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15 日の開会式は，ハワイの伝統的な

受賞者，指導教官，組織委員による学生
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〔世界化学年レセプション〕
2011 年は世界化学年である。その前年末に開催される化学界の最
大イベントである PACIFICHEM 2010 で米国化学会と日本化学会が
共同で世界化学年を祝うレセプションを行うことを決定した。レセプ
ションは，17 日夕方，日が沈んだ
頃から，ヒルトンハワイアンビレッ
ジの芝生広場で開催された。
写真 2
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前にハワイでコンファレンスを開催する
写真 3
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日・米化学会幹部メンバー

専門学会が増えていることなど，世界の
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