
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
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2023

令和5年2月1日発行　No.342
令和5年1月1日現在 事業所833所 会員数3,776人
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シリン・ネシャット《Land of Dreams》2019  ©Shirin Neshat  Courtesy of the artist and Gladstone Gallery

●割引内容 引越基本料金（車両費＋人件費）より最大５０％割引
 ※割引率は日にち、曜日によって異なります。
 ※他の割引やキャンペーンとの併用不可です。
 ※お見積もり前に特典利用の旨をお伝えください。
●対　　象 会員と同居家族　　　●利用方法 予約時に会員であることを告げ、利用時に会員カードを呈示してください。

ご予約・お問い合わせ
アート引越センター　０１２０－０８－０１２３
受付時間：８：００～２０：００（１２／29～１／4を除き年中無休）

アート引越センター 2023年3月17日までに引越完了の方限定!

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2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）

天領上下ひなまつりと春を告げる花節分草と雪割一華日帰り旅行①

●旅 行 費 用
会 　 　 員
同 居 家 族
（中学生以上） 7，500円（一般料金　10，000円）
同 居 家 族
（小　学　生） 6,500円（一般料金　  9，000円）
同 居 家 族
（3歳～未就学児）
※バス席・食事なし 無料

ドゥプレ料金
●行　　　程

●出 発 日
　2月23日（祝・木）、25日（土）、28日（火）
　3月1日（水）
●最少催行人員　30名
●添　乗　員　同行いたします。

●利用バス会社　広島バス
●食　　　　事　昼1回（アヴェニールタウンのお弁当）
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）

日次

1

広島駅（8:00）==天領上下ひなまつり 翁座など上下町の
街並み散策（現地ガイド案内）==ふるさとセンター田総（昼食）===
総領町の節分草 自生地 道の駅リストアステーション===
吉舎町の雪割一華 自生地===広島駅（17:40）

行　　　　　程

しゃまなみ助成ツアー　赤川沿い河津桜と出雲神楽　島根県立美術館北斎展　鑑賞
～永田コレクションの全貌公開＜一章＞北斎－「春朗期」・「宗理期」編～

日帰り旅行②

●旅 行 費 用
会 　 　 員
同 居 家 族
（中学生以上） 8，500円（一般料金　11，000円）
同 居 家 族
（小　学　生） 7,500円（一般料金　10，000円）
同 居 家 族
（3歳～未就学児）
※バス席・食事なし 無料

ドゥプレ料金
●行　　　程

●出 発 日
　3月12日（日）、13日（月）、15日（水）、17日（金）、
　     19日（日）、21日（祝・火）
●最少催行人員　30名
●添　乗　員　同行いたします。

●利用バス会社　広島バス
●食　　　　事　昼1回（和定食）
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）

日次

1

広島駅新幹線口（7:50発）===道の駅たたらば壱番地===
赤川沿いの河津桜鑑賞（約1km）現地ガイド案内===須賀神社・・・
曽田屋（昼食）===出雲神楽鑑賞（古代鉄歌謡館または神楽の宿など 
雲南市内）===島根県立美術館===広島駅（18:50頃着）

行　　　　　程

●内　　容　特別展のチケットを差し上げます。
　　　　　　（1名1～2枚まで応募可能。合計20枚分。）
●応募対象　会員のみ
●抽選方法　用意するチケット枚数を超えた場合は、
　　　　　　応募者会員を対象に抽選
●応募方法　ドゥプレまで電話（082-278-8001）で応募してください。
●応募期間　2月13日（月）～24日（金）17：00まで＊2/18、19、23除く
　　　　　　※当選は発送をもって代えさせていただきます。
　　　　　　　チケットの発送は3月上旬の予定です。

広島市現代美術館が
3月18日にリニューアルオープンします
広島市現代美術館が

3月18日にリニューアルオープンします
2年余りの改修工事を経て、広島市現代美術館がリニューアルオープンします。
館内をバリアフリー化、来館者に心地良く過ごしていただける美術館となりました。
リニューアルオープンを記念した特別展のチケットをプレゼントします。

2年余りの改修工事を経て、広島市現代美術館がリニューアルオープンします。
館内をバリアフリー化、来館者に心地良く過ごしていただける美術館となりました。
リニューアルオープンを記念した特別展のチケットをプレゼントします。

●令和4年度（令和5年3月末まで）は、広島市現代美術館で使用可能なドゥプレ美術館入館補助券はありません。
●令和5年度（令和5年4月以降）は、ドゥプレ美術館入館補助券を準備中です。ドゥプレタイムス令和5年4月号で
配布予定のため、今しばらくお待ちください。

お 知 ら せ　ドゥプレ美術館入館補助券について

リニューアルオープン記念特別展

会　　場 広島市現代美術館（全館）
広島市南区比治山公園1番1号
☎082-264-1121
https://www.hiroshima-moca.jp/

開館時間 10:00～17:00
（入場は閉館の30分前まで）

休 館 日 月曜日

観 覧 料 一般1,600円（1,250円）、　大学生1,200円（900円）、
高校生・65歳以上800円（600円）、　中学生以下 無料
※( )内は前売り 及び 30名以上の団体料金

会　　期 3月18日(土)～6月18日(日)展覧会名 「Before/After」
ビフォー　　　　　アフター

特別展チケット
プレゼント！！！
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カープ応援グッズ　応募用紙
ドゥプレ事務局まで　FAX　082-278-7011　または郵送

会員のみ対　　象

応募締切 2月17日（金）午後５時まで必着 当選は発送をもって代えさせていただきます。

 １ ハイクオリティユニフォーム（ホーム用）新井貴浩 Ｌサイズ 3

 ２ ハイクオリティユニフォーム（ホーム用）森下暢仁 Ｌサイズ ３

 ３ ハイクオリティユニフォーム（ホーム用）栗林良吏 Ｌサイズ ３

 ４ ハイクオリティユニフォーム（ホーム用）西川龍馬 Ｌサイズ ３

 ５ ハイクオリティユニフォーム（ホーム用）坂倉将吾 Ｌサイズ ３

 ６ ハイクオリティユニフォーム（ビジター用）新井貴浩 Ｌサイズ 3

 ７ ハイクオリティユニフォーム（ビジター用）森下暢仁 Ｌサイズ ３

 ８ ハイクオリティユニフォーム（ビジター用）栗林良吏 Ｌサイズ ３

 ９ ハイクオリティユニフォーム（ビジター用）西川龍馬 Ｌサイズ ３

10 ハイクオリティユニフォーム（ビジター用）坂倉将吾 Ｌサイズ ３

11 鯉Ｔシャツ（跳鯉）（バーガンディ） Ｌサイズ ５

12 鯉Ｔシャツ（跳鯉）（ブラック） Ｌサイズ ５

13 鯉Ｔシャツ（跳鯉）（オリーブ） Ｌサイズ ５

14 鯉Ｔシャツ（野球道具）（サンドベージュ） Ｌサイズ ５

15 鯉Ｔシャツ（野球道具）（ネイビー） Ｌサイズ ５

数量品　　　　　　名希望
番号

 ハーフハンカチ
16 （西川、堂林、秋山、大瀬良、森下、栗林、新井、坂倉、菊池、小園） ５０
 ※選手は選べません。

 パイルハンカチ
17 （菊池＆秋山、森下＆栗林、BOYA&SLYLY、鯉のぼり、ロゴ、ブロック） ３２
 ※種類は選べません。

 スリムタオルマフラー
18 （ハイタッチ、鯉のぼり、気合十分、坊や＆スラィリー、ブランコ、ひょっこり） ３０
 ※種類は選べません。

19 チケットホルダー付ユニフォーム型サコッシュ（ホーム） ３

20 チケットホルダー付ユニフォーム型サコッシュ（ビジター） ３

21 カープ手拭い（新井監督） ５

22 カープ手拭い（選手坊や鯉のぼり） ５

23 マスキングテープ３種セット（選手坊や・ＩＮＤＥＸ・新井監督） １０

24 ひょっこりのれん（スラィリー＆坊や） ２

25 坊や巾着 ５

数量品　　　　　　名希望
番号

カープ応援グッズプレゼントのご案内カープ応援グッズプレゼントのご案内
～抽選で200名様～～抽選で200名様～

２０２３年、新井新監督となり、ワクワク、ドキドキの予感！！！
しっかり！タップリ！がむしゃらに！応援するために、

新ユニフォームなどカープグッズを抽選で200名様にプレゼントします！！！

応募方法 下記の応募用紙に、事業所番号、会員番号、会員氏名と
希望するグッズの番号を1つだけ記入し、
ドゥプレ事務局までFAX（082-278-7011）または郵送してください。

事業所番号　　　　　　　　　　　　　　会員番号

事 業 所 名　　　　　　　　　　　　　　会員氏名

※商品の詳細は右記を御覧下さい。　https://www.shop.carp.co.jp/

希望グッズ番号

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！！

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 2月17日（金）必着

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。

会　　場 広島サンプラザホール 2階指定席B席　　種

イベント番号

イベント名

35－11101

広島ドラゴンフライズ①

35－11102

広島ドラゴンフライズ②

35－11103

広島ドラゴンフライズ③

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開催日時

4月2日（日）　14:00試合開始
①京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ

4月9日（日）　14:00試合開始
②島根スサノオマジック島根スサノオマジック島根スサノオマジック島根スサノオマジック

4月23日（日）　試合開始時間未定
③信州ブレイブウォリアーズ信州ブレイブウォリアーズ信州ブレイブウォリアーズ信州ブレイブウォリアーズ

ＶＳ

※当落の確認をされたい方は、お電話(082-278-8001)でお問合せ下さい。
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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！！

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 2月17日（金）必着

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。

会　　場 広島サンプラザホール 2階指定席B席　　種

イベント番号

イベント名

35－11101

広島ドラゴンフライズ①

35－11102

広島ドラゴンフライズ②

35－11103

広島ドラゴンフライズ③

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開催日時

4月2日（日）　14:00試合開始
①京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ京都ハンナリーズ

4月9日（日）　14:00試合開始
②島根スサノオマジック島根スサノオマジック島根スサノオマジック島根スサノオマジック

4月23日（日）　試合開始時間未定
③信州ブレイブウォリアーズ信州ブレイブウォリアーズ信州ブレイブウォリアーズ信州ブレイブウォリアーズ

ＶＳ

※当落の確認をされたい方は、お電話(082-278-8001)でお問合せ下さい。
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❶ ❷

★4月23日(日)16:00開演
★福岡PayPayドーム　★30枚
※3歳以上有料

2月 7 日（火）午前9：00から
2月13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。

back number
in your humor tour 2023

ドゥプレ料金
指定席／8,200円（一般料金9,500円）

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。）

※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。

●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/

●内　　容／
　「銀幕の事件簿」と題して、アクション映画、ミステリー映画を特集します。上映作品は、石原裕次郎や小林旭の人気に火をつ
けた日活アクションの代表作『俺は待ってるぜ』と『南國土佐を後にして』、井上靖の原作を山本富士子の主演で映画化した『氷
壁』です。アクション映画、ミステリー映画の醍醐味をお楽しみください。（令和4年3月に上映中止となった作品の特集です。）
●期　　間／2月10日（金）～2月12日（日）

銀幕の事件簿　アクション、ミステリー映画の特集

●内　　容／
　伊藤大輔監督の無声映画を、デビュー50周年を迎えた活動弁士の第一人者・澤登翠の語りと楽団カラード・
モノトーン・デュオ（湯浅ジョウイチ：ギター・三味線、鈴木真紀子：フルート）の演奏で上映します。豪華舞台にご
期待ください！（事前に申込みが必要です。先着順）
●期　　間／2月19日（日）①10:30～②14:00～

活弁シアター 「忠次旅日記」

●内　　容／
　生誕120年にちなんだ田坂具隆監督の特集は、今月で終幕を迎えます。田坂具隆監督と主演の佐久間良
子、それぞれの代表作といえる『五番町夕霧楼』と『湖の琴』、中村錦之助が三役を演じ分けるオムニバス映画
『冷飯とおさんとちゃん』など、円熟味を増す田坂具隆監督の作品をご鑑賞ください。
●期　　間／2月15日（水）～2月25日（土）

生誕120年　田坂具隆特集

『湖の琴』©東映

『忠次旅日記』©日活

『氷壁』©KADOKAWA 1958

広島市映像文化ライブラリー

☆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。

❸

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）
★～2月28日(火)
★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。

2/1（水）～
受付開始VS

今が旬の絶品お魚
皆んな大好きお肉

2/1（水）～
受付開始広島四川飯店  8周年記念 王道中華 食べきん祭2023

30品の中から選べる各種プランのお得な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。

ドゥプレ料金
★料金／3,200円（一般料金4,500円）

①7品選べる「中華堪能プラン」
〔飲み放題付き120分（ラストオーダー100分）〕

ドゥプレ料金
★料金／4,000円（一般料金5,300円）

②10品選べる「中華満腹プラン」
〔飲み放題付き120分（ラストオーダー100分）〕

★対象　会員と同居家族　★利用期間　2月1日（水）～3月19日（日）
★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
※会員一人につき各種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。）
ご予約前日までに、お選びの料理7品または10品をお伝え願います。
料理内容はHPでご確認ください。http://h-shisen.com

【ご予約・お問い合わせ】
　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）
　定 休 日 : 毎週火曜
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【開館時間】９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）
広島市中区基町21番1号　TEL082(221)7512　FAX082(221)7519　https://www.rijo-castle.jp/

☆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「実は広島～こんなご縁がありました（食べもの編）」企画展「実は広島～こんなご縁がありました（食べもの編）」
●内　　容／全国的に広く知られているものながら、広島発祥であったり、広

島が大きなシェアをもっていたりすることが案外知られていな
いものがよくあります。今回は、このうち食べものの事例を紹介
します。
※展示期間中の日曜日14時から展示ガイドを行います。

●会　　期／開催中～2月26日（日）
●展示場所／２階企画展示室
●開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
●休 館 日／2月中 毎週月曜日、14日（火）、24日（金）

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/

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/

広 島 城

植物の「桜」と特急「さくら」

郷土資料館を南から（1985年）。この写真にある「実は」とは

●会　　期／～２月12日（日）　　　　●場　　所／２階特別展示室ほか
●開館時間／9：00～17：00（展示室（2～4階）への入場は16：30まで）　　●休 館 日／毎週月曜日

【展示予定】
　①植物の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特急「さくら」、駆逐艦「桜」、明延鉱山明神電車線「あおば号」
　②山岳の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特急「富士」、南極観測船「ふじ」、巡洋艦「浅間」
　③自然現象の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・フォルクスワーゲン ヴェント、スズキ イナズマ、レインボー
　④天体の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フォード  ギャラクシー、寝台特急「彗星」、宇宙船「オリオン」
　⑤鳥の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・V-22オスプレイ、特急「かもめ」、特急「つばめ」、月着陸船「イーグル」
　⑥その他の生き物の名前を持つもの・・・・AH-1S コブラ、シトロエン メアリ　　など

【展示予定】
　①植物の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特急「さくら」、駆逐艦「桜」、明延鉱山明神電車線「あおば号」
　②山岳の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特急「富士」、南極観測船「ふじ」、巡洋艦「浅間」
　③自然現象の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・フォルクスワーゲン ヴェント、スズキ イナズマ、レインボー
　④天体の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フォード  ギャラクシー、寝台特急「彗星」、宇宙船「オリオン」
　⑤鳥の名前を持つもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・V-22オスプレイ、特急「かもめ」、特急「つばめ」、月着陸船「イーグル」
　⑥その他の生き物の名前を持つもの・・・・AH-1S コブラ、シトロエン メアリ　　など

乗り物の名前や愛称には自然や生物の名前に由来
するものが多くあります。桜、カモメ、富士山などど
のような名前があるでしょうか？同じ名前を持つ航
空機、船舶、鉄道、自動車などの乗り物を集めその
名前の元となる自然や生き物の写真とともに写真
パネルや模型で紹介します。

●内　容／頼聿庵は著名な儒学者頼山陽の長男で、広島藩儒として活躍した人物です。また、
個性あふれる「書」の作品を多く残しています。

　　　　　書くことを得意とした彼の「書」の世界をたっぷりとご紹介します。
●期　間／開催中～4月16日（日）　●場　所／広島城天守閣第二・第四層展示室

企画展「頼聿庵－躍動する運筆」
らい　いつ　あん

令和4年度　ビークルギャラリー令和4年度　ビークルギャラリー

「ようこそ！乗り物
　　　　  　お名前博物館」
「ようこそ！乗り物
　　　　  　お名前博物館」

❶ ❷

★4月23日(日)16:00開演
★福岡PayPayドーム　★30枚
※3歳以上有料

2月 7 日（火）午前9：00から
2月13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。

back number
in your humor tour 2023

ドゥプレ料金
指定席／8,200円（一般料金9,500円）

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。）

※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。

●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/

●内　　容／
　「銀幕の事件簿」と題して、アクション映画、ミステリー映画を特集します。上映作品は、石原裕次郎や小林旭の人気に火をつ
けた日活アクションの代表作『俺は待ってるぜ』と『南國土佐を後にして』、井上靖の原作を山本富士子の主演で映画化した『氷
壁』です。アクション映画、ミステリー映画の醍醐味をお楽しみください。（令和4年3月に上映中止となった作品の特集です。）
●期　　間／2月10日（金）～2月12日（日）

銀幕の事件簿　アクション、ミステリー映画の特集

●内　　容／
　伊藤大輔監督の無声映画を、デビュー50周年を迎えた活動弁士の第一人者・澤登翠の語りと楽団カラード・
モノトーン・デュオ（湯浅ジョウイチ：ギター・三味線、鈴木真紀子：フルート）の演奏で上映します。豪華舞台にご
期待ください！（事前に申込みが必要です。先着順）
●期　　間／2月19日（日）①10:30～②14:00～

活弁シアター 「忠次旅日記」

●内　　容／
　生誕120年にちなんだ田坂具隆監督の特集は、今月で終幕を迎えます。田坂具隆監督と主演の佐久間良
子、それぞれの代表作といえる『五番町夕霧楼』と『湖の琴』、中村錦之助が三役を演じ分けるオムニバス映画
『冷飯とおさんとちゃん』など、円熟味を増す田坂具隆監督の作品をご鑑賞ください。
●期　　間／2月15日（水）～2月25日（土）

生誕120年　田坂具隆特集

『湖の琴』©東映

『忠次旅日記』©日活

『氷壁』©KADOKAWA 1958

広島市映像文化ライブラリー

☆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。

❸

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）
★～2月28日(火)
★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。

2/1（水）～
受付開始VS

今が旬の絶品お魚
皆んな大好きお肉

2/1（水）～
受付開始広島四川飯店  8周年記念 王道中華 食べきん祭2023

30品の中から選べる各種プランのお得な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。

ドゥプレ料金
★料金／3,200円（一般料金4,500円）

①7品選べる「中華堪能プラン」
〔飲み放題付き120分（ラストオーダー100分）〕

ドゥプレ料金
★料金／4,000円（一般料金5,300円）

②10品選べる「中華満腹プラン」
〔飲み放題付き120分（ラストオーダー100分）〕

★対象　会員と同居家族　★利用期間　2月1日（水）～3月19日（日）
★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
※会員一人につき各種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。）
ご予約前日までに、お選びの料理7品または10品をお伝え願います。
料理内容はHPでご確認ください。http://h-shisen.com

【ご予約・お問い合わせ】
　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）
　定 休 日 : 毎週火曜
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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

（公財）広島市文化財団

2023

令和5年2月1日発行　No.342
令和5年1月1日現在 事業所833所 会員数3,776人

2

シリン・ネシャット《Land of Dreams》2019  ©Shirin Neshat  Courtesy of the artist and Gladstone Gallery

●割引内容 引越基本料金（車両費＋人件費）より最大５０％割引
 ※割引率は日にち、曜日によって異なります。
 ※他の割引やキャンペーンとの併用不可です。
 ※お見積もり前に特典利用の旨をお伝えください。
●対　　象 会員と同居家族　　　●利用方法 予約時に会員であることを告げ、利用時に会員カードを呈示してください。

ご予約・お問い合わせ
アート引越センター　０１２０－０８－０１２３
受付時間：８：００～２０：００（１２／29～１／4を除き年中無休）

アート引越センター 2023年3月17日までに引越完了の方限定!

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2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）

天領上下ひなまつりと春を告げる花節分草と雪割一華日帰り旅行①

●旅 行 費 用
会 　 　 員
同 居 家 族
（中学生以上） 7，500円（一般料金　10，000円）
同 居 家 族
（小　学　生） 6,500円（一般料金　  9，000円）
同 居 家 族
（3歳～未就学児）
※バス席・食事なし 無料

ドゥプレ料金
●行　　　程

●出 発 日
　2月23日（祝・木）、25日（土）、28日（火）
　3月1日（水）
●最少催行人員　30名
●添　乗　員　同行いたします。

●利用バス会社　広島バス
●食　　　　事　昼1回（アヴェニールタウンのお弁当）
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）

日次

1

広島駅（8:00）==天領上下ひなまつり 翁座など上下町の
街並み散策（現地ガイド案内）==ふるさとセンター田総（昼食）===
総領町の節分草 自生地 道の駅リストアステーション===
吉舎町の雪割一華 自生地===広島駅（17:40）

行　　　　　程

しゃまなみ助成ツアー　赤川沿い河津桜と出雲神楽　島根県立美術館北斎展　鑑賞
～永田コレクションの全貌公開＜一章＞北斎－「春朗期」・「宗理期」編～

日帰り旅行②

●旅 行 費 用
会 　 　 員
同 居 家 族
（中学生以上） 8，500円（一般料金　11，000円）
同 居 家 族
（小　学　生） 7,500円（一般料金　10，000円）
同 居 家 族
（3歳～未就学児）
※バス席・食事なし 無料

ドゥプレ料金
●行　　　程

●出 発 日
　3月12日（日）、13日（月）、15日（水）、17日（金）、
　     19日（日）、21日（祝・火）
●最少催行人員　30名
●添　乗　員　同行いたします。

●利用バス会社　広島バス
●食　　　　事　昼1回（和定食）
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）

日次

1

広島駅新幹線口（7:50発）===道の駅たたらば壱番地===
赤川沿いの河津桜鑑賞（約1km）現地ガイド案内===須賀神社・・・
曽田屋（昼食）===出雲神楽鑑賞（古代鉄歌謡館または神楽の宿など 
雲南市内）===島根県立美術館===広島駅（18:50頃着）

行　　　　　程

●内　　容　特別展のチケットを差し上げます。
　　　　　　（1名1～2枚まで応募可能。合計20枚分。）
●応募対象　会員のみ
●抽選方法　用意するチケット枚数を超えた場合は、
　　　　　　応募者会員を対象に抽選
●応募方法　ドゥプレまで電話（082-278-8001）で応募してください。
●応募期間　2月13日（月）～24日（金）17：00まで＊2/18、19、23除く
　　　　　　※当選は発送をもって代えさせていただきます。
　　　　　　　チケットの発送は3月上旬の予定です。

広島市現代美術館が
3月18日にリニューアルオープンします
広島市現代美術館が

3月18日にリニューアルオープンします
2年余りの改修工事を経て、広島市現代美術館がリニューアルオープンします。
館内をバリアフリー化、来館者に心地良く過ごしていただける美術館となりました。
リニューアルオープンを記念した特別展のチケットをプレゼントします。

2年余りの改修工事を経て、広島市現代美術館がリニューアルオープンします。
館内をバリアフリー化、来館者に心地良く過ごしていただける美術館となりました。
リニューアルオープンを記念した特別展のチケットをプレゼントします。

●令和4年度（令和5年3月末まで）は、広島市現代美術館で使用可能なドゥプレ美術館入館補助券はありません。
●令和5年度（令和5年4月以降）は、ドゥプレ美術館入館補助券を準備中です。ドゥプレタイムス令和5年4月号で
配布予定のため、今しばらくお待ちください。

お 知 ら せ　ドゥプレ美術館入館補助券について

リニューアルオープン記念特別展

会　　場 広島市現代美術館（全館）
広島市南区比治山公園1番1号
☎082-264-1121
https://www.hiroshima-moca.jp/

開館時間 10:00～17:00
（入場は閉館の30分前まで）

休 館 日 月曜日

観 覧 料 一般1,600円（1,250円）、　大学生1,200円（900円）、
高校生・65歳以上800円（600円）、　中学生以下 無料
※( )内は前売り 及び 30名以上の団体料金

会　　期 3月18日(土)～6月18日(日)展覧会名 「Before/After」
ビフォー　　　　　アフター

特別展チケット
プレゼント！！！
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