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１．２０１．２０１．２０１．２０２０２０２０２０年度事務局よりご挨拶年度事務局よりご挨拶年度事務局よりご挨拶年度事務局よりご挨拶 

北海道大学 大学院理学研究院 化学部門 吉田 将己 

２０２０年度の錯体化学若手の会事務局は、代表：吉田 将己（北大院理）、会計：伊藤 亮孝（高
知工大院工）、次年度事務局：森本 祐麻（阪大院工）、ならびに監事：大川原 徹（北九州高専）
の４名で担当させていただきます。皆さまにおかれましては世界的に拡大を続けている新型コロ
ナウィルス感染症の影響により、大変な日々をお過ごしのことかと拝察申し上げます。まずは皆
さまのご健康を心よりお祈りいたします。このような状況の中、誠に残念ながら若手の会の企画
についても夏の学校の中止を余儀なくされました。この場をお借りして、夏の学校の開催に向け
てご尽力いただいた酒田先生および実行委員会の皆さまに感謝申し上げます。また、錯体化学会
討論会は関係の諸先生方のご尽力でオンライン開催が決まったとはいえ、前期の若手の会支部勉
強会についてもすべて中止せざるを得なくなり、会員の皆さまの交流や発表・議論の機会が減少
していることを非常に心苦しく思います。 

そこで本年度は、皆さまが講師の方々による講演に触れるとともに同世代の研究者と交流して
いただける場として「ウェブ勉強会」を新たに企画いたしました。まずは６月１９日に開催予定
の第１回のウェブ勉強会を皮切りに（詳細は第３節をご参照ください）定期的に開催していく予
定ですので、ぜひ会員の皆さまにおかれましては積極的にご参加いただき、研究交流や議論を通
じて研究への情熱を高めるとともに横のつながりを形成する機会としていただければと思いま
す。また、錯体化学若手の会 Twitter アカウント（@sakutai_wakate）を用いた発信も積極的に行っ
ていきたいと考えております。ぜひ、会員の皆さまはご自身の論文が受理されましたら、情報発
信の手段として本アカウントをご活用ください（要領は７ページをご参照ください）。このような
情勢だからこそ、皆さまには世界中から参加できるウェブという形式を活かして今まで以上に有
意義な研究生活を送っていただきたいと思います。なお、論文紹介や第２号以降のニュースレタ
ー配信、世話人会議の議事録閲覧は、若手の会の会員限定コンテンツとなっておりますので、本
年度の継続手続きを行っていない学生会員の皆さまはぜひ継続をお願いいたします。 

最後になりますが、本年度も皆さまが実りある研究生活を送られることをお祈りするとともに、
皆さまの学会活動・交流が有意義なものとなるよう世話人一同全力でサポートしていく所存でご
ざいますので、一年間どうぞよろしくお願いいたします。 
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２２２２．．．．錯体化学若手研究会「錯体化学若手の会夏の学校錯体化学若手研究会「錯体化学若手の会夏の学校錯体化学若手研究会「錯体化学若手の会夏の学校錯体化学若手研究会「錯体化学若手の会夏の学校 2020」中止のお知らせ」中止のお知らせ」中止のお知らせ」中止のお知らせ 

錯体化学若手研究会「錯体化学若手の会夏の学校 2020」実行委員⻑ 

金沢大学 酒田陽子 

2020 年 8 月 5 日（水）〜7 日（金）に福井県あわら温泉にて開催を予定しておりました錯体化
学 若 手 研 究 会 「 錯 体 化 学 若 手 の 会 夏 の 学 校 2020 」（ HP: http://www.jaist.ac.jp/ms/labs/t-

yamaguchi/yccaj_2020/index.html）は、新型コロナウィルスの感染拡大状況を考慮し、中止とする
ことを決定いたしました。 

ご発表、ご参加を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ください
ますようお願い申し上げます。なお、来年度の錯体化学若手研究会「錯体化学若手の会夏の学校
2021」は高知工科大学の伊藤亮孝先生を中心に開催される予定です。新型コロナウィルスの状況
が一日でも早く改善され、来年度の夏に皆様にお会いできることを願っております。 

 

３３３３．．．．開催開催開催開催案内案内案内案内：：：：ウェブウェブウェブウェブ勉強会勉強会勉強会勉強会 

錯体化学若手の会 第１回ウェブ勉強会 

日時：２０２０年６月１９日（金） １７：００〜１８：３０（予定） 

講師：山内幸正先生（九大院理）、樋口雅一先生（京大 WPI-iCeMS） 

世話人：吉田将己（北大院理）、伊藤亮孝（高知工大院工）、森本祐麻（阪大院工） 

参加方法：後日若手の会ウェブサイトおよびメールニュースにて通知予定 

問い合わせ先：吉田将己（myoshida@sci.hokudai.ac.jp） 

 

錯体化学若手の会 第２回ウェブ勉強会 

日時：２０２０年６月最終週〜７月第１週を予定 

 

第３回以降も定期的にウェブ勉強会を開催予定です。詳細は決まり次第若手の会ウェブサイト、
Twitter、およびメールニュースにて配信いたします。 
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４４４４．．．．錯体化学若手の会錯体化学若手の会錯体化学若手の会錯体化学若手の会 ２０１２０１２０１２０１９９９９年度会計年度会計年度会計年度会計および会員状況および会員状況および会員状況および会員状況報告報告報告報告 

九州大学 大学院理学研究院 山内幸正 

収入 前年度繰越金 1,337,581 

 年会費（学生会員 316 名分） 316,000 

 一般会員からの会費移算（135 名分） 135,000 

 受取利子 2 

 世話人会議費（2020/3 日化年会）返金 2,650 

 収入合計 1,791,233 

支出 夏の学校支援金 150,000 

 討論会シンポジウム 40,000 

 支部活動支援金（北海道・東北） 40,000 

 支部活動支援金（関東） 40,000 

 支部活動支援金（北陸） 40,000 

 支部活動支援金（中部・東海） 32,000 

 支部活動支援金（近畿） 40,000 

 支部活動支援金（中国・四国） 20,000 

 支部活動支援金（九州・沖縄） 40,000 

 ウェブサイト制作費用（国際文献社） 235,548 

 上記 振込手数料 432 

 世話人会議費（2019/9 錯討） 25,280 

 世話人会議費（2020/3 日化年会） 2,650 

 会員管理アルバイト謝金 60,000 

 事務局特別会計 22,000 

 振込手数料・振替口座ゆうちょダイレク
ト切替手数料 

2,806 

 支出合計 790,716 

差引残高（次年度繰越） 1,000,517 
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〇支部別の会員数動向（２０２０年３月２日現在） 

支部名 会員数（前年度増減） 会費納入者数 

北海道・東北 49 (+10) 049 

関東 144 (+19) 144 

北陸 15 (−1) 015 

中部・東海 60 (+14) 060 

近畿 109 (+29) 109 

中国・四国 26 (+10) 026 

九州・沖縄 48 (+4) 048 

不明・海外 3 (+2) 003 

合計合計合計合計 454 (+87) 454 

（会員数内訳：一般１３５名、学生３１９名） 

 

 

 

５５５５．．．．会員の最新論文紹介会員の最新論文紹介会員の最新論文紹介会員の最新論文紹介 
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錯体化学若手の会では、会員内での情報共有と学生会員のエンカレッジを目的として、２０１
８年度より会員の発表した論文を Twitter（@sakutai_wakate）およびニュースレターで紹介してい
ます。論文の掲載が決定された方は、是非本コーナーへの寄稿をお願いします。皆さまの積極的
な投稿をお待ちしております。 

掲載の条件 
若手の会会員による最近の論文（およそ半年以内）であり、論文の PDF データがオンライン掲載
され、DOI が割り当てられていること 

投稿要領 
若手の会ウェブサイトよりダウンロードしたテンプレートに論文情報を入力し、電子メールにて
下記担当者に送付ください。なお、送付前に必ず指導教員の許可を得て、その旨を本文に明記し
てください。 

担当（２０２０年度） 
伊藤亮孝（高知工大院工） ito.akitaka[at]kochi-tech.ac.jp（[at]を @ に変えて下さい） 
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６６６６．．．．錯体化学若手の会錯体化学若手の会錯体化学若手の会錯体化学若手の会 入会のご案内入会のご案内入会のご案内入会のご案内 

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）および大学院生・大学生の交流・情報交換を通して、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（2019 年度の会員数 454 名）。錯体化学
に関心のある学生または 40 歳以下の方であれば、スタッフ・企業人・大学関係者等の所属や身分
を問わず、どなたでも入会いただけます。日本全国の同世代の研究者と知り合い、研究の視野を
拡げるためにも 積極的に本会を利用して下さい。 

会員特典と活動内容 
ウェブ勉強会および支部・地区単位での勉強会の開催 

若手の会 Twitter アカウントにおける会員の論文紹介 

錯体化学若手の会ニュースレター（年４回）の配布 

錯体化学会討論会への学生参加登録資格と学生講演賞／ポスター賞の応募資格 

錯体化学会誌（BJSCC）電子版の配布 

若手の会および錯体化学会会員名簿の閲覧（名簿記載者のみ） 

若手の会および錯体化学会メーリングリストによる情報発信 

夏の学校の開催（会員は参加費の割引あり）：本年度は中止しました 

入会手続き 
若手の会の会員は一般会員と学生会員の 2 種類からなり、それぞれ入会手続き方法が異なります。
会員区分を問わず年会費は¥1,000（年度区分は４月１日〜翌年３月３１日）です。錯体化学会の
正会員の方は年会費が免除されます。 

〇一般会員 若手の会ウェブサイト「問い合わせフォーム」より事務局へご連絡ください。折り
返しご連絡いたします。自動更新されるため、年度ごとの手続きは必要ありません。 

〇学生会員 錯体化学会入会申込ページ（http://www.sakutai.jp/membership/）にて手続きください。
錯体化学会の学生会員として入会手続きすることで、自動的に若手の会の会員とし
て登録されます。若手の会の年会費（¥1,000）以外に、追加の支払いはありません。 

※ 学生会員は自動更新されません。年度ごとに更新手続きをしてください。 

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ついては錯体化学会の会員限定コンテ
ンツにて閲覧可能になります。平成１７年４月より「個人情報保護法」が施行になったため、以
上をご理解いただいたうえ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
ず明記ください。詳細は若手の会ウェブサイトを参照または事務局までお問い合わせください。 


