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主催：飛騨市薬草フェスティバル2021実行委員会　協賛：飛騨信用組合　協力：アルプス薬品工業株式会社／JAひだ／株式会社 飛騨ゆい

＜飛騨市薬草フェスティバル2021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/

古川の街中を歩きながら薬草を楽しみませんか。
薬草の苗配布、特別展示、ワークショップ、薬草料理提供、商品販売、勉強会など盛り沢山の内容。

夜は「薬草料理を味わう会」を開催。
解説を交えながら、家庭でも実践できる薬草料理の提案を行います。

ぬくもりの湯すぱ～ふるでは、薬草風呂に入れます。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、マスク着用、手指消毒、検温、連絡先の記入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。

要申し込み
11月17日（水）

〆切

ドライヘッドスパ
＋ぽかぽか薬草足湯

薬草グラノーラ
販売

クロモジ

～薬草生活のご提案～～薬草生活のご提案～

飛騨市薬草フェスティバル2021

2021年 11月 23日（火・祝）

薬草料理を味わう会

～飛騨の薬草をおいしく食べ・学ぶ～

各料理、薬草の解説を聞きながら、おいしい薬草料理を堪能しませんか。

今回は食べて楽しむだけではなく、自宅で実践できる薬草料理の

提案までさせていただきます。

料理の写真はイメージです。新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、中止または内容を一部変更させていただく可能性があります。

日時：11月23日(火・祝)18:00～20:00 場所：蕪水亭
参加費：5,000円 定員：30名

【お申し込み方法】
QRコードの申込フォーム、
またはお電話でお申し込みください。tel 0577-62-8904

薬草カードラリー開催！
　薬草週間中に参加店にて薬草商品の購入、飲食などをした方に薬草カードを配布します。

カードを３種類集めると「さるぼぼコイン」、５種類集めると更に「薬草関連商品」をプレゼントします！　

景品交換は23日（火）９時より、図書館前にて行います。先着150名様。なくなり次第終了します。

今年の新作カード！

11月15日（月）～23日（火・祝）
薬草
週間

対象店舗は中面MAPをご確認ください！

11:00～21:00 時 休 火・水薬草
週間

10/2
限定

11月15日（月）～
     23日（火・祝）

薬草週間
Yakuso week

りんご風呂

りんご風呂クロモジ薬草風呂
10/2
限定

申込後、改めて案内しますので、ご協力お願いいたします。

事前に市が手配する新型コロナウイルスの検査を受けることを参加の条件とします。

inokoduchi



飛騨信用組合

飛騨信用組合

高山信用金庫

④ FabCafe Hida④ FabCafe Hida

②ひだ森のめぐみ②ひだ森のめぐみ
駐車場情報駐車場情報
お車でお越しの方は、
飛騨市役所駐車場、または
若宮駐車場をご利用ください
詳しくはこちら▶

③ＪＡひだ古川支店③ＪＡひだ古川支店

飛騨市
図書館

円光寺

蕪水亭

薬草商品の販売薬草商品の販売

山水女とつくる「飛騨の薬草のおいしい塩」山水女とつくる「飛騨の薬草のおいしい塩」
ハコベ、クロモジ、サンショウなどの薬草エキスをブレンドした
薬草塩作り。

9:00~/10:00～/11:00～/13:00～/14:00～時

500円￥ 各５名定員所要時間 60分

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。
10:00/11:30/14:00時

500円￥ 1時間所要時間各6名定員

My野草茶づくりMy野草茶づくり クロモジのドリンクなどクロモジのドリンクなど
香りで癒されるクロモジティー、同ミルクティー、
同コーヒーの他、クロモジで香りづけしたハヤシライスなど。
10:00~17:00(Ｌ.Ｏ.16:30)時

ひだ
森の
めぐみ

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

④④ ②②

⑤⑤

⑮⑮

⑯⑯

⑨⑨

⑦⑦

⑩⑩
⑰⑰まちなか

観光
案内所

ティーセレモニーティーセレモニー
10:00/12:00/14:00時

1,000円￥ 40分所要時間各4名定員

薬草コケ玉づくり薬草コケ玉づくり
10:00/13:00/14:00時

1,000円￥ 15分所要時間各3名定員

①飛騨市図書館①飛騨市図書館

生薬標本展示(２F)生薬標本展示(２F)

ワークショップは
飛騨みんなの博覧会
公式webサイトからご予約ください。

要予約

にじのひろばにじのひろば
薬草を使った焙煎茶づくり薬草を使った焙煎茶づくり

9:15 / 9:30 / 10:00 / 10:15 / 10:45 / 
11:00 / 13:00 / 13:15 / 13:45 / 14:00 /
14:30 / 14:45　　　

時

各5名無料￥

30分所要時間

定員

薬草ポストカードをつくろう薬草ポストカードをつくろう

9:00～11:00時

300円￥

15～20分所要時間

⑬⑬

⑲⑲

瀬戸川・白壁土蔵

薬草カードラリー景品交換所薬草カードラリー景品交換所
9:00～　先着150名様
【プレゼント内容】
カード３種：さるぼぼコイン
カード５種：薬草関連商品

無料￥ 各20名（WEB配信あり）定員

⑱⑱

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。

500円～￥

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

ビストロ シェ・ボアの

飛騨の薬草を使った
焼き菓子色々

ビストロ シェ・ボアの

飛騨の薬草を使った
焼き菓子色々

生薬とハーブが香る「焙煎茶」でひと休み。
（予約優先）

絵手紙で「薬草の里 飛騨市」を発信しましょう。
（予約不要）

情報発信室情報発信室 薬草勉強会薬草勉強会
①   9:30～10:15　私たちの地域資源「薬草」を活かそう (岡本文)
②10:45～11:30　山菜と毒草 (太田慶隆)
③13:00～14:00　薬草と村上先生 (北平嗣二)
フォームより要申込（zoomによるweb視聴も受け付けます。）
にじのひろば、nodeでも視聴できます（申込不要）

図書館前

薬草寄せ植え薬草寄せ植え

ナンテン50株、ノブドウ50株
の予定（先着順）

薬草苗無料配布薬草苗無料配布

図書館1階

薬草本展示コーナー薬草本展示コーナー
「朝霧の森」を題材にした絵手紙や、
薬草染めの和紙をつかった絵手紙行灯の展示

図書館2階

絵手紙等展示絵手紙等展示

和紙はがきづくり和紙はがきづくり
11:00/13:00時

1,000円￥ 60分所要時間各4名定員

10:00～16:00

☎ 090-7690-0958(下出)要予約

ワークショップは
飛騨みんなの博覧会
公式webサイトから
ご予約ください。(予約開始9/25～)

要予約

家庭でできる蒸留＆ハンドクリームづくり家庭でできる蒸留＆ハンドクリームづくり
クロモジ芳香蒸留水と、ヨモギオイル等をつかったハンド
クリームづくりの欲張りプログラム。

10:00 ～ 11:00時 3,000円￥ 5名定員

要予約

薬草花玉づくり薬草花玉づくり
9:00/10:00/11:00/13:00/14:00時

500円￥ 各4名定員所要時間 30分

要予約

薬草化粧水づくり薬草化粧水づくり
9:30/10:30/11:30/13:30/14:30時

500円￥ 各4名定員所要時間 30分

要予約

③③

⑪カノコヤ⑪カノコヤ

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。

メナモミワッフルなどメナモミワッフルなど

11:30～17:00時 230円～￥

相性抜群のとろろとヨモギと冷やしそば。

10:30～ なくなり次第終了時

⑬福全寺蕎麦⑬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

1,200円￥

ヨモギうどん、じゃがいものエゴマ和えなどが
入ったランチセット。
河合町の山菜を使ったうどん・そばは予約不要。

9:00～15:00時

⑭味処古川⑭味処古川
飛騨のめぐみランチ(要予約)飛騨のめぐみランチ(要予約)

1,210円￥

レモンとミルク入りの特製シソジュース。
ホットにもできます。
10:00～時

⑮みちくさ⑮みちくさ
Pinkマゼンタ＆PinkサファイアPinkマゼンタ＆Pinkサファイア

600円￥

11/23 販売コーナー 

⑧⑧

⑭⑭

⑫⑫

FabCafe
Hida

要予約

⑪⑪

11月
 23日（火・祝）

10/2
限定

⑥あいいろパン工房⑥あいいろパン工房

今年オープンしたまちのみんなのパン屋さん。
薬草を使ったパンやショートブレッドなど。

メナモミあんぱんなどメナモミあんぱんなど

7:00～13:00 なくなり次第終了時

飛騨でとれた薬草を使ったベーグルを販売します。

11:00～なくなり次第終了時

⑫MOTHER'S HOUSE⑫MOTHER'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

200円～￥

地元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。日替わりの副菜とコーヒー又はアイス付き。
11:30～13:30 売り切れ次第終了時

⑳一食堂⑳一食堂
えごまほうれん草カレー ランチセットえごまほうれん草カレー ランチセット

800円￥

場 古川町東町3-19
メナモミ、スギナ、クワを使った薬草しゅうまいランチ。

11:00～ 限定15食時

⑯朝日館⑯朝日館
薬草しゅうまい定食薬草しゅうまい定食

1,000円￥

⑦味噌煎餅本舗井之廣⑦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。
メナモミ入り味噌煎餅メナモミ入り味噌煎餅

8:00～18:00時

⑧大久保製菓舗⑧大久保製菓舗

古川の老舗和洋菓子屋さんによるメナモミを使った
菓子の販売。

メナモミを使った和菓子メナモミを使った和菓子

9:00～17:00時

自家製ジンジャーシロップを使った飲み物を
複数ご用意します。
11:00～16:00時

⑱壱之町珈琲店⑱壱之町珈琲店
ジンジャーシロップのドリンクジンジャーシロップのドリンク

450円～￥

⑩蒲酒造場⑩蒲酒造場

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。

クズの花酒「紫ずく」クズの花酒「紫ずく」

9:00～17:00時 1,300円￥

薬草ランチプレート、薬草カレー、メナモミピザ、
メナモミそば、ドクダミジュース、梅ジュース。
11:00~15:00（ランチは14:00終了）時

⑰蕪水亭OHAKO⑰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

⑳⑳

⑥⑥

10種類の薬草や野菜のパウダーが入った七味。
蕎麦や天ぷらとの相性抜群です。
11:00～15:00時

⑲蕎麦正 なかや⑲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

⑤飛騨市まちづくり拠点node⑤飛騨市まちづくり拠点node
薬草缶バッジづくり薬草缶バッジづくり
すてきな薬草の絵を缶バッジに！（随時受付）
10:00～19:00 (土日は17:00終了)時

300円￥ 所要時間 10分

（寄せ植え華道協会 飛騨支部）

さるぼぼコイン利用可能店舗

11月15日（月）
　　～23日（火・祝）

河合っ子マルシェ

乾燥クロモジなど
河合っ子マルシェ

乾燥クロモジなど

10/2
限定

10/2
限定

10/2
限定

10/2
限定

休 水・木

休 不定休
休 16日(火)

休 期間中毎日営業

休 11/21(日)のみ15時までの営業

10/2
限定

休 水

10/2
限定

常設ワークショップ常設ワークショップ

10/2
限定

要予約

◀予約
　フォーム

休 17日(水) 休 日・月・木

休 16日(火)

薬草
週間

薬草
週間

薬草
週間

薬草
週間 薬草

週間

薬草
週間

薬草
週間

薬草
週間

薬草
週間

薬草
週間

薬草
週間

10/2
限定

薬草
週間

休 15日（月）、22日（月）

休 期間中毎日営業

薬草
週間

休 15日(月)、19日(金)、22日(月)は営業

薬草
週間

休 水・木

薬草
週間

⑨花と雑貨の店いたばし⑨花と雑貨の店いたばし

フェスティバル限定！
薬草を入れたお手頃ブーケを販売。

薬草などを使ったブーケ薬草などを使ったブーケ

10:00～18:00時 休 期間中毎日営業

薬草
週間

10/2
限定

薬草
週間

10/2
限定

10/2
限定

薬草
週間

薬草
週間

JA

薬草週間
Yakuso week


