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報告 2  平成 29 年度事業計画 
平成 29 年度の編集・出版、研究会および表彰の各事業計画について、以下のとおり報告する。 

 
表 7・1 平成 29 年度事業計画（その 1） 

事業の名称および事業の概要 主催 共催 

公１・編集出版事業 
 有機合成化学協会誌 
  75 巻第 1～12 号(12 冊)、発行部数 5,800 部／月、年間総ページ 1,600 

普通号 10 回；特集号 2 回 
第 5 号 「キラリティー研究の最前線 －合成、機能と反応ー」 
第 11 号 Special Issue in English 

本部  

 単行本の編集・出版 
本部  

  随時 
 公１関連会議 

本部    有機合成化学協会誌編集委員会(日時未定；6 回) 
  出版委員会(日時未定；3 回) 
公２・研究会事業  
 シンポジウム  
  第 111 回有機合成シンポジウム；6/8～6/9；岡山大学 50 周年記念館 本部   
  第 112 回有機合成シンポジウム；12/5～12/6；早稲田大学国際会議場 本部   
  第 50 回酸化反応討論会 他学会 本部 
  第 47 回複素環化学討論会 他学会 本部 
  第 52 回有機反応若手の会 他学会 本部 
  第 50 回有機金属若手の会 他学会 本部 
  北海道支部 2017 年度研究発表会；日時・場所未定 北海道支部 万有財団 
  若手研究者のための有機化学札幌セミナー；11 月；場所未定 北海道支部   
  仙台地区春の講演会；5 月または 6 月；場所未定 東北支部   
  仙台セミナー賞受賞者への有機合成シンポジウム参加支援事業；６月 東北支部   
  岩手地区講演会；日時・場所未定 東北支部   
  若手研究者のための仙台セミナー；11 月または 12 月；場所未定 東北支部   
  化学系学協会東北支部大会；9 月 他学会 東北支部 
  有機化学コロキウム；9 月 他学会 東北支部 
  第 73 回有機合成化学協会関東支部シンポジウム(メジロシンポジウム)；5/20 

学習院大学 
関東支部   

  第 74 回有機合成化学協会関東支部シンポジウム(新潟シンポジウム) 
11/18～11/19；新潟大学五十嵐キャンパス 

関東支部   

  有機合成化学ミニシンポジウム①；4/14；東京理科大学記念講堂 関東支部   
  有機合成化学ミニシンポジウム②；6 月；東海大学 関東支部   
  有機合成化学ミニシンポジウム③；11 月；千葉大学 関東支部   
  有機合成化学ミニシンポジウム④；日時未定；工学院大学 関東支部   
  若手研究者のためのセミナー；日時未定；東京大学薬学系総合研究棟２階講堂 関東支部   
  有機合成セミナー；6 月；岐阜大学 東海支部   
  有機合成化学総合講演会；12 月：豊橋技術科学大学 東海支部   
  若手研究者のためのセミナー；7 月；信州大学 東海支部   
  第 48 回中化連秋季大会；11/11～11/12；岐阜大学 東海支部   
  第 48 回中化連秋季大会特別討論会；11/11～11/12；岐阜大学 東海支部   
  第 37 回有機合成若手セミナー「明日の有機合成を担う人のために」 

(若手研究者のためのセミナー)；8/9；同志社大学 
関西支部   
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表 7・2 平成 29 年度事業計画（その 2） 

事業の名称および事業の概要 主催 共催 

  第 34 回有機合成化学セミナー；9/12～9/14 
金沢市文化ホール・金沢ニューグランドホテル 

関西支部 本部 

  有機合成北陸セミナー＜福井＞；日時未定；港のホテル 関西支部   
  若手研究者のためのセミナー(第 33 回若手化学者のための化学道場) 

世話人：鳥取大学；日時・場所未定 
中国四国支部   

  第 29 回若手研究者のためのセミナー；8 月；九州大学伊都キャンパス 九州山口支部   
 講習会 
  平成 29 年度前期有機合成化学講習会；6/14～6/15；日本薬学会館 本部  
  平成 29 年度後期有機合成化学講習会；11/15～11/16；日本薬学会館 本部  
  有機合成 2 月セミナー“有機合成のニュートレンド 2017” 

2/1～2/2 日；大阪科学技術センター 
関西支部  

 懇談会 
  有機合成化学懇談会；日時･場所未定 本部   
  2017 新春特別フォーラム；1/18；化学会館／山の上ホテル 本部 関東支部 
  企業の若手研究者と交流・討論できる学生のためのセミナー；日時･場所未定 本部   
  来日化学者講演会；随時 北海道支部   
  来日化学者講演会；随時 東北支部   
  有機合成化学談話会；9/22～9/23；和光純薬湯河原研修所 関東支部   
  訪日学者講演会；10 件；日時・場所未定 東海支部   
  有機合成新春講演会；1/25；大阪科学技術センター 関西支部   
  セミナー化学千一夜“明日の化学への夢を語ろう” 

6/23～6/24;SPring8･志んぐ荘 
関西支部   

  第 75 回パネル討論会；5 月；広島大学 中国四国支部   
  第 76 回パネル討論会または有機合成ミニシンポジウム 2017；日時・場所未定 中国四国支部   
  来日学者講演会；5 件；随時 中国四国支部   
  第 56 回有機電解合成公開セミナー；日時未定；岡山大学 他学会 中国四国支部 
  第 14 回ナノ・バイオ・インフォ化学シンポジウム；日時未定；広島大学 他学会 中国四国支部 
  第 1 回有機合成化学講演会；6/2；九州大学馬出キャンパスコラボステーション 九州山口支部   
  第 54 回化学関連支部合同九州大会 7/1；北九州国際会議場 電気化学会 九州山口支部 
  来日学者講演会；最大 4 件 九州山口支部   
 見学会 
  有機合成見学会；日時･場所未定 本部  
  見学会；11 月；詳細未定 九州山口支部  
 公２関連会議 
  事業委員会；日時未定；5 回 本部  
  有機合成化学シンポジウムプログラム編成会議；2 回 本部  

公３．表彰事業 
担当機関 

 有機合成化学特別賞関連 
  理事による予備投票；6～8 月郵便 理事会 
  委員会による選考；10/4～10/5 協会賞等選考委員会 
 有機合成化学協会賞・奨励賞関連 
  各支部推薦委員会；～7 月 各支部 
  協会賞(技術)・奨励賞書面審査；7 月；郵便 協会賞等選考委員会 
  協会賞(学術/技術)・奨励賞選考委員会；10/4～10/5 協会賞等選考委員会 
 Mukaiyama Award 関連会議 
  Mukaiyama Award 委員会(選考委員会) Mukaiyama Award 委員会 
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表 7・3 平成 29 年度事業計画（その 3） 

事業の名称および事業の概要 担当機関 

 企業冠賞関連 
  第一三共｢創薬有機化学賞｣書面審査(郵便) 左記選考委員会 
  日産化学工業｢有機合成新反応/手法賞｣書面審査(郵便) 左記選考委員会 
  富士フイルム「機能性材料化学賞」書面審査(郵便) 左記選考委員会 
 高砂香料国際賞｢野依賞｣関連 
  野依賞委員会 野依賞委員会 
 支部表彰 
  支部奨励賞選考・表彰(予定) 東北支部 
  第 15 回支部賞授賞講演会(日時･場所未定) 関西支部 
  有機合成化学特別講演会(支部奨励賞受賞講演並びに特別招待講演会) 

(11 月；岡山大学) 
中国四国支部 

  支部各賞選考委員会(6 月 2 日；九州大学馬出キャンパスコラボステーション) 九州山口支部 
  第 27 回万有福岡シンポジウム(6 月 3 日；九州大学馬出キャンパス百年講堂) 九州山口支部 
  第 2 回有機合成化学講演会・支部各賞表彰式(11 月；場所未定) 九州山口支部 

他１(共益事業) 
  技術アドバイザー事業 本部 
  ゆうごう会(日時・場所未定) 本部 
  海外視察団派遣(日時・場所未定) 本部 
 研究企画賞 
  研究企画賞選考委員会 研究企画賞選考委員会 

 
 
 
報告３  平成 29 年度収支予算 

平成 29 年度予算を表 8・1～8・5 に示す。従来との主な差は以下の通り。 
１）平成 29 年度の費用には常務理事の退職慰労金が発生する。 
２）新任の常務理事・事務局長が会員企業からの出向者であるため、俸給が原籍企業と折半となっ

た。そのため常務理事俸給は前年度比で約 500 万円削減される。 
 

  

mochizuki
長方形


