
一般財団法人 好仁会

第47号 令和2年10月1日発行

編集 一般財団法人 好仁会

暑い夏が終わり、過ごしやすい秋の季節となりました。

皆様、秋と言えば何を思い浮かべますか？

紅葉の秋、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋でしょうか。

行楽をはじめ何をするにも適した気候なので、充実した時間が過ごせますね。

秋に旬となる食材は多く、病院内食堂でも「味覚の秋」を楽しんでいただければと

思います。

また好仁会薬局・病院内食堂・喫茶では、常時絵画の展示をしております。

機会がございましたら「芸術の秋」をご鑑賞ください。

そして、１０月のイベントとしては、ハロウィンがございます。

好仁会の店舗でも、ハロウィンの装飾をして皆様のご来店をお待ちしております。

（笠井 由雅子 作）
『Food Hall いちょう』展示

（上田 喜一郎 作）
好仁会薬局展示

（笠井 由雅子 作）
『喫茶ゆりの樹』展示

タリーズコーヒー
ハロウィン装飾



営業時間 平日 8:00 ～ 20:00
土日祝 9:00 ～ 17:00
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《 10月新商品のご案内 》
「カラメルパンプキンラテ」

「オータムフルーツティー西洋梨＆林檎」
「ほうじ茶ラテ」 他

2020年10月2日（金）より期間限定発売

一般財団法人 好仁会

カラメルパンプキンラテ(HOT/ICED)
Short 460円+税 Tall 510円+税

カラメルパンプキンラテ(HOT/ICED)
Short 460円+税 Tall 510円+税

オータムフルーツティー(HOT/ICED)
Short 430円+税 Tall 480円+税

オータムフルーツティー(HOT/ICED)
Short 430円+税 Tall 480円+税

ほうじ茶ラテ(HOT/ICED)
Short 370円+税 Tall 420円+税

ほうじ茶ラテ(HOT/ICED)
Short 370円+税 Tall 420円+税

ハロウィンモンスター
290円+税

ハロウィンモンスター
290円+税

営業時間 平日 8：00～18：00
土日祝 休業

《 商品のご案内 》

お菓子の詰合せラッピング販売
しております。

店内飲食 S¥360 M¥410 L¥460（税込）
テイクアウト S¥354 M¥402 L¥452 （税込）

店内飲食 ¥360 テイクアウト ¥354 （税込） 店内飲食 ¥480 テイクアウト ¥471 （税込）
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営業時間
平日 8：00～18：00
土日祝 休業

１０月６日(火)～１０月１２日(月)

《 １０月新商品のご案内 》

ダイドー（⿁滅の刃）
ブレンドコーヒー

税込123円

ダイドー（⿁滅の刃）
ブレンドコーヒー

税込123円

プートロン
-とろとろダブルプリン-

税込240円

プートロン
-とろとろダブルプリン-

税込240円

ダイドー（⿁滅の刃）
絶品カフェオレ

税込123円

ダイドー（⿁滅の刃）
絶品カフェオレ

税込123円

紅茶花伝 クラフティ―
贅沢しぼり ピーチティー

税込133円

紅茶花伝 クラフティ―
贅沢しぼり ピーチティー

税込133円

マチノパン
チョコとナッツのドーナツ

税込150円

マチノパン
チョコとナッツのドーナツ

税込150円

１０月１３日(火)～１０月１９日(月)

⿁滅の刃 最後の試練
チョコシュークリーム

税込245円

⿁滅の刃 最後の試練
チョコシュークリーム

税込245円

プリン
ミルクレープ

税込295円

プリン
ミルクレープ

税込295円

ランチパック
炭次郎のメロンクリームと
禰津豆子のいちごクリーム

税込150円

ランチパック
炭次郎のメロンクリームと
禰津豆子のいちごクリーム

税込150円

⿁滅の刃 煉獄杏寿郎の
焼きカレーパン

税込140円

⿁滅の刃 煉獄杏寿郎の
焼きカレーパン

税込140円

１０月２０日(火)～１０月２６日(月)

とろけるティラミス
税込255円

とろけるティラミス
税込255円

生カステラ
税込230円
生カステラ
税込230円

生バウムクーヘン
税込165円

生バウムクーヘン
税込165円

１０月２７日(火)～１１月２日(月)

Uchi Café Specialite
雲泡クリームのショート

税込295円

Uchi Café Specialite
雲泡クリームのショート

税込295円

Uchi Café Specialite
栗堪能モンブラン

税込320円

Uchi Café Specialite
栗堪能モンブラン

税込320円

Uchi Café Specialite
麗溶けチーズテリーヌ

税込295円

Uchi Café Specialite
麗溶けチーズテリーヌ

税込295円

Café ゆりの樹
営業時間
平日 9：00～15：00
土日祝 休業

選べるホットサンド
単品 480円（税込）
ドリンク付 580円（税込）
トッピング ＋50円（税込）

⿁滅の刃キャンペーン実施中⿁滅の刃キャンペーン実施中
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《 １０月イベントメニューのご案内 》

《 特別メニューのご案内 》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47号(当月号)までご覧いただけます。

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

編集後記

営業時間
平日 11：00～15：30

17：00～20：00
土日祝 休業

前月9月号でご案内しました
『第11回ねこまつりat湯島』
（2020年9月15日～10月18日）
期間中の下記の日程で、妻戀神社
にてねこまつり限定の猫御朱印を
いただけるそうです。

日程：9/19,9/26,10/3,10/10(土)
時間：10:00～15:00
場所：妻戀神社（湯島 3-2-6）
初穂料：300円、500円

（2種類あり）

※ねこまつりスタンプラリーを1つ以上集めた方限定

《第11回ねこまつりat湯島》

ハロウィンの習慣はいつから始
まったかご存知でしょうか？

その起源は、紀元前のケルト民
族にまでさかのぼります。

古代ケルトでは11月１日が新年
で 、前夜 の 10月 31日か ら秋 の
収穫物を集めた盛大なお祭りが
開かれたそうです。またこの日
には死後の世界との扉が開き、
先祖の霊が戻ってくるとも信じ
られていたそうです。

その後ケルト民族はキリスト教
化していきますが祝祭の慣習は
残り、キリスト教会が11月1日
を 「 諸 聖 人 の 日 」 を 意 味 す る
「All Hallo 」と定めたことか
ら 、 そ の 前 夜 ＝ 「 All Hallo
Eve」が転じて、ハロウィンと
呼ばれるようになったと考えら
れているそうです。

日本では仮装イベントとして有
名になりましたが、今年は密を
避け、グッズや限定フードで楽
しみたいですね。

総務部 柿沼


