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飛騨市薬草フェスティバル2020
森のめぐみを体感！飛騨の薬草めぐり
～with コロナ時代の薬草の楽しみ方～

2020.10.10(土）－10.11(日)

主催：飛騨市薬草フェスティバル2020実行委員会　協賛：飛騨信用組合・ひだしん会　協力：アルプス薬品工業株式会社 ／ 株式会社 飛騨ゆい

・飛騨の薬草体験めぐり
・薬草の飾りつけ
・薬草カードラリー
・薬草料理交流会　など

・朝霧の森フィールドワークと薬草ランチ　
・クアオルト健康ウオーキング
・すぱ～ふる特別薬草イベント　　　　　
・森のクイズラリー　など

１日目：10月10日（土） ２日目：10月11日（日）

＜飛騨市薬草フェスティバル2020実行委員会事務局 ／ お問い合わせ先＞

　飛騨市役所 地域振興課　〒509-4292 岐阜県飛騨市古川町本町2－22　TEL:0577-62-8904

　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/

　白壁の土蔵と鯉が泳ぐ瀬戸川が流れる静かな町並み。
しっとりと美しい城下町をのんびり散策しながら、薬草体験
はいかがでしょうか。５つの会場で開かれる薬草ワークショッ
プや、たくさんの地元飲食店による薬草料理の出品、さら
に飛騨市図書館では市民グループによる薬草の寄せ植え
や、飾りつけを行います。
　まちなかでは、各店舗・会場に設置してある「薬草カード」
を集めて、豪華景品があたる「薬草カードラリー」を開催しま
す！
　そして夜は薬理効果にこだわったおいしい薬草料理を、
和・洋・デザートの３会場に分けて、夜のまちを歩きながら
楽しんでいただく薬草料理交流会も開催します！
　コロナ禍での食生活の変化や健康意識が高まる中、い
ろいろな薬草体験をしながら、新しいライフスタイルを見つけ
ませんか。

　古川町黒内地域に広がる「朝霧の森」は、カツラの木が
生い茂る美しい森。薬草も多く自生しています。この日は、
「朝霧の森」をメイン会場とし、森の恵みや薬草に触れなが
ら体験できる催しをご用意しています。
　午前は薬草フィールドワークと健康ウオーキング。薬草に
ついて学びながら森歩きができます。午後からは森を楽しく
巡る、森のクイズラリーを開催します！
　隣接する「ぬく森の湯 すぱ～ふる」では、薬草風呂をはじ
め、薬草入浴剤づくりや、ドライヘッドスパなどこの日限りの
特別薬草イベントが開催されます。森歩きの後は「ぬく森の
湯 すぱ～ふる」でゆっくりくつろいでいただけます。
　森歩きや薬草、温泉などの自然のちからで、日頃の疲
れを癒しませんか。

薬草料理交流会 ～夜の薬草料理めぐり～

10月10日（土）　18:00～20:30
定員　50名　費用　5,000円
会場：蕪水亭（和食） 蕪水亭ＯＨＡＫＯ（洋食）
朝日館（デザート）・円光寺（デザート）

今年の薬草料理交流会は、和食・洋食・デザートの

３つの会場を巡っていただきます。

秋の夜風にあたりながら、古川の夜のまちの雰囲気を

お楽しみください。

【申込先】　MAIL / hidayakusou@city.hida.lg.jp   TEL:0577-62-8904 FAX:0577-73-7077
           　　（住所、氏名、電話番号をお送りください。）　

カツラの木が生い茂る美しい森「朝霧の森」で薬草フィールドワ
ークを体験してみませんか。ＮＰＯ法人薬草で飛騨を元気にする
会の薬草コンシェルジュが、薬草壇や森に自生している薬草を
分かりやすく楽しくご案内いたします。フィールドワークのあとは、美
味しい薬草ランチが待っています。

【申込先】　TEL,FAX：0577-73-3400 （ひだ森のめぐみ）　
              mail：hidamori3400@yahoo.co.jo

クアオルトⓇウオーキングは、森の地形や気候、風や光の中を歩
いて元気を取り戻すウオーキング。朝霧の森を一緒に歩きません
か。この日は特別に薬草のお話もたくさん聞けますよ!

【申込先】　TEL：0577-62-8030 FAX：0577-73-6858
         　　　mail：hida.kurort@gmail.com　（飛騨市健康ウオーキングガイド協会）

12：00～　参加費無料

大人から子どもまで楽しめる森のクイズラリー。
達成者には素敵な景品がありますよ！

10月11日（日）　10：00～15：00（施設営業は21：00まで）

ぬくもりの湯すぱ～ふるでは、この日特別に薬草イベントを行います！
朝霧の森を楽しんだ後は、すぱ～ふるでゆっくりくつろぎませんか。
イベント参加者には、入浴割引券をプレゼントします！

10/10
sat

10/11
sun

10月11日（日）　10：00～ （雨天中止）

定員　10名　費用 2,000円　要事前申し込み
会場：古川町黒内　朝霧の森・蕪水亭OHAKO

10月11日（日）　11：00～　（小雨決行）

定員　10名　費用 500円　要事前申し込み

かわい野草茶の
試飲・販売

薬草入浴剤づくり
ワークショップ

朝霧の森フィールドワークと薬草ランチ

クアオルト健康ウオーキング（薬草バージョン）

ぬく森の湯すぱ～ふる　特別薬草イベント！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当イベントに参加される方は、下記事項のご理解・ご協力をお願いいたします。
　①マスクの着用
　②会場・店舗内に設置してあるアルコール消毒液による手指の消毒
　③ワークショップに参加される方は検温及び連絡先の記入（37.5度以上の方はご入場をお断りさせていただきます。）

要申し込み

10月7日（水）

〆切

森の
クイズラリー

ドライヘッドスパ
＋ぽかぽか薬草足湯

飛騨の森で自生する
薬草風呂（クロモジ）と

りんご風呂
所要時間：20分　料金：1,500円　定員各1名
10:00/10:30/11:00/11:30/12:00/
13:00/13:30/14:00/14:30
癒しの足湯に浸かりながらゆったりと頭のコリや締
め付けを解きほぐす、水やオイルなどを使用しない
ドライヘッドスパをご体感頂けます。
【申込先】 Mail:yukari1001ago@yahoo.co.jp
LINE:gea6148f(aelu DRY HEAD SPA）

料理の写真はイメージです。

inokoduchi



飛騨信用組合

飛騨信用組合

高山信用金庫

③FabCafe Hida③FabCafe Hida

④ひだ森のめぐみ④ひだ森のめぐみ

飛騨市
図書館

円光寺

蕪水亭

薬草ハーブーティーづくり薬草ハーブーティーづくり
10:00/12:00/14:00時

1,000円￥ 40分所要時間各5名定員 薬草の鉢植え薬草の鉢植え
大きな船の上に並ぶ数十種類の薬草たち。

生薬標本の展示生薬標本の展示
私たちの体を支える植物
にはどんなものがあるので
しょう？

薬草商品の販売薬草商品の販売
種類豊富な飛騨の薬草商品がたくさん！

数種類の薬草から自分好みを選んで作れます！

1時間9:30/11:00/13:30
各6名500円

時

￥

所要時間

定員

My野草茶づくり
（かわい野草茶研究グループ）
My野草茶づくり
（かわい野草茶研究グループ）

くろもじティー・くろもじミルクティーくろもじティー・くろもじミルクティー
香りでも癒されるクロモジのドリンク
9:00~17:00時

⑩大久保製菓舗⑩大久保製菓舗
メナモミを使った和菓子メナモミを使った和菓子
古川町で長年続く老舗の和洋菓子屋さんによる
メナモミを使った美味しさあとひく和菓子の販売。
9:00～17:00時

⑪朝日館⑪朝日館
薬草しゅうまい定食薬草しゅうまい定食
メナモミ スギナ クワ ３種類の薬草を使った
しゅうまいです。 是非 お試しください。

11:00～ 限定15食　    　1,000円時

⑨みちくさ⑨みちくさ

特製シソジュース。シソとレモンの美しい
グラデーションにうっとり。

10：00～時

Pinkサファイア&PinkマゼンタPinkサファイア&Pinkマゼンタ

⑬蕪水亭OHAKO⑬蕪水亭OHAKO
薬草ランチプレート・ピザなど薬草ランチプレート・ピザなど
薬草ランチプレート・ピザ・ドクダミジュース・
メナモミソフト・ウメジュース。
9:00～15:00時

⑥味噌煎餅本舗 井之廣⑥味噌煎餅本舗 井之廣

かわい野草茶研究グループのミネラルたっぷりな
野草茶の入ったせんべい。

野草グラノーラ入り味噌煎餅野草グラノーラ入り味噌煎餅

8:00～18:00時

⑧蒲酒造場⑧蒲酒造場

飛騨では欠かせない薬草、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。

クズの花酒「紫ずく」クズの花酒「紫ずく」

9:00～17:00時

FabCafe
Hida

ひだ
森の
めぐみ

MOTHER’S HOUSE

やんちゃ
屋台村

図書館の2階を薬草と花で飾り付け。
（花で街並みを飾る会）

薬草デコレーション薬草デコレーション 10月10日（土）
9:00～15:00

飛騨古川の町並み散策

飛騨の薬草体験めぐり

ワーク
ショップ

講座
展示

飲食 販売 その他

①①

③③ ④④

②②

⑨⑨

⑩⑩

⑪⑪

⑦⑦

⑥⑥

⑧⑧
⑬⑬まちなか

観光
案内所

薬草コケ玉づくり薬草コケ玉づくり
10:00/12:00/14:00時

1,000円￥ 15分所要時間各5名定員

機織りコースターづくり機織りコースターづくり
11:00/13:00時

500円￥ 60分所要時間各5名定員

薬草入浴剤づくり薬草入浴剤づくり
11:00/13:00時

500円￥ 15分所要時間各5名定員

薬草香り袋づくり薬草香り袋づくり
10:00/12:00/14:00時

500円￥ 15分所要時間各5名定員

マイクロスコープと
薬研(やげん)を体験しよう
マイクロスコープと
薬研(やげん)を体験しよう
随時受付時 無料￥

②MOTHER’S HOUSE②MOTHER’S HOUSE
薬草を使った手ごねベーグル薬草を使った手ごねベーグル
飛騨で取れた薬草を使ったベーグルづくり
午後からは薬草ベーグルの販売を行います！

10:00 （薬草ベーグル販売 12:30～）時

1,500円￥ ５名定員 所要時間 2時間
☎ 090-6924-2880要予約

☎ 090-7690-0958要予約

①飛騨市図書館①飛騨市図書館

⑫カノコヤ⑫カノコヤ
メナモミワッフルなどメナモミワッフルなど
メナモミやエゴマをたっぷり使った
大人気のしっとりワッフル。
11:30~17：00時

⑭蕎麦正 なかや⑭蕎麦正 なかや
薬草七味　なかやスペシャル薬草七味　なかやスペシャル
蕎麦を注文すると、10種類の薬草や野菜のパウダー
が入った七味を楽しめます。天ぷらとの相性も抜群です。
11:00~15:00時

⑯一食堂～ninomae～⑯一食堂～ninomae～
エゴマほうれん草カレーエゴマほうれん草カレー
地元産エゴマとほうれん草を使った、ちょっと
スパイシーなカレーです。
11:00～15:00　売り切れ次第終了時

ビストロ シェ・ボアの

薬草焼き菓子
ビストロ シェ・ボアの

薬草焼き菓子
ビストロ シェ・ボアのメナモミサブレなど。

自家焙煎珈琲あすなろの

飛騨メナモミ花酵母パン
自家焙煎珈琲あすなろの

飛騨メナモミ花酵母パン
自家焙煎珈琲 あすなろで月2回限定販売している
飛騨メナモミ花酵母パン。

薬草を描いた絵手紙の展示薬草を描いた絵手紙の展示
薬草を描いた絵手紙と、薬草カルタの紹介を
楽しめます。

薬草寄せ植え薬草寄せ植え
図書館前に薬草寄せ植え。
（寄せ植え華道協会　飛騨支部）

薬草カードラリー薬草カードラリー
薬草カードを3枚集めて、素敵な景品をゲットしよう！
飛騨の薬草体験巡りのワークショップ体験、料理・商品の
購入をすると各会場・店舗において薬草カードがもらえます。
3枚集めると500円相当の薬草商品やさるぼぼコイン券が
もらえます！（先着100名）

飛騨みんなの博覧会公式webサイト
または
ひだ森のめぐみ  ☎0577-73-3400

要予約

にじのひろば【薬草プロジェクト薬草ワークショップ】にじのひろば【薬草プロジェクト薬草ワークショップ】
クズの花玉づくりクズの花玉づくり

30分
9:00/10:00/11:00/13:00/14:00

各6名500円
時

￥ 所要時間定員

薬草七味づくり薬草七味づくり

30分
9:00/10:00/11:00/13:00/14:00

各6名500円
時

￥ 所要時間定員

飛騨みんなの博覧会公式webサイト  
または地域振興課  ☎0577-62-8904

要予約

情報発信室
【アルプス薬品工業株式会社ワークショップ】
情報発信室
【アルプス薬品工業株式会社ワークショップ】

⑮⑮

⑮福全寺蕎麦⑮福全寺蕎麦
ヨモギとろろぶっかけ蕎麦ヨモギとろろぶっかけ蕎麦
相性抜群のとろろとヨモギを冷やしそばにかけます。
ミネラルたっぷりのそばとヨモギで元気100倍!

⑦花と雑貨の店 いたばし⑦花と雑貨の店 いたばし

「起笑店結」がモットーのいたばしの花は
楽しく温かな空間を演出してくれます。

リースなどリースなど

10:00～18:00時

⑭⑭

⑫⑫
⑯⑯

瀬戸川・白壁土蔵

参加費無料！

薬草とハーブの焙煎茶づくり薬草とハーブの焙煎茶づくり
9:30/10:15/11:00/13:00/13:45/14:30時

無料￥ 30分所要時間 数名定員

￥

￥ 店内飲食 600円　テイクアウト 650円

薬草ハーバリウムづくり薬草ハーバリウムづくり
9:30/10:15/11:00/13:00/13:45/14:30時

サイズ大 1,000円 / サイズ小 500円￥

30分所要時間 各5名定員

キキョウ：100本　オミナエシ：30本　
レモンバーム：30本

⑰イチノマチクラブ⑰イチノマチクラブ
クロモジ芳香蒸留水のワークショップと
オーガニック野菜の販売
クロモジ芳香蒸留水のワークショップと
オーガニック野菜の販売
蒸留したてのミニスプレー付き
野菜の販売は11：00～16：00
13:30~14:30時 1,500円￥ 限定8名定員

soya.unehata@gmail.com要予約

⑤壱之町珈琲店⑤壱之町珈琲店
黒豆ごはんの薬草カレー黒豆ごはんの薬草カレー
古民家を改装したオシャレなカフェで体にやさしい
一皿をどうぞ。
10:00～17:00時

⑤⑤
⑰⑰

ワークショップは要予約となっておりますが、定員に達していない場合当日参加も可能です。

1,200円￥

500円～￥

10:30~売り切れ次第時

210円～￥

1,000円￥

600円￥

350円～￥

薬草苗無料配布(先着順)薬草苗無料配布(先着順)

⑱飛騨市まちづくり拠点Node⑱飛騨市まちづくり拠点Node
オンライン薬草トークセッションオンライン薬草トークセッション
NPO 薬草で飛騨を元気にする会 理事長や地域お
こし協力隊など、薬草に詳しいメンバーが活用方法
や薬草の魅力を会場と繋いで楽しくお伝えします！
配信方法：Zoom・Facebook・YouTubeライブ配信予定

10:00～11：00時 無料￥ 若干名定員

⑱⑱

ランチプレート980円など￥

600円￥


