
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） 

November  1,  2019 

2019ねん 11がつ 1にち 

2019ねん 9がつ 1にち 636ごう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kintaikyo Art Festival 

きんたいきょう げいじゅつさい 

A variety of cultural and artistic events will be held to protect and preserve Kintaikyo Bridge, a 

world famous timber bridge, and to further upgrade its charm.  

せかいに ほこる もくぞうきょう である きんたいきょう を まもり つづけ、ぶんか げいじゅつ により 

きんたいきょうの みりょくを さらに たかめる ために、さまざまな もようしを おこない ます。 

POC: Culture Promotion Section      Tel: 29-5211 

といあわせさき：ぶんか しんこう か     でんわ：２９－５２１１ 

 

① Kintaikyo and Kagaribi fire: きんたいきょう かがりび 

A row of Kagaribi fire set on the surface of Nishiki river alongside Kintaikkyo Bridge and at both 

sides of the river will light up the bridge with natural illumination. 

きんたいきょう に そって にしきがわの かわも と りょうがん に かがりび を せっちし、きんたいきょう を 

しぜんな あかりで てらし だします。 

Date and time: Nov.8 (Fri) – 10 (Sun)    17:00 – 19:00 

にちじ：１１がつ ８か（きん）～１０か（にち）     ごご５じ ～７じ 

Place: Kintaikyo Bridge 

 

 

 

 

② Illumination Effect by Bamboo Lanterns: たけとうろう で あかりの えんしゅつ 

Bamboo lanterns placed in and around Cormorant Fishing Square and museums in Yokoyama 

district will produce fantastic illuminations. 

うかい ひろば や よこやま の びじゅつかん・はくぶつかん しゅうへんに 

たけとうろう をせっちし、げんそうてきな あかり の えんしゅつを します。 

Date and time: Nov.8 (Fri)- 10 (Sun)     17:00-19:00 

にちじ：１１がつ ８か（きん）～１０か（にち）   ごご ５じ～７じ 

Place: Cormorant Fishing Square/ Kikko Park 

ばしょ：うかいひろば・きっこうこうえん Bamboo Lanterns 



③ Let’s sing the song of Iwakuni city on Kintaikkyo Bridge 

きんたいきょう で いわくに しか を うたおう 

Kintaikyo Bridge will become a stage for people chorusing “Song of Iwakuni city,” “Furusato,” and 

“Kojono-Tsuki.” 

きんたいきょう を ステージ に、「いわくに しか」、「ふるさと」、「こうじょうの つき」 を がっしょう します。 

Date and time: Nov.9 (Sat)     17:15 – 17:40 

にちじ：１１がつ ９か（ど）          ごご ５じ １５ふん～５じ ４０ぷん 

Place: Kintaikyo Bridge 

ばしょ：きんたいきょう 

 

 

 

 

 

 

④ Night Museum: ナイト ミュージアム 

Museums will stay open till 1900, featuring indoor live performance of Jazz and classical music 

and ethnic musical instruments.  Admission fee will be discounted or won’t be charged depending 

on the facility. 

かいかん じかん を １９じ まで えんちょう します。 かんないで  ジャズ や クラシック、みんぞく がっき を 

かなでる おんがく ライブ を おこないます。 にゅうかんりょう の わりびき や むりょう と なる しせつ も 

あります。 

※ Live performance will only take place at three facilities marked with ♪. 

ライブは ♪マークが ある ３しせつ のみ。 

Date and time: Nov.9 (Sat) and 10 (Sun)     17:00 – 19:00 

にちじ：１１がつ ９か（ど）・１０か（にち）      ごご ５じ～７じ 

Place: ばしょ 

Iwakuni Chokokan♪, Kikkawa Historical Museum♪, Gokyobunko♪, Iwakuni Art Museum, Iwakuni 

Whitesnake House 

いわくに ちょうこかん♪、きっかわ しりょうかん♪、ごきょう ぶんこ♪、いわくに びじゅつかん、いわくに シロヘビの 

やかた 

 

⑤ Art Event at Cormorant Fishing Square : うかい ひろば アート エベント 

Three art workshops based on the theme of “Stare, Polish and Paint” will be held. 

「みつめる、みがく、ぬる」 を テーマに ３つの アートワークショップ を かいさい します。 

Date and time: Nov.9 (Sat) and 10 (Sun)      11:00 – 16:00 

にちじ：１１がつ ９か（ど）・１０か（にち）   ごぜん １１じ ～ごご ４じ 

 

 



⑥ Performance at Kintaikyo Bridge/Cormorant Fishing Square 

きんたいきょう・うかい ひろば パフォーマンス 

Don’t miss Kagura dance, performance of Japanese Taiko drums and Koto with Kagaribi fire in the 

background. 

かがりび と ともに、かぐら や わだいこ、こと の えんそうを します。 

Program  えんもく Date  ひづけ Time じかん 

Iwakuni Yukaba’s Kanmai 

いわくに ゆかば の かんまい 

Nov. 9 (Sat) 

１１がつ ９か（ど） 

17:50 – 18:50 

ごご５じ５０ぷん～６じ５０ぷん 

Kuga Daiko 

くが だいこ 

Nov.10 (Sun) 

１１がつ １０か（にち） 

①16:40 – 17:00 

ごご４じ４０ぷん～５じ 

②17:10 -17:30 

ごご５じ１０ぷん～５じ はん 

Chikushi-Kin-okai’s Japanese 

Traditional Music Performance 

ちくしきんおうかい ほうがく えんそう 

Nov. 10 (Sun) 

１１がつ １０か（にち） 

①17:50 – 18:10 

ごご５じ５０ぷん～６じ１０ぷん 

②18:30-18:50 

ごご６じはん～６じ５０ぷん 

 

Up-to-date information is accessible with the followings 

さいしん じょうほう は こちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall Tea Gathering 

にしき あきの ちゃかい 

Mushanokojisenke’s Fall Tea Gathering will be held at the Kikko Tea House that was renovated 

this year, accompanied by performance of Violin and Cello. Its garden will be lit up after sunset. 

ことし リニュアルオープン した きっこうちゃしつ で あきの おちゃかい （むしゃのこうじ せんけ）を かいさい 

します。 バイオリン・チェロの えんそう や、にちぼつ ご は ちゃてい の ライトアップ が おこなわれます。 

Date and time: Nov.10 (Sun)    15:00 – 20:00 

にちじ：１１がつ １０か（にち）       ごご ３じ～８じ 

Place: Kikko Tea House     Fee for Tea/Confectionary: ¥500 

ばしょ：きっこう ちゃしつ    おちゃ・おかしだい：５００えん 

POC: Culture Promotion Section         Tel: 29-5211 

といあわせき：ぶんか しんこう か         でんわ：２９－５２１１ 

twitter instagram facebook 

 

homepage 



 

 

Don’t miss a lot of entertaining events! 

たのしい イベント もりだくさん！ 

 

I-Festa 2019 

アイ フェスタ ２０１９ 

●Do it all over ～Best Innovation～ 

ドゥーイット オールオーバー  ～さいこうの イノベーション～ 

Date and time: Nov.17 (Sun)  1000 – 1600 (rain-or-shine event) 

にちじ：１１がつ １７にち（にち）  ごぜん １０じ～ごご ４じ（うてんけっこう） 

Place: Kintaikyo’s Cormorant Fishing Square and Yokoyama Riverside Playground 

ばしょ：きんたいきょう うかいひろば、よこやま かせんじき グラウンド 

POC: といあわせさき 

Junior Chamber International Iwakuni’s Staff Office                Tel: 23-1177 

いっぱんしゃだんほうじん いわくに せいねん かいぎしょ じむきょく   でんわ：２３－１１７７ 

Tourism Promotion Section       Tel: 29-5116 

かんこう しんこう か        でんわ：２９－５１１６ 

 

Kurakake Castle Festival 

くらかけ じょう まつり 

Date and time: Nov17 (Sun)     0900 – (light-rain-or-shine event) 

にちじ：１１がつ １７にち（にち）  ごぜん ９じ～（こさめ けっこう） 

Place: Open lot in front of Kids Museum in Kuga, etc. 

ばしょ：くが こどもの やかた まえ ひろば ほか 

POC: Local Vitalization Section, Kuga General Branch Office    Tel: 82-2511 

といあわせさき：くが そうごう ししょ ちいき しんこうか         でんわ：８２－２５１１ 

 

Shuto Meat Fair 

しゅうとう しょくにく フェア 

Date and time: Nov.24 (Sun)     1000 – 1500 (rain-or-shine event) 

にちじ：１１がつ ２４か（にち）    ごぜん １０じ～ごご ３じ（うてん けっこう） 

Place: Shuto Fureai Square 

ばしょ：しゅうとう ふれあい ひろば 

POC: Local Vitalization Section, Shuto General Branch Office   Tel: 84-1111 

といあわせさき：しゅうとう そうごうししょ ちいき しんこうか      でんわ：８４－１１１１ 

 

Special Feature on Fall Festival  あきまつり とくしゅう 

 


