強会」
が開催されます。是非、会員の皆様には積極的にご参加いただき、同世代の会員同士の親睦を深めるだ

けでなく、普段なかなかお話をする機会がない講師の先生方と積極的に議論をして、自身の研究の幅を

広げていただければと思います。事務局は皆様が有意義な研究交流ができるようにサポートしていく所

存でございます。また、これまで以上に若手の会をより良いものにしていくためにも、会員の皆様のご

意見、ご要望をお寄せ頂けますと幸いです。それでは、一年間よろしくお願い致します。 



(2)  錯体化学若手の会夏の学校 2013のご案内  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

北海道大学大学院理学研究院	 小林	 厚志 

 

錯体化学若手の会夏の学校 2013開催案内および若手講演募集  

HPアドレス：http://element.sci.hokudai.ac.jp/~wakate2013ss/index.html 

	 

2013 年度の錯体化学若手の会夏の学校は、北海道・東北支部がお世話させていただくことになりまし

た。北海道札幌市南区の NTT 北海道セミナーセンタにて 8 月 9 日(金)より 2 泊 3 日の日程で開催いたし

ます。開催場所として選びました NTT 北海道セミナーセンタは、札幌駅から約 30 分でアクセスできる

好立地であり、大通公園やすすきの、さらには札幌の街を一望できる藻岩山にも近く、魅力あふれる札

幌を満喫できる場所です。この刺激あふれる場所で、錯体化学の未来を担う全国各地の若手研究者の皆

様と熱く深い議論ができればと思っております。	 

	 恒例になりました参加者によるポスターセッションに加え、今年度は懇親会会場におけるポスタープ

レビューも予定しております。より多くの皆様の参加を世話人一同心よりお待ちしております。	 

日	 	 	 	 時：平成 25 年 8 月 9 日（金）から 8 月 11 日（日）	 

場	 	 	 	 所：NTT 北海道セミナーセンタ	 

	 	 	 	 	 	 	 〒064-0922	 北海道札幌市中央区南二十二条西七丁目	 

	 	 	 	 	 	 	 http://www.ntt-seminar.jp/	 

定	 	 	 	 員：120 名	 

会費	 （予定）：一般	 25,000	 円、学生	 18,000	 円	 

参加申込締切：６月２１日（金）	 

申 し 込 み 方 法 ： 夏 の 学 校 ホ ー ム ペ ー ジ (http://element.sci.hokudai.ac.jp/	 

̃wakate2013ss/index.html)より申し込み用 Excel ファイルをダウンロードの上、1)氏名（ふりがな）

、2)性別、3)職名・学年、4)所属機関、研究室名、5)連絡先(郵便番号、住所、電話番号、e-mail アド

レス)、6)発表希望（口頭・ポスター・無し）を記入し、sakutai-wakate2013ss@sci.hokudai.ac.jp	 ま

で e-mail にて記入した Excel ファイルを添付してご連絡下さい。取りまとめの都合上、できるだけ研

究室単位でまとめてお申し込み下さい。	 

講師の先生方（あいうえお順）：	 

阿部	 竜	 先生（京都大学）	 

長谷川	 靖哉	 先生（北海道大学）	 

福住	 俊一	 先生（大阪大学）	 

古川	 修平	 先生（京都大学）	 

松本	 剛	 先生（名古屋大学）	 

山口	 茂弘	 先生（名古屋大学）	 



	 若手研究者（ポスドク・学生）による講演を公募いたします。講演を申し込まれる方は、6月２１日

（金）までに E-mail(sakutai-wakate2013ss	 @sci.hokudai.ac.jp)にてご連絡下さい。	 

	 

問合せ・申込先：	 

〒060-0810	 北海道札幌市北区北１０条西８丁目	 

北海道大学	 大学院理学研究院	 化学部門	 錯体化学研究室	 

小林	 厚志	 

TEL：011-706-3819	 

FAX：011-706-3447	 

E-mail：sakutai-wakate2013ss@sci.hokudai.ac.jp	 

 

世	 	 話	 	 人：小林	 厚志、作田絵里（北海道大学）	 



(3)  第 63回錯体化学討論会シンポジウムのご案内  
 

山形大学理学部 石崎 学、金井塚 勝彦 
 
	 2013年 11/2~11/4 に琉球大学で開催される第63回錯体化学討論会におきまして、若手の会主催として
下記のシンポジウムを開催致します。皆様には本シンポジウムに是非参加して頂きますようお願い申し

上げます。 
 
主題	 「若手研究者による先端ナノ界面化学」（日本語セッション） 
 
主催責任者 
石﨑 学（山形大理） manabu-ishizaki@sci.kj.yamagata-u.ac.jp 
金井塚 勝彦（山形大理）	 kanaizuka@sci.kj.yamagata-u.ac.jp 
 
シンポジウム内容 
	 電極や結晶ナノ界面において機能性分子を接合し、幾何構造や化学ポテンシャルが制御されたナノス

ケールからサブミクロンスケールの組織体を構築する手法の開発や、それらの機能評価は、太陽電池、

有機ＥＬデバイス、分子吸蔵、不均一触媒、燃料電池などと関連し、近年ホットな研究テーマとなって

いる。特に、電極や物質の界面において、分子やイオン、プロトン、電子が動きやすい空間をナノレベ

ルで制御し、そこで起こる化学反応やメカニズムを解明することは錯体化学のみならずナノ科学の発展

には欠かせない重要なファクターと考えられる。本シンポジウムでは、機能性分子や錯体とナノ界面を

キーワードとし、その分野で活躍する若手研究者や大学院生にご講演頂く。	 

 
シンポジウム開始時間	 16:30 

 

プログラム 

１．	 趣旨説明	 金井塚 

 

２．	 倉科昌（徳島大学） 

３．	 大坪主弥（京都大学） 

４．	 神戸徹也（東京大学） 

５．	 今宏樹（山形大学） 

６．	 中江隆博（愛媛大学） 

７．	 古川修平（京都大学） 

 

講評	 石﨑



(4)  第 48回	 錯体化学若手の会近畿地区勉強会の案内  
※国際シンポジウム「第１回日台シンガポールジョイントシンポジウム」との合同開催 

日時：平成２５年６月２９日（土）	 10：00開会 

会場：大阪大学	 シグマホール（豊中キャンパス） 

参加申込：6月 22日(土)締切。ポスター発表希望者は 5月 31日(土)までにご連絡ください。 

世話人：太農哲朗（阪大院工	 伊東研究室） 

ホームページ：http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/konno/wakate48/ 

講演者 (敬称略 )： 

Prof. Susumu Kitagawa (Kyoto University, Japan) 

Prof. Hiroshi Nakazawa (Osaka City University, Japan) 

Prof. Tomoaki Tanase (Nara Women’s University, Japan) 

Prof. Shinobu Itoh (Osaka University, Japan) 

Prof. Shie-Ming Peng (National Taiwan University, Taiwan) 

Prof. Kuang-Lieh Lu (Academia Sinica, Taiwan) 

Prof. Yi-Chou Tsai (National Tsinghua University, Taiwan) 

Prof. Chen-Wei Liu      (National Donghua University, Taiwan) 

Prof. Andy Hor Tzi Sum (National University of Singapore, Singapore) 

Prof. John Yip  (National University of Singapore, Singapore) 

Prof. Weng Kee Leong (National University of Singapore, Singapore) 

 
 
(5)  平成 25年度	 錯体化学若手の会関東支部前期勉強会の案内  

日時：平成２５年６月１５日（土）１３時３０分より 

場所：立教大学池袋キャンパス	 １４号館 D501室 

参加費：無料、当日受付 

講演者 

神戸哲也（東京大学大学院	 西原研究室	 D3） 

武藤克也（青山学院大学大学院	 阿部研究室	 D3） 

鈴木	 陽（東京理科大学	 田所研究室	 PD） 

田代省平（東京大学	 塩谷研究室	 助教） 

和田	 亨（立教大学	 准教授） 

敬称略 

連絡先：	 宮里裕二（早大）yujiscc@aoni.waseda.jp 



(6)  錯体化学若手の会	 2012年度会計報告  
 

山形大学理学部	 石﨑	 学 

 

2012年度	 会計報告（2013年 3月 29日現在） 

収入  前年度繰越・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1,027,664 

 会費 331名分（学生）・・・・・・・・・・・・・    331,000 

 一般会員からの会費移算分（37名分）・・・・・・・    37,000 

 普通口座利子等・・・・・・・・・・・・・・・・        75 

 収入合計・・・・・・・・・・・・・・・・・   1,395,739 

 

支出  支部活動支援金（北海道・東北）・・・・・・・・・      6,524 

支部活動支援金（関東）・・・・・・・・・・・・・     45,210 

支部活動支援金（中部・東海）・・・・・・・・・・     20,000 

 支部活動支援金（近畿）・・・・・・・・・・・・・     40,540 

支部活動支援金（九州・沖縄）・・・・・・・・・・     20,000 

 夏の学校支援金・・・・・・・・・・・・・・・・・   150,000 

 世話人会会議費（錯体化学討論会）・・・・・・・・・   20,000 

        世話人会会議費（日本化学会）・・・・・・・・・・      1,580 

	 	 	 	 支出合計・・・・・・・・・・・・・・・・・      303,854 

 

	 	 	  差引残高・・・・・・・・・・・・・・・・・     1,091,885 

 

各支部の会員数と会費納入率（前年度末比）	 	 	 	 	 	 	 （2013年 3月 26日現在）  

支部名   会員数（前年度増減） 会費納入者数 会費納入率 

北海道・東北  25	 （+7）  18  100 % 

関東   104 （+12）  92  100 % 

北陸   15	 （-11）  26  100 % 

中部・東海  53	 （-3）  50  100 % 

近畿   117 （+9）         108  100% 

中国・四国  20	 （+4）  16  100 % 

九州・沖縄  33	 （-7）  40  100 % 

その他（POSTECH） 1	  (-4)          5  100% 

全国    368（+13）   368  100 % 

 



(7)  錯体化学若手の会	 入会手続き（新規・更新とも）のご案内  
 
学生の方（新規・更新とも）  
① http://sakutai.jp/yccaj/join.htm から「会員登録フォーム」をクリック 
② フォームにて必要事項を記入する。 
③ 年会費 1000円を以下の口座に払い込む(郵便局振替口座) 
 口座名義：錯体化学若手の会 
 口座番号：02200-6-107172 
  【郵便局以外からの振込みの場合】 
  店名：二二九	 口座番号：当座	 0107172 
 ※研究室でまとめて払い込みを行う場合、払込書に入会者全員の氏名を記入してください。 
④ 事務局で入金を確認次第、ID・パスワードが発行され、会員登録の完了となります。 
注：学生会員の場合、自動更新ではないため、更新の場合も年次ごとに登録が必要となります。 

 
学生以外（大学教員・研究者など）の方（新規）  
錯体化学若手の会事務局（sakutai.wakate@gmail.com）にご連絡ください。 
学生以外（大学教員・研究者など）の方（更新）  
特に手続きは必要ありません。退会しない限り、自動更新となります。 
 
登録に際して集めた情報のうち、本人の同意がある情報に関しては錯体化学若手の会及び錯体化学会の会員

名簿冊子に記載されます。平成１７年４月より「個人情報保護法」が施行になりましたので、以上をご理解

いただき会員登録の際に名簿への記載に関して同意いただけるかどうかを必ず明記いただけるようお願い

申し上げます。詳細は HPを参照するか下記事務局までお問い合わせください。 

錯体化学若手の会事務局  
〒812-8581 福岡県福岡市東区箱崎 6-10-1 
九州大学大学院 理学研究院 
越山 友美（広報・渉外担当） 
TEL: 092-642-2319 
E-mail: koshi@chem.kyushu-univ.jp 
 
〒990‐8560 山形市小白川町 1-4-12 
山形大学理学部物質生命化学科 
金井塚 勝彦・石﨑 学（会計・会員担当） 
TEL: 023-628-4856 
E-mail: kanaizuka@sci.kj.yamagata-u.ac.jp 

「錯体化学若手の会」とは？ 
	 本会は、錯体化学会の支部として錯体化学に関連した分野で研究を行っている若手の研究者（大学・企

業・研究所の研究者）及び大学生・大学院生の交流・情報収集を通して、自らの研究に対する情熱と知識

を高め、エンカレッジする会です（今年度若手の会会員数 368 名）。錯体化学に関心のある方なら、学生
・スタッフ・企業人・大学関係者等、資格は問いません。会の活動と会員特典を以下に示します。 
・錯体化学討論会への学生酸化登録資格 
・錯体化学討論会におけるポスター賞の応募資格 
・錯体化学夏の学校の開催（会員割引あり） 
・支部単位の勉強会開催 
・錯体化学若手の会ニュース（年 4回）の配布 
・若手の会会員名簿の閲覧（名簿記載者のみ） 
・錯体化学会会員名簿の閲覧（名簿記載者のみ） 
・錯体化学会誌（BJSCC）の配布（電子版） 
・錯体化学会のメーリングリストによる全国の錯体化学会員への情報発信 

 

若手の会ニュース・メールニュース・Webページへ

の記事掲載は事務局（sakutai.wakate@gmail.comまた

は koshi@chem.kyushu-univ.jp）にご連絡ください。 

 

錯体化学若手の会ホームページ 

http://www.sakutai.jp/yccaj/ 


