男女共同参画推進委員会からの報告
男女共同参画推進委員会

第11回シンポジウム
未来を拓く社会からのメッセージ
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国は 37 ヵ国（写真 2）
，約 80 地域であ
った。当日は，約 30 名が参加し主旨を
祝った（写真 3）
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芳枝前委員長が，IUPAC の世界化学年
記念事業の 1 つとして提案された 2011
IUPAC Distinguished Women in Chemistry/Chemical Engineering Award のお一
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写真 1 サイエンストーク
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〔男女共同参画推進委員会委員長 佐々木政子
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