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Japan-US Exchange at a place famous 

for production of “Gan-neguri” 
にちべい 「がんねぐり」 さんち こうりゅうかい 

Date and time: Oct.18 (Fri), 10:00-14:00 (Check-in starts=09:45)  

にちじ：１０がつ １８にち（きん）、ごぜん １０じ～ごご２じ（うけつけかいし＝ごぜん ９じ ４５ふん） 

※ Rain or shine event: うてん けっこう 

Meeting place: Parking lot at Gan-ne Shirataki Park (Gan-ne, Miwa-machi) 

しゅうごう ばしょ：がんね しらたき こうえん ちゅうしゃじょう （みわまち がんね） 

Capacity: 20 people   ていいん：２０にん 

※ Drawing in case of too many applicants   おうぼ たすう の ばあいは ちゅうせん 

Content: ないよう 

Get together with SOFA personnel from MCAS Iwakuni at the meeting place and get to 

experience Chestnut picking, Chestnut dishes/lunch and the tour of sorting facility. 

げんちで ざいにち べいぐん いわくにきち ざいじゅうの ひとと ごうりゅうし、クリひろい たいけん、クリりょうり

の ししょく・ちゅうしょく、クリせんかじょう しさつ などを おこなう 

Fee: ¥1,500 (lunch included)  ※ Free for under 5 

りょうきん：１，５００えん(ちゅうしょくだい を ふくむ)  ※５さい みまん は むりょう 

What to bring: じさんひん 

Gloves, boots (with thick sole) and rain gear in case of rain. 

ぐんて、ながぐつ（くつぞこ が あつい もの）、うてんの ばあいは あまぐ（かっぱ） 

Registration period: Through Oct. 10 (Thu) 

ぼしゅう きかん：１０がつ １０か（もく） まで   

How to register: もうしこみ 

Mail a post card to Management of Local Wholesale Marketing Section providing your address, 

name, age and telephone number no later than the above due date. 

はがきに じゅうしょ、しめい、ねんれい、でんわばんごう を きにゅうし、ゆうそうで せいさん りゅうつう か  

Mailing address: あてさき 

〒740-0032     5-11-1, Ozu-machi     Management of Local Wholesale Marketing Sec. 

ゆうびんばんごう 740-0032 おづまち ５ちょうめ １１－１  せいさん りゅうつう か 

Inquiries: といあわせ 

Guidance and Sales Section, Farming/Business Dept. JA Yamaguchi   Tel: 28-6318 

ＪＡやまぐちけん えいのう けいざいぶ しどう はんばい か                  でんわ：２８－６３１８ 



Be Responsible to Your Pet 

ペットは せきにん を もって かいましょう 

In order to live a happy life with your pet, you need to pay due respect to the neighbors. 

September and October are designated as manner improvement campaign months to the pet 

owners.Please take a moment to think seriously about the life with your pet once again. 

ペットと いっしょに たのしく くらす ためには、きんじょの ひとた への はいりょ も ひつよう です。 

９・１０がつは どうぶつ の かいかた マナーアップ きょうか きかん です。 この きかいに どうぶつ との 

かかわりかた について、きちんと かんがえて みましょう。 

① Pet owner shall be readily identified    しょゆうしゃ を あきらかに する 

A pet dog needs to be registered under Rabies Prevention Act.  Have your pet dog or cat wear a 

collar or microchipped with necessary information for identification. 

いぬを かう ばあい、きょうけんびょう よぼうほう に もとづく とうろくが ひつよう です。 いぬ ねこ ともに 

くびわ や こたいしきべつ の できる マイクロチップ などを そうちゃくし、みもと ひょうじ を しましょう。 

② Have knowledge about infectious disease affecting animals 

  どうぶつの かんせんしょう への ちしき を もつ 

A dog over 91 days old is to be registered only once in his whole life and to be vaccinated against 

rabies every year by law. This applies to any dog raised indoor 24/7. It is against the law not to 

have your dog registered or vaccinated. 

せいご ９１にち いじょう の いぬ には、しょうがいに いっかいの とうろく と ねん いっかい  の きょうけん

びょう よぼうちゅうしゃ が ぎむ づけられて います。 しつないがい で そとに ださない という ばあいも 

ひつよう です。むとうろく・みちゅうしゃ は ほうりつ いはん です。 

③ Don’t allow your pet to reproduce irresponsibly   むやみに はんしょく させない 

A cat reproduces 2-4 times a year with multiple babies each time.  You’ll have more than enough 

kittens unless you have it neutered or spayed.  

ねこは ねんに 2～４かい しゅっさんし、いちどに ふくすうの こねこ を うむため、あっという まに ふえて 

しまいます。 はんしょくを のぞまない ばあいは、めすは ふにん しゅじゅつ、 おすは きょせい しゅじゅつ を 

おこない ましょう。 

④ Don’t let an animal do any harm or cause any trouble to others 

どうぶつ が たにんへ きがいや めいわくを あたえない ように する 

○ Unconfined pet is not allowed   はなしがい は きんし です 

Failure to keep dogs on leash is against the Pet Dog Control Act of Yamaguchi prefecture. When 

going out for a walk or an exercise with a dog, always keep it on leash.  

はなしがい は やまぐちけん かいいぬとう とりしまり じょうれい いはん と なります。 さんぽ や うんどうの 

さいも リードで つなぎましょう。 

○ A pet cat shall be raised indoor    ねこ を かうなら しつない で 

To avoid any troubles with neighbors or to protect your pet cats from danger of accident or 

infectious diseases, please keep and raise them indoor. 

はなしがい による きんじょ トラブルの ぼうし、じこ や かんせんしょうの きけん から ねこを まもるために、

おくない で しいく しましょう 



○ Get your pet potty-trained   ふんにょう の しつけを しましょう。 

Make sure to lead your pet not to go for a wee or a poo at someone else’s property or premises or 

in a public place.  Pick the droppings to take them back home. 

たにんの しきち や しょゆうぶつ、こうきょうの ばしょで ふんにょう を しないよう しっかり ゆうどうし、ふんは 

もちかえり ましょう。 

○ Don’t cause any troubles to neighbors by cries , etc. 

なきごえ などで きんりんに めいわく を かけない 

Animals cry for many reasons. Try to understand why and get rid of what’s causing them to cry. 

どうぶつたち は さまざまな げんいんが あって なきます。 なぜ ないている のかを りかいし、その 

げんいんを とりのぞき ましょう。 

Inquiries: Environment Protection Section       Tel: 29-5100 

といあわせ：かんきょう ほぜん か               でんわ：２９－５１００ 

■World’s No.1 Team Is With Us Again 

せかい いち の チーム ふたたび 

US Softball Women’s National Team (WNT) Trains in Iwakuni 

アメリカ だいひょう じょし ソフトボールチーム いわくに じぜん がっしゅく 

US Softball WNT held a training camp at Kizuna stadium from Aug.25 – 27. This training camp 

was for the “2019 Japan Cup International Women’s Softball Championship” held in Takasaki city, 

Gunma prefecture from Aug. 30. A large crowd of fans came to the stadium to watch the world’s 

top class athletes up close. On Aug. 25, about 70 local elementary school children and WNT 

members got together for an exchange event to play “Janken (Rock, Paper, Scissors) “ and 

“Origami (Paper Folding).WNT members struggled with the unfamiliar “Origami” but managed to 

fold a paper into a crane assisted by children. Their challenge paid off. 

８がつ ２５にち～２７にち、キズナスタジアムで アメリカ だいひょう じょし ソフトボール チームの がっしゅく

が おこなわれ ました。この がっしゅくは ８がつ ３０にち から ぐんまけん たかさきし で かいさい された 

「２０１９ ジャパンカップ こくさい じょし ソフトボール たいかい」 の じぜんれんしゅう のために おこなわれた 

もので、せかい トップクラスの せんしゅを まじかで みようと、おおくの ソフトボール ファンが かいじょうを 

おとずれ ました。 ２５にち には、しないの しょうがくせい やく ７０にん と アメリカ だいひょう せんしゅが、

じゃんけん や おりがみ などを して こうりゅうを はかりました。 せんしゅたち は はじめての おりがみに 

くせん しながらも、じどうに おそわり ながら たのしく おりづる を かんせいさせました。 

On Aug.27, a scheduled exhibition game with Toyota Motor Women’s Softball Team was rained 

out, but they played an intra-squad game for the gathered fans instead. After the game, they 

kindly took their time to sign autographs for the fans. Fans got their time’s worth in this exchange 

event. 

２７にち に よてい されていた トヨタ じどうしゃ じょし ソフトボールチーム との れんしゅう じあい は 

うてんの ため ちゅうし と なりましたが、かわりに こうはくせん が おこなわれ、しあいご には サインの 

もとめにも こころよく おうじる など ファンとの こうりゅうを ふかめ ました。 

Inquiries: 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 

City Policy Pick-Up  しせい ピックアップ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Town Newsまちの わだい 

Iwakuni Folk Performing Art Festival 

いわくに みんぞく げいのう まつり 

On Sep.1 “Iwakuni Fork Performing Art Festival” was held at 

the City Culture Center. Ten local groups from Folk Performing 

Art Preservation Society participated in this event and  

performed Taiko (Japanese drum) and dance, Shishimai (Lion dance) and Kagura (Shinto dance). 

The audience of about 500 was mesmerized by the valiant Kagura dance and powerful Taiko 

performance. A variety of Folk Performing Arts have been handed down from one generation 

to another in each local district within the city of Iwakuni. 

９がつ １にち、しみん ぶんか かいかんで 「いわくに みんぞく げいのう まつり」が かいさいされました。 

しないの みんぞく げいのう ほぞんかい から １０だんたい が さんかし、たいこや おどり、ししまい、 

かぐら などの でんとう げいのうを ひろう しました。 おとずれた やく ５００にん の かんきゃくは、 

ゆうそうな かぐらの まい や はくりょく ある たいこの えんそうなどを たのしみ、しない かくちいき で 

うけつがれて きた たさいな みんぞく げいのう を たんのう しました。 

 


