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ドゥプレに関するお問い合わせはお気軽にお電話ください。☎（082）278-8001

開 催 日 時 １２月24日（土） １８：００～
※１７：４５より会場入口にて受付開始

場　　　　 所 ホテル広島サンプラザ　レストランクレセント
（西区商工センター３－１－１　☎２７８－５０００）

対　　　　 象 会員と同居家族
募 集 人 員 ※申込み多数の場合は抽選。当選者のみに通知します。申込締切後、

　１週間以内に通知が届かない時は落選ですので、ご了承ください。
３０名

申 込 締 切 １１月25日（金）必着

３４－１１１６１
イベント番号

クリスマスディナーバイキング
イベント名

申 込 方 法 「イベント参加申込書」にご記入のうえ、ドゥプレまで
ＦＡＸ（082-278-7011）または郵送してください。

参　　加　　料 会員・同居家族（大人） ４，２００円 （一般料金　６，０００円）
同居家族（高校生） ２，８００円 （一般料金　４，０００円）
同居家族（中学生） ２，１００円 （一般料金　３，０００円）
同居家族（小学生） １，４００円 （一般料金　２，０００円）
同居家族幼児（未就学児） 無料
※参加料には、料理、飲物（食べ・飲み放題のバイキング形式）、税、サービス料を含んでいます。

～ 3年ぶりのクリスマスディナーバイキング！
レストランクレセントの特製スペシャルバイキングと大抽選会でお楽しみください！ ～
～ 3年ぶりのクリスマスディナーバイキング！
レストランクレセントの特製スペシャルバイキングと大抽選会でお楽しみください！ ～

クリスマスディナーバイキング
in レストランクレセント

クリスマスディナーバイキング
in レストランクレセント

クリスマスディナーバイキング
in レストランクレセント

クリスマスディナーバイキング
in レストランクレセント

　今月号に掲載しているイベント・施設等は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止・延期・休館など利用が制限される
場合がありますので、予めご了承ください。
　広島ドラゴンフライズの試合観戦、クリスマスディナーバイキングにおいては、必ずマスクの着用や、こまめな手指消毒、周りの
方との間隔を保つなど、新型コロナ感染予防対策に万全を期してください。

〈申 込 方 法〉①同封の「家庭常備薬等の斡旋申込書」に個数・金額・必要事項をご記入ください。（集計表への記入
もお願いします）

　　　　　　　②「家庭常備薬等の斡旋申込書」と「集計表」をドゥプレまで郵送または持参してください。ファックス
では受付できません。

〈申 込 締 切〉11月18日（金）必着　※締め切り後の変更、キャンセルはできませんのでご了承ください。
〈取扱い業者〉（株）諒和 ☎06-6952-7015
〈納 品 方 法〉商品は（株）諒和より直接発送されます。申込者ごとに袋詰めのうえ、

締切後約4週間以内に事業所等に送付予定です。
〈代金支払方法〉商品到着後、同封の振込用紙にて事業所等ごとにお取りまとめのうえ、

最寄りのコンビニエンスストア（郵便局も可）よりお振込みください。
（振込手数料はかかりません）

※商品についてのご相談、商品の破損、過不足などがありましたら、（株）諒和までご連絡ください

①「家庭常備薬等の斡旋申込
書」と「集計表」を送付

②「家庭常備薬等の斡旋申込書」
をとりまとめて「集計表」を添
付のうえ郵送または持参。

④代金の支払い

③商品を納品

家庭常備薬等の斡旋について
ドゥプレでは、健康管理事業の一環として家庭常備薬等を斡旋します。

手続きは下記のとおりです。

新規会員募集中新規会員募集中新規に加入される方を
ご紹介ください!!!

ドゥプレが行っている共済事業は、
会員が増えることによりスケールメリットが働き、
より充実したイベント・コンサートチケット等を
皆さまにお届けすることができます。
ぜひたくさんの方々をご紹介ください。

※詳細につきましては、ドゥプレ事務局スタッフが
ご説明に伺います。

会員様にお知り合いやお取引先で、まだドゥプレに入会されていない方をご紹介ください。
入会成立時には、紹介者及び入会者に粗品を贈呈いたします。

★事業主が負担した入会金、会費は、税法上、損金または必要経費として処理できる場合があります。

【お問い合わせ先】　〒733－0833 広島市西区商工センター3丁目1－1
　　　　　　　　　（公財）広島市文化財団（ドゥプレ）
　　　　　　　　　☎（082）278－8001 FAX（082）278－7011

ドゥプレの５大メリット
❶いろいろな割引補助券があります。
（映画館、プレイガイド、美術館、広島市文化施設など）

❷割安でイベントに参加できます。
（カープ・サンフレッチェ・ドラゴンフライズ観戦、パーティーなど）

❸利用助成があります。（年１回）
（宿泊助成、健康診断助成）

❹慶弔金の給付があります。
（入学・還暦祝金、傷病見舞金など）

❺特約店・施設の利用割引があります。
（スポーツ施設、旅行会社など）

ドゥプレ （株）諒和事業所等
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会　　場 広島サンプラザホール
会員・同居家族（大人） １，３００円（当日料金　２，70０円）
同居家族（3歳～高校生）    　 ６００円（当日料金　１，40０円）
※申込締切後のキャンセルはできません。

参 加 料

対　　象 会員と同居家族

申込方法 「イベント参加申込書」にご記入のうえ、ドゥプレまで
ＦＡＸ(082-278-7011)または郵送してください。

申込締切 １1月１７日（木）必着

広島ドラゴンフライズ広島ドラゴンフライズ広島ドラゴンフライズ広島ドラゴンフライズ
２０２３年１月７日（土）15:00試合開始予定① 三遠ネオフェニックス三遠ネオフェニックス三遠ネオフェニックス三遠ネオフェニックス
２０２３年１月２２日（日）試合開始時間未定② アルバルク東京アルバルク東京アルバルク東京アルバルク東京

ＶＳ開催日時

募集人員 各試合２０名
※申込多数の場合は抽選。当選者はチケット等発送を
　もってかえさせていただきます。

２階指定席Ｂ席　　種

イベント名 広島ドラゴンフライズ①

イベント番号 ３４－１１１５９

広島ドラゴンフライズ②

３４－１1１６０

B.LEAGUE観戦B.LEAGUE観戦B.LEAGUE観戦B.LEAGUE観戦
ＵＮＩＴＥＤ ＷＥ ＳＴＡＮＤ ２０２2－２3ＵＮＩＴＥＤ ＷＥ ＳＴＡＮＤ ２０２2－２3

会場をドゥプレ会員の皆さんで朱色に染め、応援しましょう！！会場をドゥプレ会員の皆さんで朱色に染め、応援しましょう！！

サイズ：B3版　380ミリ×525ミリ
ひと月が1枚の月めくり、日曜はじまり

　好評の月めくりのカレンダー（壁掛タイプ）を今年も作成いたしました !
　見やすさ、使いやすさ抜群の実用的なカレンダーです。
　各事業所に1部ずつお届けしますので、ぜひご活用ください。（11月中旬頃発送予定）

2023年のカレンダー（壁掛けタイプ）をお届けします！

カレンダー仕様

●特徴（セールスポイント）
　①日付毎のメモ欄
　②六曜、旧暦の日付
　③縁起の良いまねき猫のイラスト
　④各月の行事・歳時記
　⑤ドゥプレの連絡先

★～11月30日（水）　
★ホテル広島サンプラザ 
　レストランクレセント
★会員1人につき10枚まで
　注文できます。
※飲み放題プラン付料金です。
　（アルコール含む）　
※2名様より前日までの要予約
　詳しくはレストランクレセントのホームページをご覧ください。

11/1（火）～
受付開始

※座席について
　取り扱い業者から各プレイガイド、ドゥプレ、その他に公平に配布されます。
　必ず満足のいただけるお席ばかりではございませんのでご了承ください。

❶ ❷

★2023年3月12日（日）17:00開演
★広島上野学園ホ－ル
★30枚　※未就学児入場不可
※林“VOH”紀勝は出演致しません。予めご了承ください。

★2023年2月12日（日）16:30開演
★広島上野学園ホ－ル
※未就学児入場不可。※母子室の利用不可、
　プレゼント、お祝い花、ファンレター不可。

11月 8 日（火）午前９：００から
11月14日（月）午後５：００まで

申込受付申込受付

※チケット申込みは、電話で受付いたします。
（事業所番号・会員番号が必要です）FAX・E
メールでの申込みはできません。申込み枚
数は1人1種類・4枚までとなります。※申込
締切後の変更・キャンセルはできません。

藤井フミヤスターダスト★レビュー

❸

★2023年1月22日（日）15:00開演
★しまなみ交流館テアトロシェルネ
★30枚
※未就学児入場不可

はやしべさとし

ドゥプレ料金
全席指定／

5,110円
（一般料金6,600円）

ドゥプレ料金
全席指定／

7,240円
（一般料金8,800円）

❺

★2023年1月7日（土）
　①10：00　②14：00
★広島上野学園ホ－ル　★各回50枚
※3歳未満のお子様はお席が必要な場合有料

デリシャスパーティ♡プリキュア
ドリームステージ♪

ドゥプレ料金
全席指定／

2,520円
（一般料金3,800円）

❹

★11月27日（日）
　15:00開演
★広島文化学園HBGホ－ル
※未就学児入場不可

ローマの休日
全編上映 ライブコンサート

ドゥプレ料金
全席指定／

5,200円
（一般料金7,000円）

❼ 肉にくフェアinクレセント
ドゥプレ料金
大人／

2,700円
（一般料金4,000円）

❽

❻

★2023年1月29日（日）
　15：00開演
★広島国際会議場フェニックスホール
★各10枚
※このチケットを3枚以上でご注文された場合はお席が離れます。

音楽の花束　冬

ドゥプレ料金
S席／

2,860円
（一般料金
  4,300円）

ドゥプレ料金
A席／

2,200円
（一般料金
  3,300円）

ドゥプレ料金
全席指定／6,270円（一般料金7,800円）

指揮：三ツ橋敬子　ヴァイオリン：川田知子　メゾソプラノ：池田香織
モ－ツァルト：ディヴェルティメントへ長調Ｋ.138

モ－ツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調Ｋ.219
ファリャ：バレエ音楽「三角帽子」

大型スクリーンで映画を観ながら劇中音楽を
オーケストラの生演奏で楽しむハイブリッド公演

ⒸEarl Ross

ⒸABC-A・東映アニメーション

278-8001先着順

マークは同居家族の枚数分まで、ご注文できます。
（他のチケットとも重複してお申し込みできます。）

●対　　象 会員と同居家族
●利用期間 ２０２２年１１月１８日（金）～２０２３年１月22日（日）
 ※ディナータイムのみでの御利用となります。
 ※水ぎょうざ食べ放題、１２０分飲み放題（ラストオーダーは１００分）
●申込方法 ドゥプレ事務局へ電話で申し込み。（数に限りがあります。） ☎０８２－２７８－８００１
 ※会員一人につき１０枚までの注文となります。
 ※申し込み後のキャンセルはできません。
●利用方法 ご利用がお決まりになりましたら、お店に直接お電話のうえご予約下さい。
 （ドゥプレ会員であることをお伝えください。）
 料理内容はＨＰ等でご確認ください。http://h-shisen.com

●料　　金
通常料金　　　　　　　ドゥプレ料金
５，０００円（税込）→ ３，５００円（税込）

＜120分飲み放題＞広島四川飯店の自慢の『水ぎょうざ』食べ放題を含む全８品のお得なコースの
チケットをドゥプレ会員の皆様に特別価格で販売します!!!11/1（火）～

受付開始！

広島四川飯店忘新年会ディナー 水ぎょうざ食べ放題付『5,000円コース』

ご予約/お問い合わせ
広島四川飯店
広島市中区紙屋町２－３－４ 広中ビル２Ｆ
☎０８２－５４１－７５１１

営業時間
ラ ン チ　11:30～14:30（L.O.14:00）
ディナー　17:30～22:30（L.O.22:00）

毎週火曜定 休 日
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★～11月30日（水）　
★ホテル広島サンプラザ 
　レストランクレセント
★会員1人につき10枚まで
　注文できます。
※飲み放題プラン付料金です。
　（アルコール含む）　
※2名様より前日までの要予約
　詳しくはレストランクレセントのホームページをご覧ください。

11/1（火）～
受付開始

※座席について
　取り扱い業者から各プレイガイド、ドゥプレ、その他に公平に配布されます。
　必ず満足のいただけるお席ばかりではございませんのでご了承ください。

❶ ❷

★2023年3月12日（日）17:00開演
★広島上野学園ホ－ル
★30枚　※未就学児入場不可
※林“VOH”紀勝は出演致しません。予めご了承ください。

★2023年2月12日（日）16:30開演
★広島上野学園ホ－ル
※未就学児入場不可。※母子室の利用不可、
　プレゼント、お祝い花、ファンレター不可。

11月 8 日（火）午前９：００から
11月14日（月）午後５：００まで

申込受付申込受付

※チケット申込みは、電話で受付いたします。
（事業所番号・会員番号が必要です）FAX・E
メールでの申込みはできません。申込み枚
数は1人1種類・4枚までとなります。※申込
締切後の変更・キャンセルはできません。

藤井フミヤスターダスト★レビュー

❸

★2023年1月22日（日）15:00開演
★しまなみ交流館テアトロシェルネ
★30枚
※未就学児入場不可

はやしべさとし
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★11月27日（日）
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全席指定／6,270円（一般料金7,800円）

指揮：三ツ橋敬子　ヴァイオリン：川田知子　メゾソプラノ：池田香織
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モ－ツァルト：ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調Ｋ.219
ファリャ：バレエ音楽「三角帽子」

大型スクリーンで映画を観ながら劇中音楽を
オーケストラの生演奏で楽しむハイブリッド公演
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マークは同居家族の枚数分まで、ご注文できます。
（他のチケットとも重複してお申し込みできます。）

●対　　象 会員と同居家族
●利用期間 ２０２２年１１月１８日（金）～２０２３年１月22日（日）
 ※ディナータイムのみでの御利用となります。
 ※水ぎょうざ食べ放題、１２０分飲み放題（ラストオーダーは１００分）
●申込方法 ドゥプレ事務局へ電話で申し込み。（数に限りがあります。） ☎０８２－２７８－８００１
 ※会員一人につき１０枚までの注文となります。
 ※申し込み後のキャンセルはできません。
●利用方法 ご利用がお決まりになりましたら、お店に直接お電話のうえご予約下さい。
 （ドゥプレ会員であることをお伝えください。）
 料理内容はＨＰ等でご確認ください。http://h-shisen.com

●料　　金
通常料金　　　　　　　ドゥプレ料金
５，０００円（税込）→ ３，５００円（税込）

＜120分飲み放題＞広島四川飯店の自慢の『水ぎょうざ』食べ放題を含む全８品のお得なコースの
チケットをドゥプレ会員の皆様に特別価格で販売します!!!11/1（火）～

受付開始！

広島四川飯店忘新年会ディナー 水ぎょうざ食べ放題付『5,000円コース』

ご予約/お問い合わせ
広島四川飯店
広島市中区紙屋町２－３－４ 広中ビル２Ｆ
☎０８２－５４１－７５１１

営業時間
ラ ン チ　11:30～14:30（L.O.14:00）
ディナー　17:30～22:30（L.O.22:00）

毎週火曜定 休 日
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ドゥプレ特選旅行をご案内します!ドゥプレ特選旅行をご案内します!
◆参 加 資 格　会員及び同居家族
◆補助券の発行枚数   500枚（500名）先着順で発行枚数になり次第締め切ります。
◆申 込 方 法　※利用補助券が必要です。

注意事項
1.取消料や実施等の条件は、主催旅行会社の旅行
約款によります。

2.行程や宿泊場所は、変更になることがあります。
3.最少催行人数に達しない場合は、旅行が中止にな
ることがあります。

4.この補助券は、ドゥプレの会員と同居家族の方が
利用できます。

　その他の方は利用できません。
5.この企画は宿泊助成の対象外になります。

旅行の申込み ドゥプレへ利用補助券の請求 利用補助券送付 旅行会社の受付窓口で申込み
各旅行会社へドゥプレの会員
であることを告げ、ドゥプレタイ
ムス11月号に掲載している旅行
名を言って申し込んでください。
（重複の申込みはできません。）

11 22 33 44
予約が取れたら、ドゥプレまで電
話で利用補助券を請求してくだ
さい。参加される旅行の名称、
旅行日、参加者全員のお名前を
お申し出ください。

旅行会社の窓口で会員カードを
呈示し利用補助券を提出しドゥプ
レ料金を支払って手続きを行って
ください。（料金の支払方法等は
旅行会社により異なります。）

直ちに、利用補助券を郵送します。
（会員と同居家族分）

岡山ふたつのまち歩き　～矢掛宿と倉敷美観地区～日帰り旅行①

●旅 行 費 用
会 　 　 員
同 居 家 族
（小学生以上）１０，３００円（一般料金　１２，８００円）

（一般料金　１１，８００円）同 居 家 族
（子供・小学生） ９，３００円
同 居 家 族
（小学生未満）※座席・食事なし 無料

ドゥプレ料金 ●行　　　程

●出 発 日　１１月２５日（金）・２９日（火）、
　　　　　　　　１２月６日（火）・９日（金）
●最少催行人員　２５名

日次

1
広島駅新幹線口（８：３０発）＝＝＝＝＝＝矢掛宿まち歩き★ガイド付き＝＝＝＝＝＝
麺蔵人（昼食）＝＝倉敷美観地区まち歩き★自由散策1,000円クーポン付き＝
広島駅新幹線口（１７：４５）

行　　　　　程

●添　乗　員　同行します。
●食　　　　事　昼１回（麺蔵人:天ざるうどん）
●利用バス会社　広島バス
詳しくは下記申込先までお問い合わせください。
●申　込　先　たびまちゲート広島　☎082-543-2121
　　　　　　　　担当者：細越（ほそこし）

みかん狩り・陶芸体験と牡蠣打ち体験～えたじま体験づくし～泊付き旅行②

●旅 行 費 用
会 　 　 員
同 居 家 族
（中学生以上）17，３００円（一般料金　19，８００円）
同 居 家 族
（子供・小学生）13，３００円（一般料金　15，８００円）
※上記料金はUminos Spa&Resort  1泊 2日３食、２～４名１室利用。

ドゥプレ料金 ●行　　　程

●出 発 日　１１月２７日（日）
●最少催行人員　２０名
●添　乗　員　同行します。
●食　　　　事　朝１回・昼１回・夕１回
●利用バス会社　江田島バス

日次

1

2

※1日目現地午後集合/2日目昼食後現地解散
江田島中町港(13:20集合)=======川西農園【みかん狩り】========
ホテルUminos Spa&Resort【ホテル到着、江田島焼窯元「沖山工房」指導
の下、陶芸体験】

ホテル====牡蠣打ち見学+体験===Uminos Spa&Resort【昼食】===
江田島中町港 解散(13:00)

行　　　　　程

詳しくは下記申込先までお問い合わせください。
●申　込　先　たびまちゲート広島　☎082-543-2121
　　　　　　　　担当者：細越（ほそこし）

杉乃井ホテル　スペシャル　宿泊プラン泊付き旅行③

●旅 行 費 用
虹　館 ２０２１年７月ＯＰＥＮ！カジュアルな洋室

会 　 　 員
同 居 家 族
（中学生以上）

13,100円～46,800円
（一般料金 15,600円～49,300円）

同 居 家 族
（ 小 学 生 ） 9,300円～33,000円

（一般料金 11,800円～35,500円）
同 居 家 族
（3歳～未就学児） 6,000円～22,900円

（一般料金  8,500円～25,400円）

ドゥプレ料金

●行　　　程

●開 催 日 時　～２０２３年１月１５日（日）
●最少催行人員　おとな２名
●添　乗　員　同行しません。
　　　　　　　　※ご旅行に必要なクーポン類をお渡しいたします
　　　　　　　　　ので、ご旅行中のお手続きは、お客様ご自身で
　　　　　　　　　行っていただきます。
●食　　　　事　夕食１回・朝食１回
●そ　の　他　＊往復の交通費は含まれておりません。
　　　　　　　　＊出発日、参加人数により料金が異なります。
　　　　　　　　＊ご希望のプランが満員の場合もございます。
　　　　　　　　  予めご了承下さい。

日次

1

2

ご自宅又は前泊箇所・・・(交通費お客様ご負担)・・・杉乃井ホテル(泊) 【夕食】

【朝食】  2日目は1日目の逆コース

行　　　　　程

詳しくは下記申込先までお問い合わせ下さい。
●申　込　先　フジトラベルサービスＥＣ団体旅行広島
　　　　　　　　☎０８２－２４６－３４３６　担当者：畠（ハタ）

※上記料金は、お一人様、１泊２食、３・４名１室利用の場合です。

●旅 行 費 用
本　館 ゆったりとした和洋室

会 　 　 員
同 居 家 族
（中学生以上）

13,100円～46,800円
（一般料金 15,600円～49,300円）

同 居 家 族
（ 小 学 生 ） 9,300円～33,000円

（一般料金 11,800円～35,500円）
同 居 家 族
（3歳～未就学児） 6,000円～22,900円

（一般料金  8,500円～25,400円）

ドゥプレ料金

※上記料金は、お一人様、１泊２食、４名以上１室利用の場合です。
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【場　　所】広島城天守閣第四層企画展示室　【開館時間】９：００～１８：００（入館は１７：３０まで）
広島市中区基町21番1号　TEL082(221)7512　FAX082(221)7519　https://www.rijo-castle.jp/

●内　容／広島城下の地誌「知新集」の成立から２００年を記念し、本書の内容や成立背景、編者について関連
資料とともに紹介します。

●期　間／１１月１２日（土）～令和５年１月１５日（日）

企画展「しっとる？知新集」

●内　容／幕末以降、現代にいたるまでに撮影された広島城の姿を紹介し、広島城の歴史を紐解きます。
●期　間／～１１月６日（日）

企画展「写された広島城」

☆利用方法／「広島市文化施設無料観覧券」を窓口でお渡しください。無料でご利用いただけます。（一人1回利用につき1枚限り有効です。）
☆対　　象／会員と同居家族　　　☆注意事項／必ず事業所番号・会員番号・会員氏名をご記入の上、ご利用ください。
♥上記同様に、「広島市江波山気象館」も「広島市文化施設無料観覧券」で無料観覧いただけます！

ヌマジ交通ミュージアム
（広島市交通科学館）

広島市安佐南区長楽寺二丁目12番2号
TEL082（878）6211（代）
https://www.vehicle.city.hiroshima.jp/

広島市安佐南区長楽寺二丁目12番2号
TEL082（878）6211（代）
https://www.vehicle.city.hiroshima.jp/

企画展「『ごんぎつね』が語る昔のくらし」 『ごんぎつね』の世界をのぞいてみよう企画展「『ごんぎつね』が語る昔のくらし」 『ごんぎつね』の世界をのぞいてみよう
●内　　容／童話『ごんぎつね』は新美南吉の代表作で教科書にも採用される

など、幅広い世代に愛されている物語です。この企画展では、『ご
んぎつね』のストーリーを交えながら、物語に登場する昔の道具や
情景、人々の暮らしの様子をご紹介します。

●会　　期／～１１月２７日（日）
※展示期間中の日曜日１４時から展示ガイドを行います。

●展示場所／２階企画展示室ほか

開館時間／９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）　休館日／毎週月曜日
〒734-0015　広島市南区宇品御幸二丁目6-20　TEL（082）253-6771　FAX（082）253-6772

ホームページ　http://www.cf.city.hiroshima.jp/kyodo/

開館時間／９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）　休館日／毎週月曜日
〒734-0015　広島市南区宇品御幸二丁目6-20　TEL（082）253-6771　FAX（082）253-6772

ホームページ　http://www.cf.city.hiroshima.jp/kyodo/

●会　　期／～１１月２７日（日）　　●主　　催／第六管区海上保安本部海洋情報部・広島市郷土資料館
同時開催 パネル展「広島の海～海図に見る広島の海～」広島湾を中心に、新旧の海図を紹介します。同時開催 パネル展「広島の海～海図に見る広島の海～」広島湾を中心に、新旧の海図を紹介します。

『ごんぎつね』と囲炉裏

広 島 城

秋季企画秋季企画

「広島の貨物鉄道
　　　　　セノハチをゆく」
「広島の貨物鉄道
　　　　　セノハチをゆく」

提供：JR貨物
●会　　期／～１２月４日（日） ●場　　所／２階特別展示室ほか
●開館時間／9：00～17：00（入場は16：30まで） ●休 館 日／毎週月曜日、１１/４（金）、２４（木）

【展示予定】
　・ＥＦ６７（今年引退した機関車）に関連した資料
　・後押機関車全盛期のセノハチの写真や映像
　・部品や模型など、貨物鉄道にまつわる様々な資料

【展示予定】
　・ＥＦ６７（今年引退した機関車）に関連した資料
　・後押機関車全盛期のセノハチの写真や映像
　・部品や模型など、貨物鉄道にまつわる様々な資料

　セノハチとは、山陽本線の瀬野－八本松間のことで、全国屈指の
急勾配地点として知られています。そのため、後押機関車が使用さ
れ、とりわけ貨物鉄道にとっては難所でした。今回の展示では、貨
物鉄道を中心にセノハチを紹介するとともに、近年環境に優しい輸
送方法として再評価されている貨物鉄道の現在を紹介する、鉄道
１５０周年に合わせた企画です。
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●内　　容／
　５カ月にわたる新藤兼人特集も、今月で終幕を迎えます。新藤兼人監督の少年時代をモデルにし
た『落葉樹』、老いをテーマにして大きな反響を呼んだ『午後の遺言状』、名脇役・殿山泰司の役者人
生を描く『三文役者』、新藤監督の恩師の思い出をつづる『石内尋常高等小学校　花は散れども』、
そして、『一枚のハガキ』。「生きているかぎり、生きぬきたい」という自身の言葉どおり、生涯、現役で
映画を作り続けた新藤監督の軌跡をたどります。
●期　　間／１１月２日（水）～１１月３０日（水）

●住　　所／広島市中区基町３－１　●電　　話／０８２－２２３－３５２５　詳しくはホームページをご覧下さい。　http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/

広島市映像文化ライブラリー

開館４０周年記念　生誕１１0年　新藤兼人特集

●内　　容／
　昨年、全国を巡回し好評を博したピーター・バカランさんが監修する音楽映画祭の第２弾。
　広島市映像文化ライブラリーでは、アメリカ音楽のルーツを巡る全４部作の大作ドキュメンタリー
『アメリカン・エピック』、結成前のローリング・ストーンズが集まっていた伝説のクラブを振り返る『ブ
リティッシュ・ロック誕生の地下室』、ロンドンのレゲェ・シーンを描いた『バビロン』を上映します。
●期　　間／１１月９日（水）～１１月１３日（日）

ピーター・バラカンが選んだ音楽映画フェスティヴァル

『石内尋常高等小学校 花は散れども』
©2008 「石内尋常高等小学校 花は散れども」製作委員会

『ブリティッシュ・ロック誕生の地下室』
©SIXTY TWO Films Ltd.

☆利用方法／「広島市映像文化ライブラリー・広島市こども文化科学館プラネタリウム無料鑑賞券」を窓口でお渡しください。
　　　　　　無料でご利用いただけます。（一人１回につき１枚限り有効です。）
☆対　　象／会員と同居家族　　　☆注意事項／必ず事業所番号・会員番号・会員氏名をご記入の上、ご利用ください。
♥上記同様に、「広島市江波山気象館」も「広島市文化施設無料観覧券」で無料観覧いただけます。

●所 在 地
●開場時間
●実施期間
●対　　象

広島市東区牛田新町一丁目8－3　☎（082）222-1860
9：00～21：00
～令和5年4月17日（月）予定
会員と同居家族

●利用方法 ドゥプレで「回数券」（バラ売り）を購入し（電話可）、利用施設の窓口に提出してください。
（枚数に限りがあります。）
※注文枚数は、販売期間中（３／３１まで）会員１人につき大人1０枚、小人1０枚まで。
　貸靴券は制限無し。
※注文後のキャンセルはできません。
※（注）ドゥプレカ－ドでの入場はできません。

ひろしんビッグウェ－ブ・スケ－トリンク案内

●割　　引 区　分

スケ－ト

貸　靴

大 人
小 人
共 通

ドゥプレ料金 一般料金
1,580円
940円
300円

1,200円
700円
200円

・小人とは、高校生以下、幼児は無料
 （幼児の場合は1人につき保護者1人の同伴が必要）
・休館日は、火曜日と12/30～1/1
 （ただし12/27、1/3は開館）
・必ず手袋を着用してください。
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（公財）広島市文化財団

2022

令和4年11月1日発行　No.339
令和4年10月1日現在 事業所839所 会員数3,820人

11

ドゥプレに関するお問い合わせはお気軽にお電話ください。☎（082）278-8001

開 催 日 時 １２月24日（土） １８：００～
※１７：４５より会場入口にて受付開始

場　　　　 所 ホテル広島サンプラザ　レストランクレセント
（西区商工センター３－１－１　☎２７８－５０００）

対　　　　 象 会員と同居家族
募 集 人 員 ※申込み多数の場合は抽選。当選者のみに通知します。申込締切後、

　１週間以内に通知が届かない時は落選ですので、ご了承ください。
３０名

申 込 締 切 １１月25日（金）必着

３４－１１１６１
イベント番号

クリスマスディナーバイキング
イベント名

申 込 方 法 「イベント参加申込書」にご記入のうえ、ドゥプレまで
ＦＡＸ（082-278-7011）または郵送してください。

参　　加　　料 会員・同居家族（大人） ４，２００円 （一般料金　６，０００円）
同居家族（高校生） ２，８００円 （一般料金　４，０００円）
同居家族（中学生） ２，１００円 （一般料金　３，０００円）
同居家族（小学生） １，４００円 （一般料金　２，０００円）
同居家族幼児（未就学児） 無料
※参加料には、料理、飲物（食べ・飲み放題のバイキング形式）、税、サービス料を含んでいます。

～ 3年ぶりのクリスマスディナーバイキング！
レストランクレセントの特製スペシャルバイキングと大抽選会でお楽しみください！ ～
～ 3年ぶりのクリスマスディナーバイキング！
レストランクレセントの特製スペシャルバイキングと大抽選会でお楽しみください！ ～

クリスマスディナーバイキング
in レストランクレセント

クリスマスディナーバイキング
in レストランクレセント

クリスマスディナーバイキング
in レストランクレセント

クリスマスディナーバイキング
in レストランクレセント

　今月号に掲載しているイベント・施設等は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止・延期・休館など利用が制限される
場合がありますので、予めご了承ください。
　広島ドラゴンフライズの試合観戦、クリスマスディナーバイキングにおいては、必ずマスクの着用や、こまめな手指消毒、周りの
方との間隔を保つなど、新型コロナ感染予防対策に万全を期してください。

〈申 込 方 法〉①同封の「家庭常備薬等の斡旋申込書」に個数・金額・必要事項をご記入ください。（集計表への記入
もお願いします）

　　　　　　　②「家庭常備薬等の斡旋申込書」と「集計表」をドゥプレまで郵送または持参してください。ファックス
では受付できません。

〈申 込 締 切〉11月18日（金）必着　※締め切り後の変更、キャンセルはできませんのでご了承ください。
〈取扱い業者〉（株）諒和 ☎06-6952-7015
〈納 品 方 法〉商品は（株）諒和より直接発送されます。申込者ごとに袋詰めのうえ、

締切後約4週間以内に事業所等に送付予定です。
〈代金支払方法〉商品到着後、同封の振込用紙にて事業所等ごとにお取りまとめのうえ、

最寄りのコンビニエンスストア（郵便局も可）よりお振込みください。
（振込手数料はかかりません）

※商品についてのご相談、商品の破損、過不足などがありましたら、（株）諒和までご連絡ください

①「家庭常備薬等の斡旋申込
書」と「集計表」を送付

②「家庭常備薬等の斡旋申込書」
をとりまとめて「集計表」を添
付のうえ郵送または持参。

④代金の支払い

③商品を納品

家庭常備薬等の斡旋について
ドゥプレでは、健康管理事業の一環として家庭常備薬等を斡旋します。

手続きは下記のとおりです。

新規会員募集中新規会員募集中新規に加入される方を
ご紹介ください!!!

ドゥプレが行っている共済事業は、
会員が増えることによりスケールメリットが働き、
より充実したイベント・コンサートチケット等を
皆さまにお届けすることができます。
ぜひたくさんの方々をご紹介ください。

※詳細につきましては、ドゥプレ事務局スタッフが
ご説明に伺います。

会員様にお知り合いやお取引先で、まだドゥプレに入会されていない方をご紹介ください。
入会成立時には、紹介者及び入会者に粗品を贈呈いたします。

★事業主が負担した入会金、会費は、税法上、損金または必要経費として処理できる場合があります。

【お問い合わせ先】　〒733－0833 広島市西区商工センター3丁目1－1
　　　　　　　　　（公財）広島市文化財団（ドゥプレ）
　　　　　　　　　☎（082）278－8001 FAX（082）278－7011

ドゥプレの５大メリット
❶いろいろな割引補助券があります。
（映画館、プレイガイド、美術館、広島市文化施設など）

❷割安でイベントに参加できます。
（カープ・サンフレッチェ・ドラゴンフライズ観戦、パーティーなど）

❸利用助成があります。（年１回）
（宿泊助成、健康診断助成）

❹慶弔金の給付があります。
（入学・還暦祝金、傷病見舞金など）

❺特約店・施設の利用割引があります。
（スポーツ施設、旅行会社など）

ドゥプレ （株）諒和事業所等
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