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Sake Tasting Train 

ききざけ れっしゃ 

 

Date and time: Mar. 27 (Fri), 28 (Sat) and 29 (Sun).  Dep. Iwakuni sta. =12:30 

にちじ：３がつ ２７にち（きん）、２８にち（ど）、２９にち（にち） いわくに えき はつ＝１２じ はん 

Capacity: 60 people (FCFS) 

ていいん：６０にん （せんちゃく じゅん） 

※Minimum number of participants: 20  

さいしょう さいこう にんずう は ２０にん 

Content: ないよう 

To take a Nishikigawa Seiryu liner for windshield cherry blossom viewing over lunchbox 

and Iwakuni’s five brands of famed local sake. 

にしきがわ せいりゅう せん に のって しゃそう から さくら を ながめ ながら、べんとう と 

いわくに ５ぞう の じざけ を たのしむ  

※There’s a limit to the amount of Sake 

おさけ の りょう には かぎり が あります 

Fee: \7,000 りょうきん：７せん えん 

※This includes a round train ticket and food & drink. 

にしきがわ せいりゅうせん の おうふく うんちん・いんしょく だい など 

※Tokotoko train is available for interested adults for 

\500-round-ticket. 

きぼうしゃ は とことこ トレイン に おとな おうふく ５００えん で 

じょうしゃ かのう 

Registration: Through Mar. 19 (Fri) 

ぼしゅう きかん：３がつ １９にち（きん）まで 

※ Please refrain from driving to the station. 

くるま での らいえき は ひかえて ください  

Sign-up/Inquiries: もうしこみ・といあわせ 

Nishikigawa Railway Co. Ltd.   Tel: 72-2002 

にしきがわ てつどう（かぶ）       でんわ：７２－２００２ 

Ｅｖｅｎｔ 

イベント 



Japan-US Exchange Event-“Mochi-tsuki 

 (rice cake making) 
にちべい こうりゅう じぎょう－「もちつき」 

 

Date and time: Mar. 7 (Sat), 11:00-14:00 

にちじ：３がつ ７か（ど）、ごぜん １１じ～ごご ２じ  

Place: Former Ten-no Elementary School 

ばしょ：きゅう てんのう しょうがっこう 

Capacity: 30 people (FCFS) 

ていいん：３０にん（せんちゃく じゅん） 

※Elementary School student and younger must be accompanied by a guardian. 

しょうがくせい いか は ほごしゃ どうはん 

Content: Hands-on experience of Mochi-tsuki & lunch 

ないよう：もちつき たいけん、ちゅうしょく 

Fee: \500 (five years old and older) 

りょうきん：５ひゃく えん （５さい いじょう） 

What to bring: Apron, triangular bandage, face mask, hand towel and drink 

じさんひん：エプロン、さんかくきん、マスク、てふき タオル、のみもの 

Registration : From Feb.17 (Mon), 09:00- 

ぼしゅうかいし：２がつ １７にち（げつ）、ごぜん ９じ～ 

Sign-up/Inquiries: International Relations Office    Tel: 29-5211 

もうしこみ・といあわせ：こくさい こうりゅう しつ           でんわ：２９－５２１１ 

 

 

Closure of Kuga General Park and 

Ground Golf Course 

くが そうごう こうえん、グラウンド・ゴルフ じょう の きゅうじょう 

 

Inspection work inside the park and maintenance work of the lawn will force the 

closure of facilities in the following date and time. 

こうえんない てんけん さぎょう・しばふ かんり さぎょう のため、つぎの にちじ は きゅうえん・ 

きゅうじょう します。 

Date and Time:にちじ 

① Mar. 9 (Mon)= All facilities inside the park: all day 

  ３がつ ９か（げつ）＝くが そうごう こうえん の すべての しせつ が しゅうじつ きゅうえん 

② Mar.10 (Tue)=Ground Golf Course Only: all day 

３がつ １０か（か）＝グラウンド ゴルフ じょう のみ しゅうじつ きゅうじょう 

Inquiries: Kuga General Park    Tel:81-0350 

といあわせ：くが そうごう こうえん   でんわ：８１－０３５０ 

 

Announcement 

おしらせ 

Ｅｖｅｎｔ 
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Munich Symphony Orchestra 

ミュンヘン こうきょう がくだん 

 

Famed orchestra in Germany will present the greatest memorial concert this year in 

celebration of the 250th birth year of Beethoven. 

ベートーベン せいたん ２５０ しゅうねん の としに、ドイツ の めいもん オーケストラ が 

かなでる さいこう の メモリアル コンサート です。 

 

Date and time: Mar. 22 (Sun), 15:00- (Doors open at 14:30) 

にちじ：３がつ ２２にち （にち）、ごご ３じ～（かいじょう：ごご ２じ はん） 

Place: Concert Hall, Sinfonia Iwakuni 

ばしょ： シンフォニア いわくに コンサート ホール 

Performers: しゅつえん 

Julian Rachlin (Conductor), Mona Asuka (Piano), Munich Symphony Orchestra 

ジュリアン・ラクリン（しき）、モナ あすか(ピアノ)、ミュンヘン こうきょう がくだん（オーケストラ） 

Program: きょくもく 

All-Beethoven-program/ Piano Concerto No.5 ‘Emperor’, Symphony No.3 ‘Eroica’, etc. 

オール・ベートーベン・プログラム/ ピアノ きょうそうきょく だい ５ばん「こうてい」、こうきょうきょく 

だい ３ばん「えいゆう」 ほか 

Admission【all seats reserved】: りょうきん 【ぜんせき してい】 

○ General  S=￥8,000  A=￥5,500 (\2,000 for students under 25 y.o.) 

   いっぱん  エスせき＝８せん えん  エーせき＝５せん ５ひゃく えん （２５さい いかの 

  がくせい は エーせき＝２せん えん） 

○ Parent-child pair ticket 

   S=\8,000  A=\5,500 

 (50 pairs only for students under 25 y.o. 

 and their guardians) 

  おやこ ペアー チケット 

エスせき＝８せん えん エーせき＝５せん 

５ひゃく えん（げんてい ５０ くみ、２５さい 

いかの がくせい と ほごしゃ たいしょう） 

※ No entry by preschoolers 

 (a nursery is available with reservation.) 

みしゅうがくじ の にゅうじょう は ふか 

（たくじしょ あり、よう よやく） 

Sign-up/Inquiries: Sinfonia Iwakuni 

もうしこみ・といあわせ： シンフォニア いわくに 

Tel: 29-1600 

でんわ：２９－１６００ 

Ｃｏｎｃｅｒｔ 

コンサート 



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 

March 1 (Sun) 

３がつ １にち（にち） 

Saito DERM Clinic 

さいとう ひふか 

2-chome, Kuruma-machi 

くるま まち ２ちょうめ 
23-4477 

Suo Hospital 

すおう びょういん 

Kamikubara, Shuto-machi 

しゅうとう まち かみくばら 
84-1223 

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 

March 8 (Sun) 

３がつ ８か（にち） 

Haruna Women’s Clinic 

はるな ウィメンズ クリニック 

1-chome, Hirata 

ひらた １ちょうめ 
32-7007 

Kondo Clinic 

こんどう いいん 

Sazaka, Miwa-machi 

みわ まち さざか 
95-0070 

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 

March 15 (Sun) 

３がつ １５にち（にち） 

Mii Eye Clinic 

みい がんか 

1-chome, Nakatsu-machi 

なかつ まち １ちょうめ 
30-3131 

Yamashita IM Clinic 

やました ないか いいん 

558, Kuga-machi 

くが まち ５５８ 
81-0050 

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 

March 20 (N.H) 
３がつ ２０にち（しゅく） 

Masuda ENT Clinic 

ますだ じび いんこう か 

2-chome, Ozu-machi 

おづ まち ２ちょうめ 
31-8231 

March 22 (Sun) 
３がつ ２２にち（にち） 

Maruhisa Eye Clinic 

まるひさ がんか 

2-chome, Ozu-machi 

おづ まち ２ちょうめ 
34-5333 

Matsubara Clinic 

まつばら いいん 

Hirose, Nishiki-machi 

にしき まち ひろせ 
72-2300 

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 

March 29 (Sun) 
３がつ ２９にち（にち） 

Mizushima Eye Clinic 

みずしま がんか 

5-chome, Marifu-machi 

まりふ まち ５ちょうめ 
21-3401 

Refure Maeda Hospital 

リフレ まえだ びょういん 

1887, Kuga-machi 

くが まち １８８７ 
82-3521 

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 


