
事業 テーマ 日 　程 場　所 講  師（敬称略）

春 春の薬草観察会 平成27年 5月 24日（日） 長沼公園(八王子）
小根山 ・和田 ・高橋 ・
磯田 ・ 鈴木  ・南雲

秋 秋の薬草観察会 平成27年10月18日（日） 明治薬科大学資料館
小根山 ・和田 ・高橋 ・
磯田 ・ 鈴木  ・南雲

生薬に関する懇談会
 第31回 平成27年12月  5日（土） 星薬科大学 日本生薬学会と共催

第1回 平成27年10月25日（日） 東京都薬用植物園 小根山 隆祥 （学術委員長）

第2回 平成27年11月29日（日） 〃
山内　盛（学術副委員長）
高木 嘉子 （ヨシコクリニック院長）

第3回 平成28年　1月31日（日） 〃
清水虎雄（東京都薬用植物園元園長）
杵渕   彰 (青山杵渕クリニック院長）

第4回 平成28年　2月28日（日） 〃
池上 文雄(千葉大学環境健康フィールド科学
センターグランドフェロー)

第5回 平成28年　3月27日（日） 〃
磯田進（昭和大学薬学部非常勤講師）
山田 享弘 （金匱会診療所 所長）

新常用和漢薬集の改訂

1号事業
（総務委員会）

薬草収穫感謝の会
 平成27年11月  7日（土） 東京都薬用植物園
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

1号事業
（事務局）

OTC医薬品とセルフ
メディケーション 第7回

よく知って、正しく使おう
ＯＴＣ医薬品

平成27年 9月11日（金）
・12日（土） 新宿西口イベント広場

共催：6団体（東京生薬協会、東京薬事
協会、日本家庭薬協会、日本OTC医薬
品協会、東京都薬剤師会、東京都医薬
品登録販売者協会）　　　　        後
援：東京都、厚生労働省、東京薬科大
学、日本商工会議所

会報の発行
平成27年7月24日
平成28年1月15日

協会ホームページの更新

東京都薬用植物園受託事業

第1回 日々の暮らしと生薬 平成27年  4月23日（木） 東京都薬用植物園 笠原　良二（㈱ツムラ特販課課長）

第2回 江戸の伝統野菜と健康 平成27年  5月21日（木） 〃 山内　盛（東京生薬協会学術委員）

第3回 漢方とアンチエイジング 平成27年  6月26日（金） 〃 新井　信 （東海大学医学部准教授）

第4回 徳川吉宗と薬草 平成27年 7月8日（水） 〃 南雲   清二（星薬科大学名誉教授）

第5回 熱中症、夏の漢方薬 平成27年  8月27日（木） 〃 大野　修嗣（大野クリニック院長）　

第6回 昆虫から見た植物の世界 平成27年  9月25日（金） 〃 佐々木　正巳（玉川大学名誉教授）

第7回 身近な薬の原料植物 平成27年10月22日（木） 〃 磯田　進（昭和大学薬学部非常勤講師）

第8回 ブルガリアのバラと野草 平成27年11月26日（木） 〃 指田　豊（東京薬科大学名誉教授）

第1回 春の薬膳旬の食材で健康　 平成27年  4月  4日（土）　 〃 山上　勉 (草星舎共催)

第2回 ロックガーデンの四季 平成27年  4月11日（土）　 〃 池村  国弘 (草星舎共催)

第3回 ハーブの押し花ではがき作り 平成27年  4月18日（土）　 〃 小泉  美智子(草星舎共催)

第4回 ケシのパネル展 平成27年 5月1日（金）～22日（金） 〃 ケシ畑の前

第5回 ケシのミニ講座 平成27年 5月9日（土）・10日（日） 〃 薬用植物園職員

第6回 グリーン・リース教室 平成27年 5月 23日（土） 〃 田淵  清美 (草星舎共催)

第7回 夏の薬膳　 平成27年 6月 6日（土） 〃 近藤  美春 (草星舎共催)

第8回 癒しのアロマセラピー 平成27年 6月 13日（土）　 〃 鈴木  悦子 (草星舎共催)

第9回 ハーブと夏の暮らし 平成27年 7月 11日（土） 〃 小泉  美智子 (草星舎共催)

第10回 薬草クイズラリー 平成27年 7月 26日（日） 〃 東京生薬協会

第11回 夏休み親子植物教室 平成27年 8月 8日（土） 〃 中山  麗子 

第12回 やさしい草木染 平成27年 9月 26日（土） 〃 山  浩美 (草星舎共催)

第13回 晩秋の薬膳　 平成27年11月14日（土） 〃 近藤  美春 (草星舎共催)

第14回 手湯の温もり 平成27年12月12日（土） 〃 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27年12月16日（水） 〃 中山  麗子 

第16回 健康講座 平成28年 2月12 日（金） 〃 東京薬事協会共催

第17回 落語の世界のくすりと薬草 平成28年 3月 5日（土） 　 〃 一升亭 呑介 (草星舎共催)

第18回 スプリング・エフェメラル　春の目覚め 平成28年 3月 26日（土） 〃 吉澤  政夫 (草星舎共催)

2号事業
(栽培事業委員会)

薬用植物栽培講習会 平成27年度

3号事業
(学術委員会)

美郷町視察研修

八峰町視察研修

薬用植物国内栽培の実施

春 てのひら薬草園 平成27年 4月25日（土）

秋 製薬会社工場見学 平成27年   月　日（ ）

現代化中医薬国際協会
(MCMIA)との交流

　薬用植物生け花展 平成27年10月16日（金） 昭和薬貿ビル2F直会会場 薬祖神奉賛会協力事業

生薬の栽培と生産について
新発田市松浦農村環境改善ｾﾝﾀｰ、新潟市農業活性化センター、
高浜町（いきいきタウン）他

生薬等A委員会および生薬等B委員会に委員を派遣する。

1）東京都薬用植物園の事業管理　　　2）薬用植物や生薬の普及啓発事業
3）研修業務　４）薬用植物、生薬の栽培業務　５）薬用植物、生薬の収集・
保存・展示業務　６）調査研究補助業務　７）鑑定、鑑別補助業務

共益事業
（総務委員会）

（事務局）

1）訪問先：MCMCM展示会場、衛生局訪問　2）展示会で薬用植物栽培事業、東京都薬用植物園のポスターを掲示

大正製薬株式会社 大宮工場

秋田県八峰町、秋田県美郷町、新潟県新発田市、新潟県新潟市、福井県高浜町、岐阜県岐阜市の6自治体

秋の七草

4号事業
（学術委員会）

1号事業②
（事業管理委

員会）

八峰町栽培地視察、留山ブナ林の植物観察 平成26年 　月 　日（ ）・　日（ ）

植物の解説ラベル約700種にQRコード貼付。
薬用植物指導員認定者
フォローアップ研修

薬草観察会

薬草教室

イベント事業

薬用植物・生薬に
関する講座

(テーマ：セルフケアを
高める生薬・漢方)

3号事業
(栽培事業委員会)

日本薬局方原案審議委員会への参加

旧版収載の和漢薬(236品目)について内容を見直し、ホームページに97品目公開中、現日本薬局方（16局）と照合し、改訂作業を実施

1号事業
（広報委員会）

第459号、第460号

「お花の見ごろ情報」「最新イベント情報」「新常用和漢薬集」「協会概要」等の更新

会報No.459／2015.７発行　寄稿：小根山隆祥、布目慎勇他
生薬解説：指田豊、総頁数：16頁
会報No.460／2016.1発行　中谷肇一 、藤井隆太  寄稿：小根山隆祥、布目慎勇他
生薬解説：指田豊　総頁数：16頁

1号事業
（学術委員会）

東京都薬用植物園の受託管理事業の充実と共に、栽培技術の向上と伝承を
図り、薬用植物や生薬に対する知識・情報を国民に対し正しく普及啓発す
る活動を積極的に実施する。

生薬・薬用植物の一年の収穫を感謝し、
講演会、植物観察会を開催する。

美郷町栽培地視察・収穫、記念植樹 （予定）平成26年 11月 2日（月）・3日（火）



新年賀詞交歓会 平成28年  1月 27日（水） 神田明神 明神会館
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