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Ukai (cormorant fishing) at Kintaikyo Bridge 

きんたいきょう の うかい 

 

Ukai is a seasonal tradition in summer that takes place under the Kintaikyo Bridge. 

In front of the very eyes of spectators sitting on a sightseeing cruise boat, Usho (a 

master fisherman) in traditional outfit shows his effortless maneuvering of 

cormorants, the one-of-its-kind traditional fishing method, to catch Ayu (sweet fish) 

in the light shed on the dark river surface from the Kagaribi fire set on his boat with 

the Kintaikyo Bridge in the background. Don’t miss out on this valiant and fantastic 

night event. 

「きんたいきょうの うかい」は、むかしながらの ぎょほうと いでたちを さいげん したもので、 

きんたいきょうを はいけいに かがりびで げんそうてきに てらされる かわもと、 

ゆうらんせんの まじかで うを たくみに あやつる うしょうの ゆうそうな 

すがたを かんしょう できる、いわくにの なつの ふうぶつし です。 

 

● Ukai cruise boat: うかい ゆうらんせん 

Cruising over dinner followed by traditional Ukai. 

ゆうらんせんで しょくじ や ゆうらんを たのしんだ あと、でんとうの うかいを 

たのしめます。 

※ A boat can be reserved for 6+ adults. (Reservation is makeable for 6- adults for 

fare of six adults.) 

かしきりは おとな ６にん いじょう から（６にん みまんの ばあいも おとな ６にん りょうきんで かし

きり できます） 

○ Implementation period: Through Sept. 10 (Fri) 

じっし きかん：９がつ １０か（きん）まで 

○ Operation hours: うんこう じかん 

19:00 – 21:00 (Cruising=19:00-19:50, Cormorant fishing=20:00-21:00) 

ごご ７じ～９じ（ゆうらん＝ごご ７じ～７じ ５０ぷん、うかい＝ごご ８じ 

～９じ） 



○ Fare: Adult=\2,200, ES student=\1,100 (Food/drink not included) 

りょうきん：おとな＝２，２００えん、しょうがくせい＝１，１００えん（せんない 

いんしょく は べつりょうきん。） 

Additional \200/adult for a brown bag. 

もちこみの ばあい、おとな ひとりに つき べっと ２００えん が ひつよう 

 

● Yukata (summer light kimono) Day: ゆかた デー 

A special dinner box can be ordered in a bargain price by those who board a boat in 

Yukata on “Yukata Day.” 

ゆかた で うかい ゆうらんせん に じょうせん すると、せんようの おべんとう が おとくな かかくで 

ちゅうもん できる 「ゆかた デー」を じっし しています。 

○ Implementation period: じっし きかん  

June 19 (Sat)＆26 (Sat), July 4 (Sun) -9 (Fri), 20 (Tue) & Aug. 5 (Thu) 

６がつ １９にち（ど）、２６にち（ど）、７がつ ４か（にち）～９か（きん）、２０か（か）、 

８がつ ５か（もく） 

○  Fare: Adult=\3,200, ES student=\2,200. (Boarding ticket, dinner box, tea 

included.) 

りょうきん：おとな＝３，２００えん、しょうがくせい＝２，２００えん（じょうせん 

りょう、おべんとう、おちゃだい） 

※ Must wear one’s own Yukata. (No dresser is available this season.) 

じぶんの ゆかたを きて じょうせん（こんきは ゆかたの きつけは おこないません） 

※ Event may be cancelled due to adverse weather or swollen Nishiki river. 

こうてんじ, にしきがわ ぞうすいじ は ちゅうしに なるばあいが あります 

Registration/POC: もうしこみ・といあわせ 

Reservation must be booked 5 days in advance by calling Ukai Office, Iwakuni City 

Sightseeing Association at 28-2877. 

５か まえ までに いわくにし かんこう きょうかい うかい じむしょ まで 

でんわ ２８－２８７７ 

 

● COVID-19 Prevention Measures 

しんがた コロナウイルス かんせんしょう たいさく について 

○ Max number of people aboard is at 70 % capacity. 

じょうせん ていいんは さいだい じょうせん にんずうの やく ７わり と しています。 

○ Boat, life-saving mats and tables are constantly disinfected with alcohol. 

ふね や きゅうめいよう ざぶとん、テーブル は アルコールしょうどく を 

おこなっています 

○ Acrylic board is installed at each table by group inside a shared- boat. 

のりあいせん の テーブルには、グループごとに アクリルばんを せっち します 

○ Temperature check is done at the reception desk. Those with 37.5℃+ will not be 

allowed to board a boat. 



うけつけ で けんおんを じっしし、３７．５ど いじょうの ひとは じょうせん 

を おことわり します 

○ Please wear a mask at all times except while eating and drinking. 

いんしょくの とき いがいは、マスクの ちゃくようを おねがい します 

○ List of passengers and statement of consent must be submitted. 

じょうせんしゃの めいほ・どういしょ を ていしゅつ して いただきます 

 

 

What is a mutant strain of novel coronavirus? 

しんがた コロナウイルスの へんいかぶ とは？ 

 

It is said that a virus like novel coronavirus goes through minor changes in its genetic 

makeup as it continues to spread and transforms to a new mutant strain or a variant. 

The variant, having some changes in its character, may become more contagious. 

いっぱんてき に、しんがた コロナウイルスなどの ウイルスは りゅうこう していく 

なかで すこしずつ いでんし じょうほうが へんか します。これを へんい と 

いい、この へんいした ウイルスが へんいかぶ です。へんいが おこると ウイルス 

の せいしつに へんかが おこり、かんせん しやすく なるばあいが あります。 

But, the same infection prevention measures will stay in place for us against even 

the variant. It’s important to continue to adhere to the fundamental preventive 

measures for safe everyday social life. 

しんがた コロナウイルスが へんいしても、わたしたちが とる かんせん よぼう 

たいさくは、これまでと かわり ありません。ひきつづき、きほんてきな かんせん 

よぼうたいさく を かくじつに じっし しながら、しゃかい せいかつを おくり 

ましょう。 

○ Wear a mask. : マスクの ちゃくよう 

○ Wash/sanitize hands/fingers frequently. : こまめに てはらい・しゅし しょうどく 

○ Watch social distancing(1m).: ひととの きょりを とる（１ｍ） 

○ Frequent ventilation inside buildings. (Leave facing two doors wide open for a few 

min. every half an hour.) 

おくないでは、こまめに かんき（３０ぷんごと に ２ほうこうの まどを すう 

ふんかん ぜんかい にする。 

Symptoms of COVID-19 may be mild at times. But when you have symptoms like fever, 

coughing, sore throat, fatigue, or your physical condition seems to be different than 

usual, stop going to work or school to reduce the risk of infecting others around you. 

しんがた ロナウイルスの しょうじょうは かるい ばあいが あります。ねつっぽい、 

せき、のどが いたい、だるい など、たいちょうが いつもと ちがうときは、できる 

かぎり、しごとや っこうを やすみ、たにんに うつさない こうどうを こころがけ ましょう。 

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 



Hygiene measures in the event of natural disasters like torrential rain 

おおあめ などに よる さいがいじ の えいせい たいさく 

 

Should inundation above or under floor level result from heavy rain caused by the 

rainy season or the typhoons, first, clean the damaged area, second, wash and wipe 

the mud off the walls and floors and then dry them up. 

つゆ や たいふう による おおあめ などで、ゆかうえ ゆかした しんすい が 

おきた ときは、まず しんすいかしょ の かたづけを して、かべ や ゆかめん 

の みずあらい・みずふき により よごれを おとした あと、かんそうさせ ましょう。 

It is also advised that before putting anything in the mouth, wash your hands 

thoroughly and cook your meals with adequate heat as the risk of food poisoning 

rises at this time of the year. 

しょくちゅうどく も はっせい しやすく なるため、よく てあらいを して  

しょくひんは じゅうぶん かねつしてから たべるように しましょう。 

Those who’d like to get the flooded area disinfected, please contact Environment 

Protection Section after cleaning and drying up the area completely. 

しんすいした かしょの しょうどくを きぼうする ひとは、よごれを おとして 

じゅうぶんに かんそう させた あとに かんきょう ほぜんかへ れんらく して 

ください。 

POC: Environment Protection Section        Tel: 29-5100 

といあわせ：かんきょう ほぜんか    でんわ：２９－５１００ 

 

 

Closure of Iwakuni Athletic Park 

いわくに うんどう こうえん の きゅうえん 

 

● June 16 (Wed): ６がつ １６にち（すい） 

Please be aware that use of all facilities inside the park (including Walking course 

and Lawn field) will be suspended.  Booking of reservation is suspended as well. 

うんどう こうえん ない（ウォーキングコース、しばふ ひろば ふくむ）の すべての しせつが りよう で

きません。しせつよやく も できません ので ちゅうい 

して ください。 

POC: Iwakuni Athletic Park          Tel: 32-7411 

といあわせ：いわくに うんどうこうえん  でんわ：３２－７４１１ 


