
CITY INFORMATION しほう 
Iwakuni City Hall at 1-14-51 Imazu-machi, Iwakuni City, Yamaguchi-ken 

やまぐちけん いわくにし いまづまち 1-14-51 

740-8585 TEL 0827-29-5016(Public Relations Strategy Section)  

740-8585 ＴＥＬ 0827-29-5016（こうほうせんりゃくか） 

September  15,  2020 

2020ねん 9がつ 15にち 

2019ねん 9がつ 15にち 637ごう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

■Installation of Indoor Receiver of Disaster 

Prevention Administration Radio 

ぼうさい ぎょうせい むせん の おくない じゅしんき を せっち します 

An indoor receiver of DPAR (w/7 reception channels) utilizing a TV cable of 

Iwakuni Cable Network Corp. (ICAN) will be installed inside the house of those 

interested.  Update on Disaster Prevention Information including, but not limited 

to an evacuation order, etc. can be heard in the event of natural disasters.   

さいがいじ に ひなん しじ などの ぼうさい じょうほう を きくことが できる （かぶ）アイ・キャンの 

ケーブルテレビ もう を りようした ぼうさい ぎょうせい むせん こべつ じゅしんき（ラジオ ７きょく 

ちょうしゅ かのう）を きぼうする ひと の いえに せっち します。 

※ In principle, no cost for installation of the receiver. 

ケーブルラジオ の せっちひ は げんそく むりょう 

Number of receivers to be supplied: 300 うけつけ だいすう：３００だい 

※ To be installed while supplies last. 

じょうげん に たっし しだい しゅうりょう 

※ Installation may not be possible at a housing complex like an apartment building 

or in the areas where cables have not been installed yet. 

マンション などの しゅうごう じゅうたく や ケーブルが ひかれていない ちいき には せっち  

できない ばあい が あります 

Application period: Oct. 1 (Thu) – 30 (Fri)  

ぼしゅう きかん：１０がつ １にち（もく）～３０にち（きん） 

※ Personal han stamp is needed for application. しんせい には いんかん が ひつよう 

Application/POC: もうしこみ・といあわせ 

ICAN Corp.  Tel: 22-5678,  （かぶ）アイ・キャン でんわ：２２－５６７８、 

Crisis Management Section  Tel: 29-5119, General Branch 

Office, Branch Office, Sub Office. 

きき かんりか でんわ：２９－５１１９、そうごう ししょ、ししょ、しゅっちょうしょ 

Announcement 

おしらせ 



■Kick-off of Fall National Traffic Safety Campaign  

あき の ぜんこく こうつう あんぜん うんどう が おこなわれます 

Campaign period: Sep. 21 (NH) – 30 (Wed) 

じっし きかん：９がつ ２１にち（しゅく）～３０にち（すい） 

Objectives: じゅうてん もくひょう 

 

○  To ensure the safety of pedestrians including children and the safe use of 

bicycles. 

こども を はじめとする ほこうしゃ の あんぜん と じてんしゃ の あんぜん りよう の かくほ 

○ To enforce the safe driving by aged drivers 

こうれい うんてんしゃ とう の あんぜん うんてん の れいこう 

○ To prevent the traffic accidents at dust and night and reckless driving including 

DUI. 

ゆうぐれじ と やかん の こうつうじこ ぼうし と いんしゅ うんてん とう の きけん うんてん の 

ぼうし 

○ To strictly enforce the yielding to pedestrians in crosswalk. 

おうだん ほどう における ほこうしゃ ゆうせん の てってい 

POC: といあわせ  

Livelihood Security & Safety Section  Tel: 29-5018,  General Branch Office, Branch 

Office 

くらし あんしん あんぜん か  でんわ：２９－５０１８、そうごうししょ、ししょ 

 

 

 

○Japan-US Goodwill Host Town Festival 2020 

にちべい しんぜん ホストタウン フェスティバル ２０２０ 

The festival features movies inside the Kizuna Stadium, Atogo Sports Complex and 

lighting-up of the Stadium.あたご スポーツ コンプレックス きずな スタジアム で えいが  

じょうえい や スタジアム の ライトアップ を おこないます。 

Place: Kizuna Stadium, Atago Sports Complex 

ばしょ：あたご スポーツ コンプレックス きずな スタジアム 

●Showing of movies: えいが じょうえい 

Date/Time: Oct. 3 (Sat)  ① 15:30 -    ② 18:00 –  

  (Doors open at 13:00) にちじ：１０がつ ３か（ど） ごご ３じ はん

～ ごご ６じ～（ごご１じ かいじょう） 

※  Postponed to the following day in case of adverse 

weather. あくてんこう の ばあい は よくじつ に じゅんえん 

Capacity: 1,000 people (FCFS) ていいん：１，０００にん 

（せんちゃく じゅん） 

Content: ないよう  

Event 

イベント 



①  MINIONS (dubbed in Japanese)  ② FIELD OF DREAMS (w/Japanese subtitles) 

ミニオンズ（にほんご ふきかえ）   フィールド・オブ・ドリームズ（にほんご じまく） 

Application period: Through Sep.30 (Wed) 

ぼしゅう きかん：９がつ ３０にち（すい）まで 

Application: On-line from QR code     

もうしこみ：キューアール コード から  

● Lighting-up of Kizuna Stadium 

きずな スタジアム ライトアップ 

Date/Time: Oct. 3 (Sat) – 11 (Sun)   18:30 – 22:00 

にちじ：１０がつ ３か（ど）～１１にち（にち）ごご６じ はん～ごご １０じ 

Content: ないよう 

Lighting-up of Stadium’s front with three colors: Olympic color, Blue color 

(expression of thankfulness to medical professionals,) and national flags of Japan 

and USA. 

オリンピックカラー、ブルーカラー（いりょうじゅうじしゃ への しゃい）、にちべい こっき ３しょく で  

きずな スタジアム しょうめん を ライトアップ。 

POC: といあわせ  

Sports Promotion Section  Tel: 29-5103, International Relations Office  Tel:29-

5211 スポーツ すいしん か でんわ：２９－５１０３  とし こうりゅう しつ でんわ：２９－５２１１ 

 

October Run & Walk 2020 

オクトーバー・ラン＆ウォーク ２０２０ 

As a new sport event, the city of Iwakuni will participate in “October Run&Walk 

2020,”where friends, co-workers and community members compete against each 

other for the running and walking distance to get healthy.  Let’s give it a try. 

いわくにし は あらたな スポーツ イベント きかく として「オクトーバー・ラン＆ウォーク ２０２０」に  

さんか します。ゆうじん や しょくば の なかま、ちいき の ひとたち と そうこう きょり や ほこう  

きょり を きそい ながら、けんこう づくり を してみませんか。 

Event period: Oct.1 (Thu) – 31 (Sat) 

かいさい きかん：１０がつ １にち（もく）～３１にち（ど） 

Content: Individual rankings and inter-municipal rankings across Japan 

ないよう：こじん ランキング、ぜんこく しちょうそん たいこう ランキング 

Program: Running division and Walking division 

しゅもく：ランニング の ぶ、ウォーキング の ぶ 

Registration: On-line from QR code on official HP 

もうしこみ：こうしき ホームページ QR コード から 

POC: Sports Promotion Section   Tel: 29-5103 

といあわせ：スポーツ すいしん か   でんわ：２９－５１０３ 

 

 

Tel:29-5211
Tel:29-5211


Medical Institutions open on Sundays/holidays and service hours 
09:00-16:30 (Medical practice is until 17:00) ※Dental clinic closes at 16:00 

しないきゅうじつ ざいたくい・しんりょううけつけ じかん  

ごぜん ９じ～ごご ４じ はん（しんりょう は ごご ５じ まで） ※しか は しょうご まで 

※ The above is subject to change. Please check with newspaper or city homepage for details. 
じょうきは へんこうに なる ばあいが あります。とうじつ の しんぶん や し ホームページ などで ごかくにん  
ください ※ Medical service is for emergencies only. きゅうきゅう いがいの ばあいは、ごえんりょ ください 
Inquiries: Community Healthcare Section     Tel:29-5011 
といあわせ：ちいき いりょうか        でんわ：２９－５０１１ 

Date にちじ Clinic びょういん Address じゅうしょ Phoneでんわ 

October 4 (Sun) 

10がつ 4か（にち） 

 

Mizushima Eye Clinic 

みずしま がんか  

1-chome, Marifu-machi 

まりふ まち １ちょうめ 
21-3401 

Iwamoto Clinic 

いわもと いいん 

Shimokubara, Shuto-machi 

しゅうとう まち しもくばら 
84-0011 

Mikawa Dental Dispensary 

みかわ しか しんりょうしょ 

Shimegami, Mikawa-machi 

みかわ まち しめがみ 
76-0666 

October 11 (Sun) 

１０がつ １１にち（にち） 

Obata Eye Clinic 

おばた がんか いいん 

1-chome, Iwakuni 

いわくに １ちょうめ 
43-0245 

Nishiki Chuo Hospital 

にしき ちゅうおう びょういん 

Hirose, Nishiki-machi 

にしき まち ひろせ 
72-2321 

Mikawa Dental Dispensary 

みかわ しか しんりょうしょ 

Shimegami, Mikawa-machi 

みかわ まち しめがみ 
76-0666 

October 18 (Sun) 

１０がつ １８にち（にち） 

Yamamoto ENT Clinic 

やまもと じびいんこうか クリニック 

6-chome, Marifu-machi 

まりふ まち ６ちょうめ 
35-4587 

Kuga Clinic 

くが クリニック 

5144-2, Kuga-machi 

くが まち ５１４４－２ 
82-6611 

Mikawa Dental Dispensary 

みかわ しか しんりょうしょ 

Shimegami, Mikawa-machi 

みかわ まち しめがみ 
76-0666 

October 25 (Sun) 

１０がつ ２５にち（にち） 

Yasuoka DERM Clinic 

やすおか ひふか クリニック 

2-chome, Yamate-machi 

やまて まち ２ちょうめ 
29-1112 

Kawasato Dispensary 

かわさと しんりょうしょ 

So, Shuto-machi 

しゅうとう まち そう 
85-0010 

Mikawa Dental Dispensary 

みかわ しか しんりょうしょ 

Shimegami, Mikawa-machi 

みかわ まち しめがみ 
76-0666 


