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How to Reduce Risk of Infection during Golden Week Holidays 

かんせん リスクを さげる ゴールデンウィーク ちゅうの すごしかた 

 

Chances of wining and dining with someone you don’t usually get together tend to 

increase during the Golden Week Holidays. Enjoy this kind of social gathering by paying 

special attention to the followings: 

ふだんと ちがう ひとと かいしょくする きかいが ふえる ゴールデンウィークちゅうは、とくに   

つぎの ポイントに きを つけて、たのしい じかんを すごし ましょう。 

○ Do not drink too much, too fast. 

たんじかんで、ふかざけを しない 

○ Even during dining and wining, keep the mask on when talking and keep your voice low. 

かいしょくちゅう でも、かいわを するときは マスクを ちゃくようし、こごえで 

○ Try to stay with someone you usually hang around with and limit the number of people 

to four or less. 

できるだけ、いつもの ひとと、４にん まで    

○ When dining out, pick up an eatery complying with infection preventive measures such 

as having good ventilation, spaced out seating arrangement, acrylic board, constant 

disinfection work. It is also important to continue to practice the basic infection prevention 

measures.   

がいしょくする ときは、かんきや ざせきかんの きょり、アクリルばんの せっち、しょうどく などを じっし して

いる みせを えらびましょう。 また、かんせん かくだい ぼうしの ため、ひきつづき、きほんてきな かんせん 

よぼう たいさくを じっしする ことも じゅうようです。 

○ Wear a mask. 

マスクの ちゃくよう 

○ Wash hands and use hand sanitizer frequently. 

こまめに てあらい・しゅし しょうどく 

○ Watch distance with others. 

ひととの きょりを とる 

○ Ventilate frequently when staying indoors. 

おくないでは、こまめに かんき 

POC: Health Promotion Section     Tel: 24-3751 

といあわせ：けんこう すいしんか    でんわ：２４－３７５１ 

 



Watch Out for Black Bears!!! 

クマに ちゅうい しましょう 

 

Black bears are getting more active at this time of the year. Please be extra cautious when 

going into mountains. 

この じきは ツキノワグマの こうどうが かっぱつに なる きせつです。 やまに はいる ときは  

じゅうぶんに ちゅういして ください。 

● What kind of animal are they? 

クマは どんな どうぶつ？ 

○ They have good nose and ears and can run very fast. Good at climbing trees and 

swimming, too. 

はな、みみが よく、あしが とても はやい。 きのぼりも およぎも とくい 

○ Their moving range extends to some 40 – 50 km a day. 

いちにちに ４０～５０ キロメートル もの ひろい こうどうはんいを もつ 

● Do not do anything to attract them. 

クマを よび よせない 

○ Having a high learning ability, once they get hooked on the food that humans eat, they 

remember where to get them. Therefore, do not leave or bury the leftovers or kitchen 

waste outside the house. 

がくしゅう のうりょくが たかく、にんげんの たべものの あじを おぼえると しゅうちゃく する 

ため、ざんぱんや なまごみを やがいに ほうちしたり うめたり しない 

● How to avoid the encounter with bears. 

クマに であわない ために 

○ At dusk, they may get carried away with a food and fail to notice the presence of a 

human being. Therefore, get out of a mountain before sunset. 

うすぐらい ときは えさに むちゅうに なり、ひとの そんざいに きづかない ことが あるため、 

ゆうぐれじ までには げざんする 

● When running into a bear 

クマに であって しまったら 

○ Take a deep breath, first, and make a right judgment of the situation.  When you bolt, 

they may start coming right at you on reflex. 

まずは おちついて じょうきょう はんだん する。 きゅうに はしると、はんしゃてきに おいかけて くる 

○ When the bear stays still even after he sees you, just slowly walk away staring at the 

bear straight in his eyes. Never turn around and show your back. 

クマが きづいて うごかない ときは、めを にらみつけ ながら せなかを みせず、ゆっくり 

はなれる 

○ If the bear is far away from you, quietly leave the area or make a sound to let him notice  

your presence.  

とうくに いれば、そって はなれるか こえを だし こちらに きづかせる 

○ When the bear is coming right at you, drop your belongings one by one on his path to 

deflect his attention and retreat using those items as obstacles between the bear and you.  

If this tactic doesn’t work, lock your hands behind your neck, crouch down and stay still 

till the bear goes away. 

クマが ちかづいて くる ばあいは、もちものを ひとつずつ おいて ちゅういを そらし、クマとの 



あいだに しょうがいぶつが くるように こうたい する。 それでも ちかづく ときには、くびの 

うしろで てを くみ、うつぶせで まるくなり、たちさるのを まつ 

○ When you see a child bear, be extra careful because a mother bear must be in the 

vicinity. 

こグマが いれば かならず ちかくに ははグマが いるので ちゅういする 

※ When you spot a bear, please alert the Police, City’s Forestry/Agriculture Promotion 

Section or Forestry and Construction Section of General Branch Office. 

クマの もくげき じょうほう は、けいさつしょ、のうりん しんこうか または そうごう ししょ 

のうりん けんせつか まで れんらく してください 

POC: Forestry/Agriculture Promotion Section     Tel: 29-5170 

といあわせ：のうりん しんこうか     でんわ：２９－５１７０ 

 

 

Tokyo Olympic 2020 Torch Relay 

とうきょう ２０２０ オリンピック せいか リレー 

 

Date/Time: May 13 (Thu)  08:05 – 08:53 

にちじ：５がつ １３にち（もく） ごぜん ８じ ５ふん～８じ ５３ぷん 

Place: Kikko Park (Welcome program and start) – Kintaikyo Entrance Southside 

Intersection 

ばしょ：きっこう こうえん（ウェルカム プログラム、スタート）～きんたいきょう いりぐち こうさてん みなみ 

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 

 

 

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: May 15 (Sat),  09:30-   

にちじ：５がつ １5 にち（ど）、 ごぜん ９じ はん～ 

※ Market closes when supplies are all gone.   しょうひん が なくなり しだい しゅうりょう 

Place: Local Wholesale Market  

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 

※ Eateries and related shops/stores 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 

POC: 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 

 

Special Exhibition 

きかく てん 

 

● Exhibition of new collections at Iwakuni Chokokan Museum 



いわくに ちょうこかん しん しゅうぞう しりょうてん 

Date/Time: Through May 9 (Sun) 

にちじ：５がつ ９か（にち）まで 

Content: Introduction of historical materials added into collection in recent years. 

ないよう：いわくに ちょうこかん が きんねん しゅうぞうした しりょうに ついて しょうかい 

● Reviewing of “History of Home Town A-La-Carte” through historical materials 

しりょうで ふりかえる 「ふるさと れきし アラカルト」 

Date/Time: May 16 (Sun) – July 4 (Sun) 

にちじ：５がつ １６にち（にち）～７がつ ４か（にち） 

Content: ないよう 

Introduction of a running story, “History of Home Town A-La-Carte,” having been posted 

in Public Information Iwakuni. 

こうほうし いわくに で れんさい している 「ふるさと れきし アラカルト」 の これまでの 

きじ について しりょうと ともに しょうかい 

POC: Iwakuni Chokokan Museum at 2-chome, Yokoyama       Tel: 41-0452 

といあわせ：いわくに ちょうこかん よこやま ２ちょうめ    でんわ：４１－０４５２ 

Closed on Mondays, May 6 (Thu), May 11 (Tue)-15 (Sat)  (Open on May 3 (NH)) 

きゅうかん：げつよう・５がつ ６か（もく）・５がつ １１にち（か）～１５にち（ど） （５がつ ３か（しゅく）は かいかん） 

 

 

Afternoon Concert 

アフタヌーン コンサート 

 

Please enjoy this one hour teatime afternoon concert with just one coin. 

ごごの ティータイムに ワンコインで たのしめる やく １じかんの コンサート です 

● A gift of famous heartwarming music 

こころに とどく めいきょくの おくりもの 

Date/Time: May 18 (Tue)    13:00 – (doors open=12:30) 

にちじ：５がつ １８にち（か）  ごご １じ～（かいじょう＝１２じ ３０ぷん） 

Place: Muse Hall 

ばしょ：ミューズ ホール 

Performers: Rika Nishii (violin)   Yuki Ishii (piano) 

しゅつえんしゃ：にしい りか （バイオリン）   いしい ゆき (ピアノ) 

Program: Libertango, Csardas, etc. 

えんそうきょく： リベルタンゴ、チャルダッシュ など 

Fee 【all seats non-reserved】 : \500 

りょうきん（ぜんせき じゆう）：５００えん 

※ Preschoolers not allowed to enter. 

みしゅうがくじ の にゅうじょうは ふか 

POC: Sinfonia Iwakuni at 1-chome, Mikawa-machi       Tel: 29-1600 

といあわせ：シンフォニア いわくに   みかさ まち １ちょうめ   でんわ：２９－１６００ 

Closed on May 13 (Thu) 

きゅうかん：５がつ １３にち（もく） 


