
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） 

Ｊａｎｕａｒｙ  15,  2020 

2020ねん 1がつ 15にち 

2019ねん 9がつ 15にち 637ごう 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwakuni Lotus Root Harvesting Experience 

いわくに れんこん ほりとり たいけん 

 

Date and time: February 6 (Thu), 1:30p.m.- 

にちじ：２がつ ６にち（もく）、 ごご １じ はん～ 

※ Light-rain or shine event 

   こさめ けっこう   

Place: Ozu Lotus Root Field 

ばしょ：おづ れんこん ほじょう 

※ Gather up at the main gate of Local Wholesale Market at 1p.m.  

   ちほう おろしうり いちば せいもん まえ に ごご １じ に しゅうごう 

Capacity: 20 people (FCFS) 

ていいん：２０にん （せんちゃく じゅん） 

Fee: 1,500 yen 

りょうきん：１，５００えん 

※ Harvested lotus root can be brought home. 

   ほりとった れんこん は もちかえる こと が できます 

What to bring: Boots, digging tools (Shellfish rake, etc.) 

じさん ひん：ながぐつ、ほりとり の どうぐ（かい かき など） 

Sign-up period: Through January 29 (Wed) 

ぼしゅう きかん：１がつ ２９にち（すい） まで 

Application: JA Iwakuni, Atago branch     Phone: 31-7131 

もうしこみ： JA いわくにし あたご ししょ       でんわ：３１－７１３１ 

Inquiries: Management of Local Wholesale Marketing Section   Phone:32-7355 

といあわせ：せいさん りゅうつう か                             でんわ：３２－７３５５ 

  

Ｅｖｅｎｔ 

イベント 



Friendly Morning Market at Local Wholesale Market 

ちほう おろしうり しじょう ふれあい あさいち 

 

Date and time: Jan. 18 (Sat),   9:30a.m.- にちじ：１がつ １８にち（ど）、ごぜん ９じ はん～ 

※while supplies last. しょうひん が なくなり しだい しゅうりょう 

Place: Local Wholesale Marke  ばしょ：ちほう おろしうり しじょう 

Content: Sales of vegetables, fruits, marine products and meat 

ないよう：やさい、くだもの、すいさんぶつ、せいにく など を はんばい 

※ Related shops and restaurants are always open. 

かんれん てんぽ や いんしょくてん などは じょうじ かいほう  

Inquiries: Management of Local Wholesale Marketing Section   Phone:32-7355 

といあわせ：せいさん りゅうつう か                             でんわ：３２－７３５５ 

 

 

Change of Location of Entrance to 

Iwakuni Station West Gate Square  
いわくにえき にしぐち えきまえ ひろば いりぐち の いち が かわります 

 

Efforts are underway to provide a compact intersection to prevent traffic accidents 

besides the renewal of the square in front of Iwakuni Station 

いわくに えきまえ の リニューアル に あわせて、えきまえ こうさてん を コンパクトか する 

こうつうじこ たいさく に とりくんで います。 

Please be aware that there is going to be a change to the location of entrance to 

Iwakuni Station West Gate Square on Route-188 starting from the following date and 

time.  Accordingly, the manner of traffic on surrounding streets will change as well.   

つぎの にちじ から こくどう １８８ごう の にしぐち えきまえ ひろば いりぐち の いち を へんこう 

します。 しゅうへん どうろ の つうこう ほうほう も かわります ので、 ちゅうい してください。 

Date and time: Jan. 30 (Thu), 17:00 (tentative) 

にちじ：１がつ ３０にち（もく）、ごご ５じ（よてい） 

※ The entrance will be changed in the morning of Jan.30 (Thu) after the work through 

the night. やかん に さぎょう し、１がつ ３０にち（もく） の あさ から いりぐち を へんこう 

※  Date and time may change due to adverse weather. In such a case, an 

announcement will be made by an on-site signboard. 

てんこう などで にちじ が へんこう に なる ことが あります。 げんじ かんばん で おしらせ します 

Inquiries: といあわせ  

Traffic Control Section, Yamaguchi Office of Rivers and National Highways 

Tel: 0835-22-1857 

やまぐち かせん こくどう じむしょ こうつう たいさく か  

でんわ：０８３５－２２－１８５７ 

Announcement 

おしらせ 

Ｅｖｅｎｔ 

イベント 



 

Change to traffic manner つうこうほうほう へんこう かしょ 

Sidewalk  ほどう 

Traffic lane restriction  しゃせん きせい 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

① Entrance to West Gate Square  にしぐち えきまえ ひろば いりぐち  

   Moves approx.100m towards the direction of Yanai and merges into the exit of West 

Gate Square. 

  やない がわ に やく １００メートル いどうし、にしぐち えきまえ ひろば でぐち と しゅうやく され

ます 

② Route-188 (From the direction of Hiroshima) こくどう １８８ごう（ひろしま ほうめん から） 

   Left-turn location will change. 

  させつ いち が へんこう に なります 

③ Route-188 (From the direction of Yanai)  こくどう １８８ごう（やない ほうめん から） 

  Right-turn location will change. 

④ Pref. road けんどう 

  Accessible to Entrance to West Gate Square straight through the intersection 

   こうさてん を ちょくしん して にしぐち えきまえ ひろば いりぐち に はいれる ように  なります 



Medical Institutions open on Sundays/holidays and service hours 

09:00-17:00 (Reception ends at 16:30) 

※Dental clinic: 09:00 – 16:00 (Reception ends at 15:30) 

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 5じ はん（しんりょう は ごご 4じ はん まで） 

※しか：ごぜん ９じ～ごご ４じ（うけつけ は ごご ３じ はん まで） 

 

※ The above is subject to change. じょうきは へんこうに なる ばあいが あります。 

Please check with newspaper or city homepage for details. 
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 

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 

Feb. 2 (Sun) 

２がつ ２か（にち） 

Hironaka Urology 

ひろなか ひにょうき か 

2-chome, Nishimi 

にしみ ２ちょうめ 
43-1135 

Kuga Clinic 

くが クリニック 

5144, Kuga-machi 

くが まち ５１４４ 
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 

Feb. 9 (Sun) 

２がつ ９か（にち） 

Inada Urology Clinic 

いなだ ひにょうきか クリニック 

1-chome, Imazu-machi 

いまづ まち １ちょうめ 
21-1976 

Kawago Dispensary 

かわごう しんりょうしょ 

Soh, 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 

Feb.11 (N.H) 

２がつ １１にち（しゅく） 

Kurisu Eye Clinic 

くりす がんか 

1-chome, Hirata 

ひらた １ちょうめ 
34-5513 

Feb.16 (Sun) 

２がつ １６にち 

（にち） 

Kobayashi E.N.T. Clinic 

こばやし じびいんこうか いいん 

3-chome, Imazu-machi 

いまづ まち ３ちょうめ 
21-2718 

Midori Hospital 

みどり びょういん 

359-1, Yuu-machi 

ゆう まち ３５９－１ 
63-0111 

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 

Feb.23 (N.H) 

２がつ ２３にち 

（しゅく） 

Goto OBGYN Clinic 

ごとう さんふじんか いいん 

1-chome, Iwakuni 

いわくに １ちょうめ 
43-3855 

Yagi Clinic 

やぎ クリニック 

829, Kuga-machi 

くが まち ８２９ 
82-1212 

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 

Feb.24 (H) 

２がつ １１にち（きゅう） 

Gocho Eye Clinic 

ごちょう がんか 

3-chome, Marifu-machi 

まりふ まち ３ちょうめ 
22-7432 


