
平成25年度イベント一覧
予定日等が変わる場合もありますので、開催日の1ケ月位前に電話等でご確認ください。

イベント名 テーマ 日         程 会    場 講    師（敬称略）

春 春の薬草観察会 平成25年  5月26日（日） 1０時00分～15時00分 三室山(奥多摩) 小根山 ・和田 ・高橋 ・磯田 ・南雲

秋 秋の薬草観察会 平成25年 10月 6日（日） 1０時00分～15時00分 小石川植物園 小根山 ・和田 ・高橋 ・磯田 ・南雲

生薬に関する懇談会
 第29回 オウギ(黄耆 )、オンジ(遠志) 平成25年12月  7日（土） 13時00分～18時00分 星薬科大学 日本生薬学会と共催

第1回 神農本草経の上薬、漢方最古の古典「黄帝内経」にみる養生 平成25年10月27日（日） 12時30分～15時45分 東京都薬用植物園 小根山 隆祥 (東京生薬協会 学術委員長)、伊澤　和光 (いざわ漢法クリニック 院長)

第2回 健康寿命を考える養生法、子育ての養生法  平成25年11月24日（日） 12時30分～15時45分 〃 山内　盛（元日本大学薬学部助教授)、崎山 武志（聖マリアンナ医科大学客員教授）

第3回 女性のための漢方Ⅱ、心の養生法  平成26年  1月26日（日） 12時30分～15時45分 〃 高木嘉子(高木クリニック院長)、杵淵　彰(青山杵淵クリニック院長)

第4回 養生のための健康茶、漢方医からみた養生法 平成26年  2月23日（日） 12時30分～15時45分 〃 清水虎雄(東京生薬協会学術委員 )、山田 享弘(金匱会診療所 所長)

第5回 養生のための薬用酒を造ろう、未病・養生のための食生活・健康法 平成26年  3月23日（日） 12時30分～15時45分 〃 磯田　進(昭和大学薬学部非常勤講師)、鳥居塚和生(昭和大学薬学部教授)

OTC医薬品とセルフメ
ディケーション 第6回 よく知って、正しく使おうＯＴＣ医薬品 平成25年 9月13日（金）・14日（土） 新宿西口イベント広場

共催：(公社)東京生薬協会、(公社)東京薬事協会、全国家庭薬協議会,
日本OTC医薬品協会、(公社)東京都薬剤師会、東京都医薬品登録販売者協会

第1回 日本薬草栽培の歴史 平成25年  4月24日（水）1０時00分～11時30分　 東京都薬用植物園 南雲　清二（元星薬科大学教授）

第2回 薬草と野菜 平成25年  5月23日（木）1０時00分～11時30分　 〃 山内　盛（元日本大学薬学部助教授）

第3回 水辺の薬草と毒草 平成25年  6月26日（水）1０時00分～11時30分　 〃 磯田　進（昭和大学薬学部非常勤講師）

第4回 アウトドアーで気を付ける植物 平成25年  7月25日（木）1０時00分～11時30分　 〃 指田　豊（東京薬科大学名誉教授）

第5回 消化器の病気と漢方薬 平成25年  8月29日（木）1０時00分～11時30分　 〃 大野　修嗣（大野クリニック院長）　

第6回 中国のダイオウ産地をたずねて 平成25年  9月  3日（火)  1０時00分～11時30分　 〃 新井　信 （東海大学医学部准教授）

第7回 帰化植物と薬草 平成25年10月24日（木）1０時00分～11時30分　 〃 和田　浩志 （東京理科大学薬学部講師）

第8回 薬用植物園の野鳥 平成25年11月20日（水）1０時00分～11時30分　 〃 吉澤　政夫 （森林インストラクター）

第1回 やさしい薬膳　春 平成25年  4月  6日（土）1０時00分～12時00分　 〃 近藤　美春 (草星舎共催)

第2回 四季のロックガーデン 平成25年  4月13日（土）1０時00分～12時00分 〃 鈴木　幸子 (草星舎共催)

第3回 ハーブの庭 平成25年  4月20日（土）1０時00分～12時00分 〃 小泉 美智子 (草星舎共催)

第4回 ケシのパネル展 平成25年  5月1日（水）～24日（金）9時30分～16時30分 〃 研修室展示会

第5回 ケシのミニ講座 平成25年  5月11日（土）・12（日）12時30分～13時30分 〃 東京都職員

第6回 癒しのリース教室 平成25年  5月25日（土）1０時00分～12時00分 〃 田淵　清美 (草星舎共催)

第7回 アロマセラピー　初夏 平成25年  6月  8日（土）1０時00分～12時00分 〃 鈴木　悦子 (草星舎共催)

第8回 やさしい薬膳　酷暑の前に 平成25年  6月22日（土）1０時00分～12時00分 〃 近藤　美春 (草星舎共催)

第9回 夏のハーブ 平成25年  7月13日（土）1０時00分～12時00分 〃 小泉 美智子 (草星舎共催)

第10回 薬草クイズラリー 平成25年  7月21日（日）1０時00分～12時00分、13時30分～15時30分 〃 東京生薬協会

第11回 夏休み子供植物教室 平成25年  8月16日（金）1０時00分～12時00分、13時30分～15時30分 〃 中山   麗子（草星舎テクニカルスタッフ）

第12回 季節の草木で染める 平成25年  9月14日（土）1０時00分～12時00分 〃 山　浩美  (草星舎共催)

第13回 やさしい薬膳　厳冬前に 平成25年11月16日（土）1０時00分～12時00分 〃 近藤　美春　(草星舎共催)

第14回 手湯で温まる 平成25年12月14日（土）1０時00分～12時00分 〃 小根山 隆祥 (草星舎共催)

第15回 木の実・草の実リース作り教室 平成25年12月18日（水）1０時00分～12時00分、13時30分～15時30分 〃 中山   麗子（草星舎テクニカルスタッフ）(草星舎共催)

第16回 健康講座 平成26年  2月13日（木）1０時00分～12時00分 〃 薬事協会共催

第17回 オリジナルスパイス 平成26年  3月  8日（土） 1０時00分～12時00分 〃 Ｓ＆Ｂ食品 (草星舎共催)

第18回 薬木で盆栽を創ろう　 平成26年  3月27日（木）1０時00分～12時00分 〃 清水　虎雄 (草星舎共催)

第19回 早春の植物たち 平成26年  3月29日（土）1０時00分～12時00分 〃 吉澤　政夫 (草星舎共催)

薬祖神例大祭・薬用植物生け花展
 平成25年10月17日（木）13時30分～18時30分 昭和薬貿ビル2F 薬祖神奉賛会協力事業 中山 麗子（草星舎テクニカルスタッフ）

くすりの歴史展 第5回 平成25年10月22日（火）～25日（金）10時00分～17時00分 昭和薬貿ビル2F

60周年記念事業 60周年記念式典 平成25年10月23日（水）18時00分～21時00分 神田明神　明神会館

新年賀詞交歓会 平成26年  1月28日（火）16時00分～18時00分 神田明神　明神会館

東京都薬用植物園

薬草観察会

薬用植物指導員認定者
フォローアップ研修

薬用植物・生薬に関する
講座

薬草収穫感謝の会
 平成25年11月  9日（土） 1０時00分～15時00分

薬草教室

イベント事業

平成25年 10月29日（火） ㈱龍角散 千葉工場

共　催：東京都、(公社)東京生薬協会、(公社)東京薬事協会、本町生薬会
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