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西方

節子

徳山薬剤師会主催の大人気イベントのひとつに薬
<ᒊऴ̊>
草散策会があります。今年は平成２７年１０月２５日の
࣭㔝≟ࡀ࠸ࡿࠋከ࠸ࠋ
<̬ͤƝƱƷཚྒ᪽ૠᲢ᳂ᲬᲰ࠰ࡇᲣ>
日曜日。秋晴れの清々しいお天気の中、
広島県安芸高
࣭㔝≟㏣࠸ࡅࡽࢀࡓࠋ
(㏻Ꮫ୰ࡢᑠᏛ⏕ࠊ࠾ᖺᐤࡾ
➼)
田市にあります
「湧永満之（わくなが
まんじ）記念庭
࣭ኪࡢ㬆ࡁኌࡀ࠺ࡿࡉ࠸
園」
へ約80名の市民の皆様と共にバス2台に分乗し
(╀ࢀ࡞࠸ࠊஙඣࡀ㉳ࡁࡿ
➼)
࣭㣵ࡸࡾࡀ࠸ࡿࠋ
て行って参りました。午前９時に敦煌前を出発し、片道
࣭㣵ࡀᩓࡋ࡚ࡁࡓ࡞࠸ࠋ
２時間の所にあります。
࣭㣵ࡸࡾࢺࣛࣈࣝ࡞ࡗࡓࠋ
࣭㣫≟ᐤࡗ࡚ࡃࡿࠋ
この庭園は湧永製薬株式会社広島事業所近くの丘
࣭㣫⊧ࡀညࡲࢀࡓࠋ
陵地に１９９３年、
当時の湧永儀助社長が発案、設計
࣭㔝≟ࡀ≀(⮬ື㌴
➼)ࢆയࡘࡅࡿࠋ
し、施工はすべて湧永製薬の社員によって行われたという手作りの庭園で、入園無料、団体OKと
いう知る人ぞ知る施設です。
Ɠᫍƍ
到着してすぐ社員さんの案
内で薬用植物園を散策。薬草
Ũ ཚǛفǍƞƳƍƨǊƴŴഏƷʙƴ
散策という今回のメーンイベ
ƭƍƯࣂңщǛƓᫍƍƠǇƢŵ
ントが最初です。参加された
ձ 㔝≟ࢆቑࡸࡍࡇ࡞ࡿ↓㈐௵࡞㣵ࡸࡾࡣࠊ
⤯ᑐ⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ皆さん興味深げに社員さん
の説明を聞きながら
「これも
ղ 㣫≟ࡣ⤊⏕㣫㣴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
庭にある、あれもある」
と意外に身近に薬用植物が生息して
㑇Რࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
いることにびっくりしておられましたが、皆さんが薬草の名前をよくご存じでおられることに、
こち
らがびっくりいたしました。
薬用植物園を一通り説明頂いた後は 園内各所を自由行動です。かなり広い二つの庭園を
Ũ ཚǁƷᖋࢳᘍໝ時期的にバラは終わっていましたが、紅葉が
中心に四季折々の花や緑を楽しむ事が出来ます。
色づき始め、
ダリアが頑張っており
ました。様々な色形の花が鮮やかで華やかで思わず撮影して
(ჽǛ৲ƛƭƚǔŴొưƨƨƘ
ሁ)ƸŴ
しまいました。
ዌݣƴᘍǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ͤື≀ᚅࢆࡵࡄࡾࠊ
ఫẸྠኈཱྀ࡛ㄽ࡞ࡿ➼
お弁当を挟んだ約４時間の滞在で園内を２周は回る事が出来
ࡢࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࢺࣛࣈࣝᕳ
ます。
季節によって楽しめる草花が違うので次回はまた別の季節
ࡁ㎸ࡲࢀࡓሙྜࡣࠊ㆙ᐹ㏻ሗࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
に企画する予定です。ぜひ参加をお待ちしております。
もうひとつの人気イベントである市民講演会も来年１月３１日
ޛӝჄԗҤͤࡍᅦᅍǻȳǿȸ(ԗҤ̬ͤؾ)
Լᘓဃྰ ⚄0834-33-6426
の日曜日 ホテルサンルートで開催されます。
ぜひご参加くだ
さい。
ͤಖᡤ࡛ࡣࠊᤕ⋓ࡋࡓ≟ࢆㆡΏࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

（2）

（4）

徳 山 薬 剤徳
師山
会薬
だ剤
よ師
り会 だ よ り

 ەṑ࿘㌟ࡢ㛵ࢃࡾ ە
ഫԗ၏ƸŴଐஜʴƷᲲлƕ፝धƠƯ
ƓǓŴൟ၏ƱǋᚕǘǕƯƍǇƢŵၘ

⬻⾑⟶㞀ᐖ

ǈƳƲƷၐཞƕǄƱǜƲƳƍƨǊŴൢ
ƮƍƨƱƖƴƸƔƳǓᡶᘍƠƯƠǇƬ

ᚰ⮚

ƯƍǔƜƱƕٶƍƷƕཎࣉưƢŵ

ື⬦◳

ഫԗ၏ᓏƸ
ƓӝƩƚưƸƳƘ
μ៲ǛǊƙǓǇƢ

㦵⢒㧼

ഫԗ၏ƸŴኄބ၏Ǎ࣎၌धŴᭌቫ᭨
ၐƳƲŴƞǇƟǇƳμ៲၌धƱ᧙ᡲࣱ
ƕƋǔƱƍǘǕƯƍǇƢŵ
இᡈưƸŴȡǿȜȪȃǯǷȳȉȭȸ

⢾ᒀ

࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡ
ࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟ

ȠƱƷ᧙ᡲࣱǋਦઇƞǕƯƍǇƢŵ
ƦƷƨǊŴ᳸ ബˊƷᒉƍɭˊ
ƔǒૺƤƣƴƓӝƷǱǢǛƢǔƜƱ
ƕ࣏ᙲưƢŵ

࠸࠸ ەṑࢫ᳨࣐ࣝデ࣭ṑ࿘ᝈ᳨デ ە

ࠊưƸŴǉƠഫȷഫԗ၏Ʒ౨௹ƕưƖǔᲬƭƷഫᅹ౨ᚮǛᘍƬƯƍǇƢŵƝᐯЎƷƓӝƷཞ७Ʒᄩᛐ

ƴƥƻƝဇƘƩƞƍŵ၏ൢƷଔႆᙸȷଔၲƕٻЏưƢŵƓӝƷͤࡍƔǒμ៲ƷͤࡍǛܣǓŴƍ
ƖƍƖƱƠƨଐǛᡛǓǇƠǐƏŵ

ݣᝋ
౨ᚮ
᧓

ƍƍഫǹȞǤȫ౨ᚮ

ഫԗ၌ध౨ᚮ

ᲫᲳ᳸ᲭᲳബưŴ
ԗҤࠊƴ˰ൟᅚƷƋǔʴ

ᲮᲪȷᲯᲪȷᲰᲪȷᲱᲪബưŴ
ԗҤࠊƴ˰ൟᅚƷƋǔʴ

ᲬᲱ࠰ᲮஉᲫଐ
᳸ᲬᲲ࠰ᲭஉᲭᲫଐ

ᲬᲱ࠰Ჰஉ 1 ଐ
᳸ᲬᲲ࠰ᲬஉᲬᲳଐ
ŪᲮᲪȷᲯᲪȷᲰᲪബąᲫ,ᲪᲪᲪό
Ტࠊൟᆋ᩼ᛢᆋɭ࠘ƸŴถ᫇ዓƖࢸᲯᲪᲪόᲣ

ᝲဇ

 ૰

ӖᚮУ

ӖᚮУƸƋǓǇƤǜŵ

ŪᲱᲪബ ąᲯᲪᲪό
Ūဃ̬ᜱɭ࠘ ą૰
Ტ౨ᚮŴžӖዅᚰſǛਫ਼ᅆƠƯƘƩƞƍᲣ
ӖᚮУƕƋǓǇƢŵ
(ӖᚮУƷႆᘍȷϐႆᘍƸͤࡍفᡶᛢǇư)

࠙࠾ၥྜࡏඛࠚ࿘༡ᕷᗣቑ㐍ㄢ

܄㸸0834-22-8553

徳 山 薬 剤徳
師山
会薬
だ剤
よ師
り会 だ よ り

（１）

徳山薬剤師会だより

（3）

᳸ԗҤ̬ͤؾƔǒƷƓჷǒƤ᳸
第 2 次周南市食育推進計画（H26
〜 H31）基本理念
１２月
平成27年
第６号

Ũ ԗҤ؏עƴƸŴٶƘƷཚƕဃऒƠƯƍǔƜƱƔǒŴ
ԗҤ̬ͤؾƴƸٶƘƷᒊऴƕ݃ƤǒǕƯƍǇƢŵ

行元：
（一社）徳山薬剤師会 〒745-0822 周南市孝田町7-1 TEL.0834-39-1105 FAX.0834-39-1106

<ᒊऴˑૠᲢ᳂ᲬᲰ࠰ࡇᲣ>
薬草散策会について
࿘༡⎔ቃಖᡤ
ᒣཱྀ┴య
474 ௳

1,294 ௳

徳山薬剤師会

西方

節子

山薬剤師会主催の大人気イベントのひとつに薬
<ᒊऴ̊>
策会があります。今年は平成２７年１０月２５日の
࣭㔝≟ࡀ࠸ࡿࠋከ࠸ࠋ
日。秋晴れの清々
しいお天気の中、広島県安芸高 <̬ͤƝƱƷཚྒ᪽ૠᲢ᳂ᲬᲰ࠰ࡇᲣ>
࣭㔝≟㏣࠸ࡅࡽࢀࡓࠋ
(㏻Ꮫ୰ࡢᑠᏛ⏕ࠊ࠾ᖺᐤࡾ
➼)
にあります「湧永満之
（わくなが まんじ）
記念庭
࣭ኪࡢ㬆ࡁኌࡀ࠺ࡿࡉ࠸
へ約80名の市民の皆様と共にバス2台に分乗し
(╀ࢀ࡞࠸ࠊஙඣࡀ㉳ࡁࡿ ➼)
࣭㣵ࡸࡾࡀ࠸ࡿࠋ
って参りました。午前９時に敦煌前を出発し、片道
࣭㣵ࡀᩓࡋ࡚ࡁࡓ࡞࠸ࠋ
間の所にあり
ます。
࣭㣵ࡸࡾࢺࣛࣈࣝ࡞ࡗࡓࠋ
࣭㣫≟ᐤࡗ࡚ࡃࡿࠋ
の庭園は湧永製薬株式会社広島事業所近くの丘
࣭㣫⊧ࡀညࡲࢀࡓࠋ
に１９９３年、
当時の湧永儀助社長が発案、
࣭㔝≟ࡀ≀(⮬ື㌴
➼)ࢆയࡘࡅࡿࠋ 設計
施工はすべて湧永製薬の社員によって行われたという手作りの庭園で、入園無料、団体OKと
知る人ぞ知る施設です。
Ɠᫍƍ 到着してすぐ社員さんの案
内で薬用植物園を散策。薬草
Ũ ཚǛفǍƞƳƍƨǊƴŴഏƷʙƴ
散策という今回のメーンイベ
ƭƍƯࣂңщǛƓᫍƍƠǇƢŵ
ントが最初です。参加された
ձ 㔝≟ࢆቑࡸࡍࡇ࡞ࡿ↓㈐௵࡞㣵ࡸࡾࡣࠊ
皆さん興味深げに社員さん
⤯ᑐ⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
の説明を聞きながら
「これも
ղ 㣫≟ࡣ⤊⏕㣫㣴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ある、あれもある」
と意外に身近に薬用植物が生息して
㑇Რࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ことにびっくりしておられましたが、皆さんが薬草の名前をよくご存じでおられることに、
こち
びっくりいたしました。
用植物園を一通り説明頂いた後は 園内各所を自由行動です。かなり広い二つの庭園を
Ũ ཚǁƷᖋࢳᘍໝ
に四季折々の花や緑を楽しむ事が出来ます。
時期的にバラは終わっていましたが、紅葉が
き始め、
ダリアが頑張っておりました。様々な色形の花が鮮やかで華やかで思わず撮影して
(ჽǛ৲ƛƭƚǔŴొưƨƨƘ ሁ)ƸŴ
いました。
ዌݣƴᘍǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ͤື≀ᚅࢆࡵࡄࡾࠊఫẸྠኈཱྀ࡛ㄽ࡞ࡿ➼
お弁当を挟んだ約４時間の滞在で園内を２周は回る事が出来
ࡢࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࢺࣛࣈࣝᕳ
ます。季節によって楽しめる草花が違うので次回はまた別の季節
ࡁ㎸ࡲࢀࡓሙྜࡣࠊ㆙ᐹ㏻ሗࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
に企画する予定です。ぜひ参加をお待ちしております。
もうひとつの人気イベントである市民講演会も来年１月３１日
ޛӝჄԗҤͤࡍᅦᅍǻȳǿȸ(ԗҤ̬ͤؾ)
Լᘓဃྰ ぜひご参加くだ
⚄0834-33-6426
の日曜日 ホテルサンルートで開催されます。
さい。
ͤಖᡤ࡛ࡣࠊᤕ⋓ࡋࡓ≟ࢆㆡΏࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

（4）

（2）

徳 山 薬 剤徳
師山
会薬
だ剤
よ師
り会 だ よ り

 ەṑ࿘㌟ࡢ㛵ࢃࡾ ە
ഫԗ၏ƸŴଐஜʴƷᲲлƕ፝धƠƯ
ƓǓŴൟ၏ƱǋᚕǘǕƯƍǇƢŵၘ

⬻⾑⟶㞀ᐖ

ǈƳƲƷၐཞƕǄƱǜƲƳƍƨǊŴൢ
ƮƍƨƱƖƴƸƔƳǓᡶᘍƠƯƠǇƬ

ᚰ⮚

ƯƍǔƜƱƕٶƍƷƕཎࣉưƢŵ

ື⬦◳

ഫԗ၏ᓏƸ
ƓӝƩƚưƸƳƘ
μ៲ǛǊƙǓǇƢ

㦵⢒㧼

ഫԗ၏ƸŴኄބ၏Ǎ࣎၌धŴᭌቫ᭨
ၐƳƲŴƞǇƟǇƳμ៲၌धƱ᧙ᡲࣱ
ƕƋǔƱƍǘǕƯƍǇƢŵ
இᡈưƸŴȡǿȜȪȃǯǷȳȉȭȸ

⢾ᒀ

࣓ࢱ࣎ࣜࢵࢡ
ࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟ

ȠƱƷ᧙ᡲࣱǋਦઇƞǕƯƍǇƢŵ
ƦƷƨǊŴ᳸ ബˊƷᒉƍɭˊ
ƔǒૺƤƣƴƓӝƷǱǢǛƢǔƜƱ
ƕ࣏ᙲưƢŵ

࠸࠸ ەṑࢫ᳨࣐ࣝデ࣭ṑ࿘ᝈ᳨デ ە
ࠊưƸŴǉƠഫȷഫԗ၏Ʒ౨௹ƕưƖǔᲬƭƷഫᅹ౨ᚮǛᘍƬƯƍǇƢŵƝᐯЎƷƓӝƷཞ७Ʒᄩᛐ
ƴƥƻƝဇƘƩƞƍŵ၏ൢƷଔႆᙸȷଔၲƕٻЏưƢŵƓӝƷͤࡍƔǒμ៲ƷͤࡍǛܣǓŴƍ
ƖƍƖƱƠƨଐǛᡛǓǇƠǐƏŵ

ݣᝋ
౨ᚮ
᧓

ƍƍഫǹȞǤȫ౨ᚮ

ഫԗ၌ध౨ᚮ

ᲫᲳ᳸ᲭᲳബưŴ
ԗҤࠊƴ˰ൟᅚƷƋǔʴ

ᲮᲪȷᲯᲪȷᲰᲪȷᲱᲪബưŴ
ԗҤࠊƴ˰ൟᅚƷƋǔʴ

ᲬᲱ࠰ᲮஉᲫଐ
᳸ᲬᲲ࠰ᲭஉᲭᲫଐ

ᲬᲱ࠰Ჰஉ 1 ଐ
᳸ᲬᲲ࠰ᲬஉᲬᲳଐ
ŪᲮᲪȷᲯᲪȷᲰᲪബąᲫ,ᲪᲪᲪό
Ტࠊൟᆋ᩼ᛢᆋɭ࠘ƸŴถ᫇ዓƖࢸᲯᲪᲪόᲣ

ᝲဇ

 ૰

ӖᚮУ

ӖᚮУƸƋǓǇƤǜŵ

ŪᲱᲪബ ąᲯᲪᲪό
Ūဃ̬ᜱɭ࠘ ą૰
Ტ౨ᚮŴžӖዅᚰſǛਫ਼ᅆƠƯƘƩƞƍᲣ
ӖᚮУƕƋǓǇƢŵ
(ӖᚮУƷႆᘍȷϐႆᘍƸͤࡍفᡶᛢǇư)

࠙࠾ၥྜࡏඛࠚ࿘༡ᕷᗣቑ㐍ㄢ

܄㸸0834-22-8553

