
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） 

May  15,  2021 

2021ねん 5がつ 15にち 

2019ねん 9がつ 15にち 637ごう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abandoned Bicycle Sweep  

ほうち じてんしゃ などを いっせいに てっきょ します 

 

No-Abandoning warning tags will be placed on unattended or seemingly abandoned 

bicycles on a roadside or at a bicycle parking lot. Failure to move them within a set 

period of time despite the warning will result in those bicycles getting impounded. 

Owners are asked to move them away a.s.a.p. 

ろかた や ちゅうりんじょうない などに ほうち された じてんしゃ などに ほうち きんし の 

けいこく ふだを つけて、いってき きかん けいかご も ほうち されている ものを てっきょ します。 

おきわすれの じてんしゃ などは すみやかに いどうして ください。 

Place: Bicycle parking lot by train station, etc. 

ばしょ： えき ちゅうりんじょう など 

Implementation period: During May 

じっし きかん： ５がつ じゅう 

POC: Livelihood Safety and Security Section       Tel: 29-5018 

といあわせ： くらし あんしん あんぜん か    でんわ：２９－５０１８ 

 

 

Flower Arrangement in English  

えいご こうりゅう デ いけばな 

 

Targeted for: JHS students and older residing in Iwakuni 

たいしょう： しないに ざいじゅう する ちゅうがくせい いじょうの ひと 

Date/Time: June 5 (Sat), 10:00-12:00 

にちじ： ６がつ ５か（ど）、ごぜん １０じ～１２じ 

Place: Conference room, Culture Center, Atago Sports Complex 

ばしょ： あたご スポーツコンプレックス カルチャーセンター かいぎしつ 

Capacity: 10 people 

ていいん：１０にん 

※ Drawing in case of too many applicants 



おうぼしゃ たすう の ばあいは ちゅうせん 

Content: Flower arrangement, communicating in English with foreign residents in 

Iwakuni 

ないよう： しないに ざいじゅう する がいこくじん と いっしょに えいごを つかいながら 

       いけばな を する 

Instructor: Ms. Nobu Kurashige (President, Iwakuni Branch, Ikenobo School of 

Ikebana)  

こうし： くらしげ のぶ し （かどう いえもと いけのぼう いわくに しぶちょう） 

Fee: \2,000 (for fresh flowers, etc.) 

りょうきん： ２せん えん （せいか だい ほか） 

Application period: Through May 26 (Wed) 

ぼしゅう きかん： ５がつ ２６にち（すい） まで 

Sign-up: From a dedicated website (QR code) for sign-up 

もうしこみ： もうしこみ せんよう サイト から 

POC: English Education Promotion Office       Tel: 29-5201 

といあわせ： えいご きょういく すいしんしつ        でんわ：２９－５２０１ 

 

 

Japan-US Exchange Event-Taue (Rice Planting) 

にちべい こうりゅう じぎょう たうえ 

 

Date/Time: June 12 (Sat),  10:00-13:30 

にちじ： ６がつ １２にち（ど）、 ごぜん １０じ～ごご １じ はん 

※ Rain or shine event  うてん けっこう 

Place: Tenno ES 

ばしょ： てんのう しょうがっこう 

Capacity: 20 people (FCFS) 

ていいん： ２０にん （せんちゃくじゅん） 

※ Preschoolers need to be accompanied by parents/guardians. 

しょうがくせい いか は ほごしゃの どうはん が ひつよう 

Content: Rice planting experience and lunch 

ないよう: たうえ たいけん、ちゅうしょく 

Fee: \500 (age 5+) 

りょうきん： ５００えん（５さい いじょう） 

What to bring: Towel, drink, hat, change of clothes 

じさんひん： タオル、のみもの、ぼうし、きがえ 

Registration period: From May 20 (Thu), 09:00 

ぼしゅう きかん：５がつ ２０にち（もく）、ごぜん ９じ から 

POC: International Relations Office      Tel:29-5211 

といあわせ： とし こうりゅうしつ          でんわ：２９－５２１１  

tel:29-5211


The Tokyo Ballet- HOPE JAPAN 2021 

とうきょう バレエだん ホープ ジャパン ２０２１ 

 

● Recovery Project from 2011 Tohoku Earthquake/Novel Coronavirus 

ひがし にほん だいしんさい １０ねん/コロナか ふっこう プロジェクト 

Date/Time: July 9 (Fri), 19:00- (doors open=18:00) 

にちじ： ７がつ ９か（きん）、ごご ７じ（かいじょう＝ごご ６じ） 

Place: Concert Hall 

ばしょ： コンサート ホール 

Content: Authentic ballet performance aiming to assist recovery efforts. 

ないよう： ふっこう しえん を もくてき として ほんかく バレエ こうえん 

Program: “Bolero”, choreographed by Maurice Bejart and two other productions. 

きょくもく：「ボレロ」 モーリス・ベジャール ふりつけ ほか、２さくひん じょうえん よてい 

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

S= \10,000 (\5,000)   A=\7,000 (\3,500)  B=\5,000 (\2,500), C=\3,000 

(\1,500) 

Sせき＝１まん えん（５せん えん）、Aせき＝７せん えん（３ぜん５ひゃく えん）、 

Bせき＝５せん えん（２せん５ひゃく えん）、Cせき＝３ぜん えん（せん５ひゃく えん） 

※ (   ) applies to students under age 25. 

かっこない は ２５さい いかの がくせい 

※ Preschoolers not permitted to enter 

みしゅうがくじ は にゅうじょう ふか 

Registration: Sinfonia Iwakuni        Tel: 29-1600    Closed on May 25 (Tue) 

もうしこみ： シンフォニア いわくに  でんわ：２９－１６００  きゅうかん：５がつ ２５にち（か） 

 

 

Closure of city libraries 

しない としょかんの きゅうかんび 

 

Libraries will be closed due to inspection of books as in the following. 

しりょう てんけん のため、つぎの とおり としょかん を きゅうかん します。 

Iwakuni Library  May 19 (Wed)  いわくに としょかん ５がつ １９にち（すい） 

Miwa Library    May 21 (Fri)   みわ としょかん ５がつ ２１にち（きん） 

Kuga Library    May 27(Thu)/28 (Fri) くが としょかん ５がつ ２７にち（もく）・２８にち（きん） 

Nishiki Library   May 29 (Sat)  にしき としょかん ５がつ ２９にち（ど） 

Yuu Library      June 1 (Tue)/2 (Wed)  ゆう としょかん ６がつ １にち（か）・２か（すい） 

※ All libraries in the city will be closed on May 20 (Thu). 

５がつ ２０にち（もく） は しない ぜんとしょかん を きゅうかん します 

POC: Chuo Library              Tel: 31-0046 

といあわせ： ちゅうおう としょかん   でんわ：３１－００４６ 



Medical Institutions open on Sundays/holidays and service hours 

09:00-16:30 (Medical practice is until 17:00) ※Dental clinic closes at 16:00 
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 ４じ はん（しんりょう は ごご ５じ まで） ※しか は しょうご まで 

※ The above is subject to change. Please check with newspaper or city homepage 
for details. 
じょうきは へんこうに なる ばあいが あります。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 
※ Medical service is for emergencies only. 
きゅうきゅう いがいの ばあいは、ごえんりょ 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 

June 6 (Sun) 

６がつ ６か（にち） 

Kobayashi ENT 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 

Matsui Clinic 

まつい いいん 

Shimokubara, Shuto-machi 

しゅうとう まち しもくばら 
84-0035 

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 

Ohya Dental Clinic* 

おおや しか 

2-chome, Minami-Yuu-machi 

ゆうまち みなみ ２ちょうめ 
63-1182 

June 13 (Sun) 

６がつ １３にち 

（にち） 

Goto OB-GYN 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 

Chidorigaoka Hospital 

ちどりがおか びょういん 

Chidorigaoka, Yuu-machi 

ゆう まち ちどりがおか 
63-0231 

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 

June 20 (Sun) 

６がつ ２０か 

（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 

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 

June 27 (Sun) 

６がつ ２７にち 

（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 

Iwamoto Clinic 

いわもと いいん 

Shimokubara, Shuto-machi 

しゅうとう まち しもくばら 
84-0011 

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 


