埼玉

岐阜
いを助ける薬の歴史を詳しく解説しており、昔の人がどんな材料から、
どんな方法で薬を作っていたかを詳しく知る
ことができます。
また、
これらの薬を作るうえで一緒に発達した技術についても多くの展示があり、薬の製造工程を紹
介されている映画「水・森・人の物語」
（約20分）もご覧いただけます。
また、温室も備えられた薬用植物園では、約
700種の薬草・薬木を育成されています。
日時

2017年5月23日
（火）※雨天決行
13:00〜16:30（集合12:40）

日時

2017年6月8日
（木）※雨天決行

会場

メディカルハーブガーデン
生活の木 薬香草園

集合場所 薬香草園入口付近

● 名古屋鉄道犬山線「江南駅」
よりタクシーで約12分
※JAMHAスタッフがタクシー乗り合わせをお手伝いいたします
詳しくは、参加票と一緒にお送りするご案内にてご確認ください
※お車でお越しの方は、参加票に同封の「確認書」にてお知らせください

参加費

定員

日本メディカルハーブ協会

40名 ※お申し込み多数の場合は抽選になります

会員1,500円

申込締切 4月25日
（火）※当日消印有効
定員

会員9,180円 ※ハーブランチコース代1,800円含む

申込締切 5月10日
（水）※当日消印有効

集合場所 内藤記念くすり博物館内ホール
参加費

埼玉県飯能市美杉台 1-1

西武池袋線「飯能」駅 南口よりバスで約10分
美杉台ニュータウン行乗車「美杉台小学校」バス停下車すぐ

岐阜県各務原市川島竹早町 1

会場

11:00〜17:00（集合10 :30〜）

（アクセス） 〒357-0041

内藤記念くすり博物館
（アクセス）

2017 年 Spring/Summer

生活の木メディカルハーブガーデン薬香草園は、埼玉県飯能市の閑静な住宅街にあります。広い敷地内にはハーブ
ガーデンの他、ハーブやアロマセラピー関連を扱うショップ、
レストラン、ベーカリー工房、
アーユルヴェーダサロン、
ハーバルライフカレッジ、手作り化粧品工房があります。本見学会ではハーブガーデンの見学に加え、
レストランヤハラ
テナでのハーブランチコース、
さらにはハーブの蒸留体験と盛りだくさんの内容です。

内藤記念くすり博物館は日本で初めての薬の博物館として開設されました。健康で長生きしたい、そんな人々の願

40名 ※お申し込み多数の場合は抽選になります

申込方法

❶❷❸いずれかの方法でお申込みください。
いずれかの方法でお申込みください。※お申込みは JAMHA 会員のみとさせていただきます

❶ FAXまたは郵便による申込み

NEW！
！

申込用紙の必要事項をご記入のうえ事務局へお送りください

❷ メールによる申込み

薬用植物園見学会のご案内
ご案内
NEW！
！

NEW！
！

［北海道・千葉・埼玉・岐阜・兵庫・高知・大分］

➡ info@medicalherb.or.jp

申込用紙の項目を全てメールの本文へ入力のうえ、件名を「薬用植物園見学会 in●● 申込み」として事務局へ送信してください
※必ず●●に希望の参加地［北海道・千葉・埼玉・岐阜・兵庫・高知・大分］をご明記ください。

北海道

日本各地の薬用植物園で多くの生のハーブに触れながら、

❸ ホームページ（会員専用ページ）からの申込み

会員専用ページからログイン後、
「イベント情報」からお申込みください

初めての開催となる北海道薬科大学薬用植物園。石狩湾を望むロケーションに設置されたこちらの植物園では野

その知恵と活用術を学ぶ

参加費のお支払いについて

NEW

JAMHAならではの会員限定フィールドイベント。

参加費は、参加票（抽選結果）到着後に指定口座へお振込みいただきます。

専門家によるガイドや講演なども行われる貴重な場です。

お問合わせ・申込先

生を生かした自然園とともに標本園として教育用ばかりではなく実験用の圃場として研究にも利用されています。

特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会 事務局 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-1 九段勧業ビル2F

園内には姉妹校の瀋陽（シンヨウ）薬科大学から分譲された植物、その他約300種の薬用植物が植栽され、標本館

Tel 03-3230-4182 （9:15〜17:30 土日祝日を除く） Fax 03-3230-4184

には生薬200点が展示されています。植物を見るのにベストシーズンといえる北海道、是非ご旅行にもいかがでしょ

申込用紙

うか。

日時

2017年7月22日
（土）
13:15〜16:00（集合12 :45）

北海道薬科大学 薬用植物園
北海道小樽市桂岡町 7 番 1 号

会場

（アクセス）

● ＪＲ函館本線「銭函駅」
より中央バスで約10分「薬大前」停留所下車
※銭函駅は小樽駅、札幌駅からそれぞれ電車で20分程です
※お車でお越しの方は、参加票に同封の「確認書」にて事前に
お知らせください

集合場所 薬用植物園内、
標本館前
参加費

会員1,500円

■ 4 月 28日
（金）高 知（申込締切：4月 3日）
■ 4 月29日
（土）大 分（申込締切：3月27日）
■ 5 月10日
（水）千 葉（申込締切：4月11日）

30名 ※お申し込み多数の場合は抽選になります

見学会への参加を申込みます

■
■
■
■

5 月22日
（月）兵 庫（申込締切：4月24 日）
5 月23日
（火）岐 阜（申込締切：4月25日）
6 月 8日
（木）埼 玉（申込締切：5月10日）
7 月22日
（土）北海道（申込締切：6月19日）

●参加票（抽選結果）は申込締切後、3日後を目安に発送いたします。
ふりがな

名前

会員ID
〒

申込締切 6月19日
（月）※当日消印有効
定員

FAX 03- 3230 - 4184

ご希望の見学会（※必ずチェックをいれてください）

E-Mail info@medicalherb.or.jp

住所
TEL
Email

FAX

@

ぜひ、
ご参加ください。
〜 会員限定イベント 〜

埼玉

岐阜
いを助ける薬の歴史を詳しく解説しており、昔の人がどんな材料から、
どんな方法で薬を作っていたかを詳しく知る
ことができます。
また、
これらの薬を作るうえで一緒に発達した技術についても多くの展示があり、薬の製造工程を紹
介されている映画「水・森・人の物語」
（約20分）もご覧いただけます。
また、温室も備えられた薬用植物園では、約
700種の薬草・薬木を育成されています。
日時

2017年5月23日
（火）※雨天決行
13:00〜16:30（集合12:40）

日時

2017年6月8日
（木）※雨天決行

会場

メディカルハーブガーデン
生活の木 薬香草園

集合場所 薬香草園入口付近

● 名古屋鉄道犬山線「江南駅」
よりタクシーで約12分
※JAMHAスタッフがタクシー乗り合わせをお手伝いいたします
詳しくは、参加票と一緒にお送りするご案内にてご確認ください
※お車でお越しの方は、参加票に同封の「確認書」にてお知らせください

参加費

定員

日本メディカルハーブ協会

40名 ※お申し込み多数の場合は抽選になります

会員1,500円

申込締切 4月25日
（火）※当日消印有効
定員

会員9,180円 ※ハーブランチコース代1,800円含む

申込締切 5月10日
（水）※当日消印有効

集合場所 内藤記念くすり博物館内ホール
参加費

埼玉県飯能市美杉台 1-1

西武池袋線「飯能」駅 南口よりバスで約10分
美杉台ニュータウン行乗車「美杉台小学校」バス停下車すぐ

岐阜県各務原市川島竹早町 1

会場

11:00〜17:00（集合10 :30〜）

（アクセス） 〒357-0041

内藤記念くすり博物館
（アクセス）

2017 年 Spring/Summer

生活の木メディカルハーブガーデン薬香草園は、埼玉県飯能市の閑静な住宅街にあります。広い敷地内にはハーブ
ガーデンの他、ハーブやアロマセラピー関連を扱うショップ、
レストラン、ベーカリー工房、
アーユルヴェーダサロン、
ハーバルライフカレッジ、手作り化粧品工房があります。本見学会ではハーブガーデンの見学に加え、
レストランヤハラ
テナでのハーブランチコース、
さらにはハーブの蒸留体験と盛りだくさんの内容です。

内藤記念くすり博物館は日本で初めての薬の博物館として開設されました。健康で長生きしたい、そんな人々の願

40名 ※お申し込み多数の場合は抽選になります

申込方法

❶❷❸いずれかの方法でお申込みください。
いずれかの方法でお申込みください。※お申込みは JAMHA 会員のみとさせていただきます

❶ FAXまたは郵便による申込み

NEW！
！

申込用紙の必要事項をご記入のうえ事務局へお送りください

❷ メールによる申込み

薬用植物園見学会のご案内
ご案内
NEW！
！

NEW！
！

［北海道・千葉・埼玉・岐阜・兵庫・高知・大分］

➡ info@medicalherb.or.jp

申込用紙の項目を全てメールの本文へ入力のうえ、件名を「薬用植物園見学会 in●● 申込み」として事務局へ送信してください
※必ず●●に希望の参加地［北海道・千葉・埼玉・岐阜・兵庫・高知・大分］をご明記ください。

北海道

日本各地の薬用植物園で多くの生のハーブに触れながら、

❸ ホームページ（会員専用ページ）からの申込み

会員専用ページからログイン後、
「イベント情報」からお申込みください

初めての開催となる北海道薬科大学薬用植物園。石狩湾を望むロケーションに設置されたこちらの植物園では野

その知恵と活用術を学ぶ

参加費のお支払いについて

NEW

JAMHAならではの会員限定フィールドイベント。

参加費は、参加票（抽選結果）到着後に指定口座へお振込みいただきます。

専門家によるガイドや講演なども行われる貴重な場です。

お問合わせ・申込先

生を生かした自然園とともに標本園として教育用ばかりではなく実験用の圃場として研究にも利用されています。

特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会 事務局 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-1 九段勧業ビル2F

園内には姉妹校の瀋陽（シンヨウ）薬科大学から分譲された植物、その他約300種の薬用植物が植栽され、標本館

Tel 03-3230-4182 （9:15〜17:30 土日祝日を除く） Fax 03-3230-4184

には生薬200点が展示されています。植物を見るのにベストシーズンといえる北海道、是非ご旅行にもいかがでしょ

申込用紙

うか。

日時

2017年7月22日
（土）
13:15〜16:00（集合12 :45）

北海道薬科大学 薬用植物園
北海道小樽市桂岡町 7 番 1 号

会場

（アクセス）

● ＪＲ函館本線「銭函駅」
より中央バスで約10分「薬大前」停留所下車
※銭函駅は小樽駅、札幌駅からそれぞれ電車で20分程です
※お車でお越しの方は、参加票に同封の「確認書」にて事前に
お知らせください

集合場所 薬用植物園内、
標本館前
参加費

会員1,500円

■ 4 月 28日
（金）高 知（申込締切：4月 3日）
■ 4 月29日
（土）大 分（申込締切：3月27日）
■ 5 月10日
（水）千 葉（申込締切：4月11日）

30名 ※お申し込み多数の場合は抽選になります

見学会への参加を申込みます

■
■
■
■

5 月22日
（月）兵 庫（申込締切：4月24 日）
5 月23日
（火）岐 阜（申込締切：4月25日）
6 月 8日
（木）埼 玉（申込締切：5月10日）
7 月22日
（土）北海道（申込締切：6月19日）

●参加票（抽選結果）は申込締切後、3日後を目安に発送いたします。
ふりがな

名前

会員ID
〒

申込締切 6月19日
（月）※当日消印有効
定員

FAX 03- 3230 - 4184

ご希望の見学会（※必ずチェックをいれてください）

E-Mail info@medicalherb.or.jp

住所
TEL
Email

FAX

@

ぜひ、
ご参加ください。
〜 会員限定イベント 〜

