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(月)

(日)

街なかの対象店舗での特別メニューや市内の入浴施設での薬草風呂、

薬草茶の試飲、薬草商品の販売をお楽しみください。

（中面店舗リストもご覧ください。）

薬草を暮らしに取り入れる人たちの輪が、

これからもどんどんつながっていきますように！

ワークショップ、薬草料理、勉強会、展示、苗配布、商品販売など盛り沢山。

クイズラリーをしながらお楽しみください。

主催：飛騨市薬草フェスティバル実行委員会事務局

　飛騨市役所 まちづくり観光課　〒509-4292 岐阜県飛騨市古川町本町2－22　TEL:0577-73-7463

飛騨市薬草ビレッジ構想推進プロジェクト公式HP　http://www.city-hida.jp/yakusou/

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用、手指消毒、検温等にご協力お願いいたします。

  体調不良者はご入場をお断りさせていただきます。また、状況によっては一部内容を変更する可能性もあります。

( 日 )

umabudou

oobako

menamomi

inokoduchi

Yakuso week

薬草
週間 薬草週間

日帰り入浴イベント

市内の日帰り入浴施設では薬草湯や薬草茶の試飲、薬草商品の
販売などを行っています。

古川町：ぬく森の湯 すぱ～ふる

河合町：ゆぅわ～くはうす

神岡町：流葉温泉 Mプラザ

神岡町：割石温泉

宮川町：宮川温泉 おんり～湯

6(火 )、7(水 )

5( 月 )、8( 木 )

6( 火 )

5( 月 )

8( 木 )

モモの葉
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施設名 お風呂 試飲 販売 休館日

講師：松見 繁（養命酒製造株式会社　商品開発センター次長）

飛騨地域と富山の売薬

古来より薬酒にも使われてきたクロモジの
魅力について、最新の知見も交えお話しし
ます。

全国的にも有名な富山の薬売りと
飛騨とのつながりについて語ります。

各会場や店舗に隠されている答えを探して街なかをぐるり。

全問正解すると薬草商品がもらえます。

クイズ配布・景品交換所

 ・飛騨市役所
 ・ひだ森のめぐみ
 ・飛騨市まちづくり拠点 node

場所：飛騨市役所西庁舎 大会議室
参加費：無料　定員：各 40 名

11:00 ～ 12:00 13:30 ～ 14:20

９/11(日)
９/10(土 )

絵手紙で楽しむ薬草の魅力 香りを楽しみながらハーブの魅力を知ろう！

絵手紙ボランティアクラブによる、
薬草染めの和紙をつかった作品の展示

ハーブの香り体験と薬草本などの展示

時間 ： 9:00 ～ 20:00 （日曜のみ～ 17:00）　休館日 ：月曜　見学無料

要予約

飛騨市図書館展示

薬草勉強会

多彩な植物「クロモジ」～香りと機能と味わいと～

講師：兼子 心（富山市売薬資料館）

要予約

薬草クイズラリー

要予約

クアオルト健康ウオーキング

豊かな森の中を歩く健康づくり。自分の体力に合わせた

「がんばらないウオーキング」でストレス発散しましょう。

時間：9:00 ～ 11:00（8:30 ～受付）　参加費：500 円

      クアオルト健康ウオーキング 0577-73-6115（平日 9時～ 17 時）

時間：13:00 ～ 14:30　参加費：1000 円　定員：20 名

　　　NPO 法人薬草で飛騨を元気にする会 0577-73-3400　

薬草コンシェルジュと歩くフィールドワーク。森に自生す

る薬草について分かりやすく解説します。

薬草コンシェルジュと歩く薬草散策

要予約

朝霧の森フィールドワーク

集合場所：黒内屋内運動場 （飛騨市古川町黒内 1419-1）小雨決行「色」でたのしむ薬草。クロモジ染WS

時間：①10:00 ～ ②13:30 ～　場所：FabCafe Hida

参加費：1000 円　定員：各 10 名　所要時間 120 分

　　　 ㈱飛騨の森でクマは踊る / FabCafe Hida 
　　　0577-57-7686　info.hida@fabcafe.com　

染物ワークショップ

環境に配慮した染色の会社「艶金」×ものづくりカフェ

「FabCafe Hida」との「のこり染め」企画

oobako

menamomi inokoduchi

umabudou

街のいたるところで薬草を楽しめます！
詳しくは中面をご覧ください！

飛騨市

薬草フェスティバル
2022

～薬草でつながる輪～

薬草週間中常時開催



飛騨信用組合

飛騨信用組合

高山信用金庫

飛騨市まちづくり拠点node

ヒダノオクブルワリー

蒲酒造場

花と雑貨の店 いたばし

大久保製菓舗

あん

飛騨市
図書館

⑧たんぼの湯⑧たんぼの湯

①飛騨市図書館①飛騨市図書館
市役所正面玄関

45分所要時間各8名定員

ワーク
ショップ

講座
展示

飲食 販売 その他

飛騨の薬草体験めぐり
in 古川

②円光寺②円光寺

③SATOYAMA STAY③SATOYAMA STAY

⑥FabCafe Hida⑥FabCafe Hida

⑦飛騨市まちづくり拠点node(ノード)⑦飛騨市まちづくり拠点node(ノード)

④蕪水亭④蕪水亭

⑤ひだ森のめぐみ⑤ひだ森のめぐみ

飛騨市

薬草
フェス
ティバル2022

９/11
限定

Yakuso fes

伝統の味にミネラルたっぷりのメナモミや
野草グラノーラを合わせた人気商品。

8:00～18:00時

⑳味噌煎餅本舗 井之廣⑳味噌煎餅本舗 井之廣

メナモミ入り味噌煎餅、
ちょこっとメナモミ入り味噌煎餅
メナモミ入り味噌煎餅、
ちょこっとメナモミ入り味噌煎餅

各162円￥

11:00～14:00時

⑮あん⑮あん

期間限定カレー＆スパイス期間限定カレー＆スパイス

1300円￥

期間限定カレーに専用薬草入りスパイス
をかけて召し上がれ。

休 水

薬草
週間

⑭蕎麦正 なかや⑭蕎麦正 なかや

飛騨えごま蕎麦飛騨えごま蕎麦
飛騨の特産エゴマの豊かな香りと薬草七
味をお楽しみください。

11:00～14:00時 1060円￥

休 水

薬草
週間

11:00～
売り切れ次第終了

時

⑯福全寺蕎麦⑯福全寺蕎麦

ヨモギとろろぶっかけ蕎麦
メナモミ蕎麦、えごま蕎麦
ヨモギとろろぶっかけ蕎麦
メナモミ蕎麦、えごま蕎麦

1200円￥

相性抜群のとろろとヨモギをぶっかけで。
メナモミ蕎麦とえごま蕎麦は盛り蕎麦で。

９/11
限定

⑰壱之町珈琲店⑰壱之町珈琲店

メナモミの焼き菓子メナモミの焼き菓子
スコーン、スノーボールなど。
持ち帰りも可。

11:00～
売り切れ次第終了

時 250円～￥

９/11
限定

9:00～15:00 なくなり次第終了時

⑬喫茶いこいの家⑬喫茶いこいの家

ヨモギの米粉シフォンケーキヨモギの米粉シフォンケーキ
ヨモギと自家製米粉で作る和風シフォン
ケーキ。こだわり素材で優しい味です。

休 土・日

薬草
週間

クズの花酒「紫ずく」クズの花酒「紫ずく」
飛騨で欠かせない薬草クズ。その花びらが
舞う優美なリキュールはお土産にも最適。

9:00～17:00時 1300円￥

(有)蒲酒造場(有)蒲酒造場
薬草
週間

薬草七味ちゃんづくり 又は 足湯用バスボムづくり（薬草＆クレイ入り）薬草七味ちゃんづくり 又は 足湯用バスボムづくり（薬草＆クレイ入り）

足湯セット、草木染め腹巻、薬草クッキー販売足湯セット、草木染め腹巻、薬草クッキー販売

犬と人の薬草暮らし(わんこの恵風舎ぽかぽか)犬と人の薬草暮らし(わんこの恵風舎ぽかぽか)

※WS、販売　すべて犬用。

犬の体質チェック（陰陽五行）と、それに基づいたワークショップ。(WSは当日選択)

2000円￥

９/11
限定

メナモミドリンクの試飲メナモミドリンクの試飲

河合っ子マルシェ河合っ子マルシェ

図書館前

子どもたちが作った河合のクロモジ製品
と薬草をあしらった山中和紙製品。

10:00～12:00時

薬草リース作り、編み唐辛子作り (アルプス薬品工業㈱)薬草リース作り、編み唐辛子作り (アルプス薬品工業㈱)

10:00～15:00時

メナモミ入り味噌煎餅
（味噌煎餅本舗　井之廣）
メナモミ入り味噌煎餅
（味噌煎餅本舗　井之廣）

飛騨古川伝統の味噌煎餅と、メナモミの
コラボ。（店舗での販売も実施）

10:00～15:00
 (店舗：8:00～18:00)

時

500円￥

よもぎ入浴パック（憩いの家)よもぎ入浴パック（憩いの家)

よもぎ入浴パック限定50袋（3個入）など
を販売します。よもぎコーヒーの試飲もお
楽しみに。

10:00～時

無料￥

薬草苗の無料配布薬草苗の無料配布
サンショウ、トウキなど。先着順。

10:00～時 無料￥

にじのひろば

リースか編み唐辛子のどちらかを作ります。

①10:00 ②11:00 ③13:00 ④14:00時

無料￥

要予約

15~20分所要時間

秋の花の絵手紙を送ろう (絵手紙ボランティアクラブ)秋の花の絵手紙を送ろう (絵手紙ボランティアクラブ)
自分色の絵に言葉を添えて送る世界にひとつだけの絵手紙。

9:30～11:30時

300円￥

各6名定員

薬草染糸アクセサリーづくり(あさじろう（きみこニットサークル）)薬草染糸アクセサリーづくり(あさじろう（きみこニットサークル）)

薬草で染めた糸とあさじろうボタンでストラップなどを作ります。(販売もあり)

①10:30 ②11:30 ③13:30 ④14:30時

400円～￥

要予約

30分所要時間各4名定員

薬草バスソルト作り (any)薬草バスソルト作り (any)
飛騨の薬草と精油を使って作ります。精油製品の販売もあります。

①10:00 ②10:30 ③11:00 ④11:30 ⑤13:00
 ⑥13:30 ⑦14:00 ⑧14:30

時

1500円￥

癒しの和ハーブアイピローづくり(ナチュラルクラフト～木nezumi～)癒しの和ハーブアイピローづくり(ナチュラルクラフト～木nezumi～)

クロモジ、ヨモギなどを入れます。
香り豊かな使い心地をその場で体験できます。

①10:00 ②13:00 ③14:00時

1000円￥

種蔵村の薬草たち (板倉の宿 種蔵)種蔵村の薬草たち (板倉の宿 種蔵)

蕎麦茶づくり、ドクダミとヨモギの足湯、薬草クッキーなどの販売もあり。

10:00～15:00時

要予約

各6名定員

要予約

各3名定員

しぼり汁からつくる「飛騨の美味しい薬草塩」(山水女)しぼり汁からつくる「飛騨の美味しい薬草塩」(山水女)
メナモミエキスをすり鉢で作り、それを炒りながら薬草塩をつくります。

①9:00 ②10:00 ③11:00 ④13:00 ⑤14:00　　時

500円￥

30分所要時間

あねかえし作り (MINA BASE)あねかえし作り (MINA BASE)
飛騨南部に伝わるヨモギの和菓子。生地をのばすところから作ります。

①10:00 ②14:30時

500円￥

10名定員

薬草クラフトコーラづくり (ぎふコーラ)薬草クラフトコーラづくり (ぎふコーラ)

飛騨の薬草が「ぎふコーラ」チームとコラボ！
200ml（3-4倍希釈）ができます。販売もあります。

13:00～14:30時 大人 5000円 / 中学生以下 2000円￥

各10名定員

要予約

要予約

要予約

30名定員

薬草ミニ会席薬草ミニ会席
美味しく食べるための工夫が詰まった料理。薬草を知れば食卓がより豊かになります。

12:00～14:00時 3000円￥

0577-73-2531　締切 9月9日要予約

９/11
限定

９/11
限定

９/11
限定

薬草ワークショップ薬草ワークショップ

10:00～16:00時

薬草商品の販売、薬草生体展示、生薬標本展示薬草商品の販売、薬草生体展示、生薬標本展示

要予約
薬草
週間

60分所要時間各8名定員

マイ野草茶づくり (かわい野草茶研究グループ)マイ野草茶づくり (かわい野草茶研究グループ)
数種類の薬草をブレンドして、自分だけの野草茶をつくろう。

①10:00 ②11:00 ③13:00 ④14:00　　時

500円￥

林ライス、クロモジのコーヒーとミルクティとハーブティブレンドなど
クロモジコーヒー（3種類のフレーバー別ドリップパック）

10:00～17:00(L.O.16:30)時 500円～￥

要予約

飛騨のクロモジを使ったFood&Drinkメニュー飛騨のクロモジを使ったFood&Drinkメニュー

休 水

９/11
限定

薬草
週間

メナモミ入りの風味豊かな食パン。

10:00～  なくなり次第終了時 0.75斤 600円（限定20本）
ミニパン 400円 (限定9本)

￥

飛騨メナモミ花酵母パン (自家焙煎珈琲あすなろ)飛騨メナモミ花酵母パン (自家焙煎珈琲あすなろ)飛騨メナモミ花酵母パン (自家焙煎珈琲あすなろ)飛騨メナモミ花酵母パン (自家焙煎珈琲あすなろ)飛騨メナモミ花酵母パン (自家焙煎珈琲あすなろ)飛騨メナモミ花酵母パン (自家焙煎珈琲あすなろ) ９/11限定

クロモジ、イノコヅチなどの煮出液に浸したタオルを身体に当てます。
冷えぬよう鉄分の多いお湯で温まってください。薬草茶サービス。

1000円（含入浴料500円）￥

９/11
限定

薬草缶バッジづくり (node)薬草缶バッジづくり (node)
好きな薬草の絵を身に着けよう！

平日10:00～19:00 / 土日10:00～17:00時

300円￥休 水・木

薬草
週間

⑮⑮

朝日館

みちくさ

蕪水亭 

円光寺

FabCafe Hida
SATOYAMA STAY

ひだ森のめぐみ

11:00～15:00時

⑪カノコヤ⑪カノコヤ

メナモミワッフルなどメナモミワッフルなど
休 不定休

薬草
週間

280円～￥

⑫蕪水亭OHAKO⑫蕪水亭OHAKO

薬草ランチプレートなど薬草ランチプレートなど
薬草ランチプレート、そば、カレー、シフォ
ンケーキなど。

11:00～16:00時

980円～￥ 休 不定休

薬草
週間

L.O. ランチ14:00 
カフェ15:30

味噌煎餅本舗井之廣

30～60分所要時間

①10:00 ②11:30 ③13:00 ④14:30時

要予約

飛騨の薬草焼き菓子
（ビストロ シェ・ボア)
飛騨の薬草焼き菓子
（ビストロ シェ・ボア)

飛騨の薬草をふんだんに使った香り高い
焼き菓子。食材は国産の無農薬、無添加
小麦粉、砂糖などを使用。

400円～￥10:00～時

薬草のお話薬草のお話と

七味づくり 
入浴剤作り
ティーセレモニー
クズの花玉
香り袋づくり

約60分所要時間

①10:00 ②11:00 ③12:00 ④13:00 ⑤14:00時

各2名定員

重い身体とさらば!? (空歩21)重い身体とさらば!? (空歩21)
からっぽ

たんぼの湯

メナモミまんじゅうメナモミまんじゅう
古川の老舗和洋菓子屋の美味しい和菓
子。

9:00～19:00時 250円～￥

９/11
限定大久保製菓舗大久保製菓舗

10:00～ 限定100個 なくなり次第終了時

薬草ベーグル薬草ベーグル
飛騨の薬草ベーグル4種類。

MOTHER'S HOUSEMOTHER'S HOUSE

200円～￥

９/11
限定

10:00～18:00時

お花と薬草の
      コラボレーション
お花と薬草の
      コラボレーション
薬草ドライフラワーのリース、スワッグ、ブ
ーケ

花と雑貨の店 いたばし花と雑貨の店 いたばし
薬草
週間

休 火・水

500円￥

500円￥

500円￥

1000円￥

1000円￥

時 ①10:00 ②11:00 ③13:00 ④14:00
①10:00 ②11:00 ③12:00 ④14:00
①11:00 ②12:00 ③13:00 ④14:00
①10:30 ②11:30 ③12:30 ④13:30 ⑤14:30
①10:30 ②11:30 ③12:30 ④13:30 ⑤14:30時

時

時

時

薬草
週間

９/5 ～
９/11

(月)

(日)

Yakuso week

ちょっと
歩き疲れたら…

無料休憩
スペース
セルフカフェも
あります。

要予約

各4名定員

⑨ヒダノオクブルワリー⑨ヒダノオクブルワリー

薬草ビール薬草ビール
世界初!?笹とカキドオシのビール！

（持ち帰り可）

15:00～19:30
（土 13:00～）

時

瓶 550円  グラス 300円～￥

休 火・木・日（9月11日）

薬草
週間

9:00～16:00時

⑩味処古川⑩味処古川

エゴマの五平餅、和え物、
ざるそば
エゴマの五平餅、和え物、
ざるそば

薬草
週間

美味しいエゴマ料理で笑顔に！

13:00～15:30時

⑱朝日館⑱朝日館

薬草アフタヌーンティー薬草アフタヌーンティー

1300円￥

メナモミバターサンド、クロモジアイスクリ
ーム、トウキサンドイッチなど。限定15食。 
要予約 0577-73-2847

９/11
限定

レモンとミルク入りの特製シソジュース。
かき氷もあります（シソ・レモン・ハチミツ）

12:00～16:00時

⑲みちくさ⑲みちくさ

PinkマゼンタPinkマゼンタ

600円￥

９/11
限定

薬草
週間

①①

④④

②②

③③ ⑤⑤⑥⑥

⑦⑦

⑬⑬

⑭⑭

⑪⑪

⑰⑰⑯⑯

⑫⑫

⑨⑨

⑱⑱MOTHER'S HOUSE

カノコヤ

壱之町珈琲店

喫茶いこいの家

蕪水亭OHAKO

福全寺蕎麦

蕎麦正 なかや

⑧⑧

⑩⑩
味処古川

⑲⑲

⑳⑳


