
9月1日は「 の日」です。

好仁会では、大規模災害発生時に東大病院の医師、

看護師等スタッフの皆さんが診療体制を維持できる

よう、企業や近隣商店会の各会員からの支援物資を

備蓄・管理する「緊急物資支援連合」を平成25年に

発足させ、支援活動を行っています。

第46号 令和2年9月1日発行

編集 一般財団法人 好仁会

一般財団法人 好仁会

Q. 実際の災害時の流れや費用は？

A. “災害発生”→ 東大病院からの要請→ 支援物資供給

平時は、支援物資の管理は好仁会が行い、賞味期限が

きたものは、協力会員が費用を負担してアップデート、

災害時には、供給した物資の費用は東大病院に負担して

いただく仕組みです。

Q. 会員はどういう人たち？

A. 趣旨に賛同していただいた企業や、商店会です。

（個人会員は募集していません）

会員には２口以上の物資提供のご協力をお願いしており、

年に１回定例会を開催しています。

（本年度は、コロナのため開催中止）

緊急物資

支援連合

〈会員数〉 企業44社／商店会3会

〈物資数〉 一口48食(保存水/食)×約230口

〈支援物資〉保存水・簡易式ﾄｲﾚ・ｶｲﾛ

保存食(ご飯・ﾋﾞｽｹｯﾄ・ｽｰﾌﾟ等)

缶詰等

令和2年8月末現在

お問い合わせ ㈶好仁会 内線35902



営業時間 平日 8:00 ～ 20:00
土日祝 9:00 ～ 17:00

好仁会Times 第46号 2020.9.1

￥390

《 ９月新商品のご案内 》

秋の季節限定ドリンク
「宇治抹茶フルーツティー ペア&アップル」

「ほうじ茶リスタ」
2020年9月2日（水）より期間限定発売

コーヒー豆、タリーズハニー
お菓子の詰合せ対応致します。

気軽なお土産にオススメ！

Ｋショップ
営業時間 ２４時間営業 年中無休

11-1乳酸菌は、⾧野県で代々受け継がれてきた特別な「ぬか床」から、東京大学薬学部によっ
て発見された新亜種乳酸菌です。高い免疫活性率を持つと言われており、東京大学により特許
出願もされている注目の乳酸菌です。※定期購入割引有り（詳細はＫショップ店頭にて）

東京大学薬学部研究『１１-１』乳酸菌

《 おすすめ商品のご案内 》

店頭価格 8,900円+税

MIZUNO マウスカバー ※画像はイメージサンプル画像となります。
実際のカラー・サイズは店頭にてご確認ください。

店頭価格
900円+税

一般財団法人 好仁会



2020.9.1好仁会Times 第46号

一般財団法人 好仁会

営業時間
平日 8：00～18：00
土日祝 休業

９月１日(火)～９月７日(月)

９月８日(火)～９月１４日(月)

９月１５日(火)～９月２１日(月)

９月２２日(火)～９月２８日(月)

９月２９日(火)～１０月５日(月)

《 ９月発売スイーツのご案内 》

Café ゆりの樹
営業時間
平日 9：00～15：00
土日祝 休業

《 おすすめメニューのご案内》
選べるホットサンド
（9月7日(月)～リニューアル）

単品 480円（税込）
ドリンク付 580円（税込）
トッピング ＋50円（税込）

東大限定 研Q室のヨーグルト

ヨーグルト 140円(税込)
ドリンクタイプ 150円(税込)

東大限定 研Q室のヨーグルト

ヨーグルト 140円(税込)
ドリンクタイプ 150円(税込)

くちどけレアチーズ
ミルクレープ

295円+税

くちどけレアチーズ
ミルクレープ

295円+税

とろ～りとこける白玉
～お抹茶＆みるく～

245円+税

とろ～りとこける白玉
～お抹茶＆みるく～

245円+税

お餅で巻いた
もち食感ロール

350円+税

お餅で巻いた
もち食感ロール

350円+税

トーラク とろ～り
生バスクチーズケーキ 105g

198円+税

トーラク とろ～り
生バスクチーズケーキ 105g

198円+税

UC×GODIVA
キャラメルショコラロールケーキ

395円+税

UC×GODIVA
キャラメルショコラロールケーキ

395円+税

UC×GODIVA
テリーヌショコラ

350円+税

UC×GODIVA
テリーヌショコラ

350円+税

メープルナッツの
ロールケーキ

220円+税

メープルナッツの
ロールケーキ

220円+税

パリマロ
～パリパリマシュマロ大福～

160円+税

パリマロ
～パリパリマシュマロ大福～

160円+税

チョコ２シュ―
～焼チョコ生チョコシュー～

200円+税

チョコ２シュ―
～焼チョコ生チョコシュー～

200円+税

どらもっち
チーズ＆チーズ

190円+税

どらもっち
チーズ＆チーズ

190円+税
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営業時間
平日 8：00～18：00

土日祝 休業

今月 号の 一面で は、 災害発 生 時 の

当会 の支援体 制をご 紹介しました。

皆様 の普 段の備 えは いかが で し ょ

うか 。特 に、優 先さ れる食 料 に つ

いて は、 消費し なが ら使っ た 分 を

補充 し、 一定量 の備 蓄を保 つ ロ ー

リン グス トック とい う備蓄 方 法 が

あり ます 。無理 なく 続けて い く こ

とが大切ですね。

これ から台風 シーズ ンを迎えます。

この 機会 に備蓄 品の 見直し や 、 近

隣の 避難 場所を 確認 しなが ら 、 防

災意識を高めましょう。

総務部 大澤

ねこまつりat湯島HP

nekomatsuri.com

編集後記
お菓子の詰合せラッピング販売しております。

《 ９月イベントメニューのご案内 》

《 テイクアウトメニューのご案内 》営業時間
平日 11：00～15：30

17：00～20：00
土日祝 休業

※「職員食堂 くすのき」に
『好仁会Times』の最新号を
設置しております。
ご自由にお持ちください。

好仁会のホームページでは『好仁会Times』
のバックナンバー第1号(2016年11月号)～
第46号(当月号)までご覧いただけます。

http://www.toudai-koujinkai.jp/index.html


