
事業
No

事業活動 担当委員会 テーマ 日  時 会  場 講  師　（敬称略） 備  考

春 自然教育園　春の植物観察会 H24　4月22日（日）10：00～15：00 国立科学博物館付属自然教育園（目黒） 和田浩志・磯田　進・小根山隆祥・高橋宏之

秋 奥武蔵　秋の植物観察会 H24　9月16日（日）10：00～15：00 埼玉　奥武蔵（東吾野～武蔵横手） 和田浩志・磯田　進・小根山隆祥・高橋宏之

総務委員会 H24　11月10日（土）10：00～15：00 東京都薬用植物園 4団体共催事業

学術委員会 麻黄 H24　12月1日（土）13：00～18：00 星薬科大学 神谷 洋・御影雅幸・針ヶ谷哲也・崎山武志 生薬学会と共催

第1回 ＊未病に使用される漢方薬＊江戸から１５０年-今も生きている伝統薬- H24　10月28日（日）12：30～15：45 東京都薬用植物園 小根山隆祥・山内　盛

第2回 ＊未病と食事-野菜を美味しく食べることの意義-＊健康を維持するための５ヶ条 H24　11月 25日（日）12：30～15：45 東京都薬用植物園 森光康次郎・伊澤和光

第3回 ＊漢方医からみた未病＊心の漢方-欝にならないために- H25　1月27日（日）12：30～15：45 東京都薬用植物園 山田享弘・葛西浩史

第4回 ＊生薬とお酒＊未病のための食生活・健康法 H25　2月 24日（日）12：30～15：45 東京都薬用植物園 塩澤太朗・奥山　徹

第5回 ＊女性のための漢方＊薬膳と未病先防 H25　3月24日（日）12：30～15：45 東京都薬用植物園 新井　信・調整中（イスクラ産業）

事務局 H24　10月17日（水） 昭和薬貿ビル 薬祖神奉賛会協力事業

第1回 シーボルトと日本の薬草 H24　4月25日（水）10：00～11：30 東京都薬用植物園（屋外集会場） 和田浩志（東京理科大学薬学部） 協会

第2回 ネパールと日本を結ぶ食と薬草 H24　5月24日（木）10：00～11：30 東京都薬用植物園（屋外集会場） 南雲清二（星薬科大学名誉教授） 協会

第3回 循環器の病気と漢方 H24　6月21日（木）10：00～11：30 東京都薬用植物園（屋外集会場） 大野修嗣（大野クリニック） 協会

第4回 散歩道で薬草を探そう H24　7月26日（木）10：00～11：30 東京都薬用植物園（屋外集会場） 指田　豊（東京薬科大学名誉教授） 協会

第5回 里山の隠れた薬草 H24　8月29日（水）10：00～11：30 東京都薬用植物園 磯田　進（昭和大學薬学部非常勤講師） 協会

第6回 ストレスと漢方 H24　9月11日（火）10：00～11：30 東京都薬用植物園 新井　信（東海大学医学部） 協会

第7回 植物成分（精油）の薬効 H24　10月24日（水）10：00～11：30 東京都薬用植物園（屋外集会場） 北島潤一（昭和薬科大学教授） 協会

第8回 奥多摩の薬草 H24　11月21日（水）10：00～11：30 東京都薬用植物園（屋外集会場） 吉澤政夫（森林インストラクター） 協会

春 園内観察会 H24　5月27日（日）10：00～，13：30～　　　　　　　東京都薬用植物園 薬用植物園職員・東京生薬協会職員 協会

秋 園内観察会 H24　9月30日（日）10：00～，13：30～ 東京都薬用植物園 薬用植物園職員・東京生薬協会職員 協会

第1回 爽快　アロマテラピー H24　4月 7日（土） 草星舎共催事業 鈴木悦子 協会・草星舎

第2回 やさしい薬草栽培 H24　4月14日（土） 草星舎共催事業 鈴木幸子（東京生薬協会） 協会・草星舎

第3回 朝顔を育ててみませんか　入門編 H24　4月28日（土） 草星舎共催事業 浅岡みどり 協会・草星舎

第4回 ケシのパネル展 H24　5月 1日（火）～25日（金） 東京都薬用植物園 展示 協会

第5回 ケシのミニ講座 H24　5月12日（土），13（日） 東京都薬用植物園 ケシ外側フェンス開放 協会

第6回 薬膳　春から夏へ H24　5月26日（土） 東京都薬用植物園 近藤美春 協会・草星舎

第7回 ハーブを楽しむ H24　6月9日（土） 草星舎共催事業 小泉美智子 協会・草星舎

第8回 ラベンダースティックをつくろう H24　7月 14日（土） 草星舎共催事業 神蔵いくよ 協会・草星舎

第9回 薬草クイズラリー H24　7月22日（日） 東京都薬用植物園 東京生薬協会 協会

第10回 夏休み子供植物教室（葉っぱを使って絵を描こう） H24　8月17日（金） 草星舎共催事業 北川重美（東京生薬協会）・中山麗子（草星舎） 協会・草星舎

第11回 活き活きリース H24　9月 15日（土） 東京都薬用植物園 高橋清美 協会・草星舎

第12回 薬になる動物と植物 H24　10月 11日（木） 東京都薬用植物園 清水虎雄 協会・草星舎

第13回 秋の薬膳 H24　10月13日（土） 草星舎共催事業 近藤美晴 協会

第14回 立冬　薬草の手湯、足湯 H24　11月17日（土） 草星舎共催事業 小根山隆祥 協会・草星舎

第15回 木の実・草の実リース作り教室 H24　12月19日（水） 草星舎共催事業 中山麗子（草星舎） 協会・草星舎

第16回 万葉集と薬草 H25　1月24日（木） 東京都薬用植物園 木下武司（帝京大学薬学部教授） 協会

第17回 健康講座（薬事協との共催） H25　2月13日（水） 草星舎共催事業 調整中 協会

第18回 早春の植物 H25　3月9日（土） 草星舎共催事業 吉澤政夫（薬用植物園職員） 協会・草星舎

第19回 香辛料の魅力 H25　3月16日（土） 草星舎共催事業 磯部（エスビー食品） 協会・草星舎

春 H24　5月12日（土） 東京都薬用植物園

秋 H24　9月29日（土） 東京薬科大学　薬用植物園

H24　10月14日（日） 東京都薬用植物園

3 生薬利用開発をはかるための調査

学術委員会

事務局 Ｈ24　6月7日（木）～9日（土） 秋田県八峰町

事務局 H24　 9月4日（火）～5日（木） 新宿西口イベント広場 6団体共催事業

事務局 Ｈ25　3月 昭和薬貿ビル

2012/10/24更新

講演会、研修会及び懇談会の開催
等並びに会報の発行

OTC医薬品とｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ

行政との意見交換会

今年度計画なし

学術委員会

事業管理委員会

4 生薬資源・流通生薬の調査、研究
日本薬局方原案審議委員会への参加

生薬栽培・工業化への視察・情報収集

5

2 薬用植物栽培の奨励、育成、指導

薬草観察会（仕様書） 事業管理委員会

イベント事業（仕様書、他） 事業管理委員会

学術委員会

生薬に関する普及啓発活動
(2)

薬草教室（仕様書）

薬用植物指導員認定者
フォローアップ研修

　　　　　　　平成24年度　東京生薬協会　実施イベント一覧

イベント名

1

生薬に関する普及啓発活動
(1)

植物観察会 学術委員会

薬草収穫感謝の会

生薬に関する懇談会

薬用植物・生薬に関する講習会

薬草生け花展


