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(1)  2015年度事務局よりご挨拶 

 

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻(化学系) 邨次 智 

 

 錯体化学 2015年度の事務局は、邨次智（名大院理）・吉成信人（阪大院理）に加えまして、新設の「

次年度事務局」ポストの草本哲郎（東大院理）の 3 名で担当させていただきます。本年度も、「錯体化

学若手の会夏の学校」、「錯体化学討論会シンポジウム」、および数多くの「各支部での勉強会」の開催

を予定しています。「国際化」「英語化」の流れの中、錯体化学の基礎をおさえつつ、錯体化学の枠を超

えた分野交流を進めるために、これらの企画を是非積極的に活用していただければと思います。よろし

くお願いいたします。 



(2)  錯体化学若手の会夏の学校 2015のご案内 

山口大学大学院理工学研究科 綱島 亮 

広島大学大学院理学研究科 西原 禎文 

 

錯体化学若手の会夏の学校 2015開催案内および若手講演募集 

 

http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ryotsuna/wakate2015/framepage1.html 

 

2015 年度の錯体化学若手の会夏の学校は中国・四国支部がお世話させていただくことになりました。山

口県山口市湯田温泉のセントコア山口にて、8 月 6（木）より二泊三日の日程で開催します。開催場所

として選びました湯田温泉は、600 年近い歴史を持つ温泉街です。泉温 63度、pH 9.14 と強塩基性に近

い源泉で、様々な効能があります。毎日の研究や勉強で疲れた身体と頭を癒す良い機会になると思いま

す。とても静かで歴史のあるこの場所で、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。今年も、参加者によるポスターセッション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お待ちしております。 

 

日    時：2015年 8月 6(木)～8月 8(土) 

場    所：ホテル セントコア山口 (山口県山口市湯田温泉３丁目 2-7) 

定    員：120人 

会費 （予定）：一般 25,000 円、学生 20,000円 

参加申込締切：平成 27年 6月 5日（金）(定員になり次第締め切らせていただきます) 

申し込み方法：夏の学校ホームページ 

(http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ryotsuna/wakate2015/framepage1.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、5)連絡先(郵便番号

、住所、電話番号 )、6) e-mail アドレス、7)発表希望（口頭・ポスター・無し）を明記して、

sakutaiwakate2015@gmail.com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（予定・あいうえお順）： 

・芥川 智行 先生（東北大学） 

・阿波賀 邦夫 先生（名古屋大学） 

・小西 克明  先生（北海道大学） 

・田所 誠 先生（東京理科大学） 

・西原 寛 先生（東京大学） 

 

若手研究者（ポスドク・学生）による講演を公募予定です。講演を申し込まれる方は、6月 5日（金）

までに sakutaiwakate2015@gmail.comまでご連絡下さい。  

 

問合せ・申込先: 

山口県山口市吉田 1677-1 山口大学理学部 

TEL&FAX: 083-933-5732  

E-mail : sakutaiwakate2015@gmail.com, ryotsuna@yamaguchi-u.ac.jp 

 

世 話 人：綱島 亮（山口大）、西原 禎文（広大） 

http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ryotsuna/wakate2015/framepage1.html


(3) 第 65回錯体化学討論会シンポジウムのご案内 

 

錯体化学若手の会 2015年度事務局 

大阪大学大学院理学研究科 吉成信人 

 

次回若手の会シンポジウムは、下記の通り英語セッションで提案しております。全て英語講演になりますが、学

生や若手研究者が積極的に議論に参加できるよう、シンポジウムの招待講演者には、錯体化学の全分野の基

礎となる「合成錯体化学」に主軸を置いた講演をお願いしております。 

皆様のご来場と活発な議論をよろしくお願いいたします。 

 

主題： The state of the art metal cluster chemistry: from synthetic methodology to new functionality 

セッション： 英語セッション 

開催責任者：吉成信人（阪大院理）、森本祐麻（阪大院工）、田中大輔（阪大院理）  

 

趣 旨 説 明 ： It is well known that metal clusters are in possession of both solution 

dispersibility and high functionality, and that their functions can be controlled by molecular 

design. Therefore, they are drawing attention as advanced materials that can replace the bulk inorganic 

materials. However, refined synthesis of metal clusters that contain multiple metal centers is generally not an 

easy process. This constitutes the bottleneck in the development of the relevant research area. 

This symposium aims to invite researchers who handle metal clusters in a way of coordination chemistry, 

setting their targets at catalysts, liquid crystals, models of active site, conductive materials, and molecular 

inorganic materials. They will lecture on the results of frontline research, hot topics of their respective research 

areas, and unexplored synthetic targets. The symposium focuses on the synthetic methodology of metal 

clusters defined by complicated structure and functions. It aims to provide an opportunity to inspire students and 

young researchers on the frontline of the synthesis of coordination materials. 

 

招待講演者（順不同・敬称略） 

堤 治 （立命館大学） 

林 宜仁（金沢大学） 

大木靖弘（名古屋大学） 

島 隆則（理化学研究所） 

植村一広（岐阜大学） 



(4) 第 52回 錯体化学若手の会近畿支部勉強会の案内 

日時：2015年 5月 16日（土） 12:50～ （12:30～受付） 

場所：大阪大学 吹田キャンパス 理工学図書館 3F 図書館ホール 

参加費：無料 (懇親会費 学生 2,000円、一般 3,000 円) 

事前申し込み締め切り：4 月 30日（木） 

 

講演者（順不同） 

間瀬 謙太朗さん (大阪大学) 

藤枝 伸宇 先生 (大阪大学) 

堀毛 悟史 先生 (京都大学) 

高谷 光 先生  (京都大学) 

篠田 哲史 先生 (大阪市立大学) 

藤井 浩 先生  (奈良女子大学) 

 

本勉強会の会場アクセスや講演要旨などの詳細な案内は 

大阪大学 林研究室の HP 

http://www.chem.eng.osaka-u.ac.jp/~hayashiken/index_yccaj.html 

に掲載しております。 

 

世話役および問い合わせ先 

氷見山 幹基（阪大院工 林研究室） 

森田 能次 （阪大院工 林研究室） 

真島 剛史 （阪大院工 林研究室） 

E-mail: t.mashima(アットマーク)chem.eng.osaka-u.ac.jp  

 

(5) 平成 26年度 錯体化学若手の会関東支部前期勉強会の案内 

錯体化学若手の会 関東支部前期勉強会 2015 

 

日時： 2015 年 6月 13日（土） 13:00-17:00  

会場： 東京大学本郷キャンパス 理学部化学本館 5F講堂  

当日受付、参加費無料（懇親会費別）  

 

講師の先生方（予定、あいうえお順）  

内田 さやか 先生 （東京大学 准教授） 

西林 仁昭  先生 （東京大学 准教授） 

久松 洋介  先生 （東京理科大学 助教） 

見留 広海  先生 （筑波大学 D3） 

山科 雅裕  先生 （東京工業大学 D3）  

 

問い合わせ先  

松岡亮太（東大院理、西原研究室） matsuoka@chem.s.u-tokyo.ac.jp 

http://www.chem.eng.osaka-u.ac.jp/~hayashiken/index_yccaj.html
mailto:matsuoka@chem.s.u-tokyo.ac.jp


 

(6) 2015年度 錯体化学若手の会北海道支部勉強会の案内 

2015年度錯体化学若手の会北海道支部勉強会 

日時：2015年 7月を予定 

問い合わせ先：吉田 将己（北海道大） 

 

 



(7) 錯体化学若手の会 2014年度会計報告 

大阪大学大学院理学研究科 吉成信人 

 

2014年度 会計報告（2015 年 3月 12日現在） 

収入 前年度繰越・・・・・・・・・・・・・・・・・・     1,081,083 

 会費（277 名分（学生））・・・・・・・・・・・・      277,000 

 一般会員からの会費移算分（57名分）・・・・・・   57,000 

 普通口座利子等・・・・・・・・・・・・・・・・         87 

 収入合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      1,415,170 

 

支出 支部活動支援金（東北・北海道）・・・・・・・・・  60,000 

 支部活動支援金（関東）・・・・・・・・・・・・・  40,000 

 支部活動支援金（北陸）・・・・・・・・・・・・・  50,000 

 支部活動支援金（東海・中部）・・・・・・・・・・  20,000 

 支部活動支援金（近畿）・・・・・・・・・・・・・  40,000 

 支部活動支援金（九州・沖縄）・・・・・・・・・・  20,000 

 夏の学校支援金・・・・・・・・・・・・・・・・        0 

 世話人会会議費（錯体化学討論会）・・・・・・・      21,100 

 世話人会会議費（日本化学会年会）・・・・・・・      18,900 

 支出合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   271,000 

 

差引残高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     1,144,170 

 

 

各支部の会員数と会費納入率（前年度末比）        （2015年 3月 12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  35 （+3）        35   100 % 

関東   127 （+26）     127   100 % 

北陸   6  （0）       6   100 % 

中部・東海  18 （-3）      18   100 % 

近畿   78 （-26）             78   100 % 

中国・四国         15 （+1）      15   100 % 

九州・沖縄              36 （0）      36   100 % 

不明          19  (+7)      19   100 % 

全国   334（+8）            334    100 % 

 



(8) 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 

〒464-8602 名古屋市千種区不老町 

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻(化学系) 

邨次 智（広報・渉外担当） 

TEL: 052-788-6093 

E-mail: smuratsugu@chem.nagoya-u.ac.jp 

 

〒560-0043 豊中市待兼山町 1-1 

大阪大学大学院理学研究科化学専攻 

吉成 信人（会計・会員担当） 

TEL: 06-6850-5786 

E-mail: nobuto@chem.sci.osaka-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 326 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参加登録資格 

・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 smuratsugu@chem.nagoya-u.ac.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/ 


