
CITY INFORMATION しほう 
Iwakuni City Hall at 1-14-51 Imazu-machi, Iwakuni City, Yamaguchi-ken 
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Open days of municipal pools  しえい プールの かいほうび 

 

Please bring your own drink for prevention of heat stroke when using a pool. 

プール りようの さいは、ねっちゅうしょう よぼうの ため、かくじで のみもの を よういして ください。 

※ The number of users will be limited to prevent the spread of COVID-19. Please call 

the facility for details. 

しんがた コロナウイルス かんせん ぼうしたいさく として、りよう にんずう などに せいげん を もうけます。 

くわしくは しせつに といあわせて ください 

※ Closed from Aug. 13 (Fri) to 16 (Mon).  ８がつ １３にち（きん）～１６にち（げつ）は きゅうじょう 

※ All facilities but Miwa B&G Marine Center may be closed due to adverse weather or 

high WBGT index. 

みわ ビーアンドジー かいよう センター いがいの しせつは あくてんこうの ひ、あつさ しすうが たかいひ は 

きゅうじょうする ことが あります 

※ Asahi pool is closed for whole season. あさひ プールは ぜんきかん きゅうじょう 

● Tateishi pool  たていし プール 

Who’s eligible: たいしょう  

Junior high school students and younger ( 2nd graders and younger need parental 

attendance. Up to three kids per one adult). 

ちゅうがくせい いかの ひと（しょうがく ２ねんせい いかは ほごしゃの どうはん が ひつよう。ひとりに つき 

こども ３にん まで） 

※ 3rd graders and older must fill in POC in case of emergency, address and health check 

sheet. 

しょうがく ３ねん～ちゅうがくせいは きんきゅう れんらくさき、じゅうしょ、けんこう チェックシートの きにゅう 

ひつよう 

Date/Time: July 20 (Tue) – Aug. 31 (Tue) (Monday is closed), 10:00-15:30 

にちじ：７がつ ２０にち（か）～８がつ ３１にち（か）（げつよう は きゅうじょう） ごぜん １０じ～ごご ３じ はん 

POC: General Athletic Gymnasium   Tel; 32-７411 

といあわせ：そうごう たいいく かん   でんわ：３２－７４１１ 

● Yuu Elementary School pool  ゆう しょうがっこう プール 

Who’s eligible: たいしょう 

Anyone (elementary school kids and younger need parental attendance. One kid per one 

adult). 

だれでも （しょうがくせい いかの ひとは ほごしゃの どうはんが ひつよう、ひとりに つき こども ひとり） 

※ Must fill in POC in case of emergency, address and health check sheet. 

きんきゅう れんらくさき と じゅうしょ、けんこう チェックシートの きにゅうが ひつよう 



Date/Time: にちじ 

July 21 (Wed) – Aug. 8 (Sun)  ○ Mon-Fri=17:00-19:00  ○ Sat/Sun=14:00-16:30 

７がつ ２１にち（すい）～８がつ ８か（にち）、げつ～きん＝ごご ５じ～７じ  ど・にち＝ごご ２じ～４じ はん 

POC: Sports Promotion Section, Yuu Branch     Tel: 63-0121 

といあわせ：スポーツ すいしんか ゆう ぶんしつ   でんわ：６３－０１２１ 

● Kuga Elementary School pool  くが しょうがっこう プール 

Who’s eligible: たいしょう 

Elementary school students and older (2nd graders and younger need parental 

attendance.Three kids per one adult). 

しょうがくせい いじょうの ひと （しょうがく ２ねんせい いかは ほごしゃの どうはんが ひつよう。ひとりに 

つき こども ３にん まで） 

Date/Time: July 21 (Wed) – Aug. 21 (Sat) (closed on Sunday) 10:00-12:00, 13:00-16:00 

にちじ：７がつ ２１にち（すい）～８がつ ２１にち（ど）（にちよう は きゅうじょう） 

ごぜん １０じ～１２じ、ごご １じ～４じ 

POC: Sports Promotion Section, Kuga       Tel: 82-5445 

といあわせ：スポーツ すいしんか   でんわ：８２－５４４５ 

● Shuto pool  しゅうとう プール 

Who’s eligible: たいしょう 

○ Tosho pool=Infant (parental attendance required) 

としょう プール＝ようじ（ほごしゃの どうはんが ひつよう） 

○ 25m pool=Elementary school students and older (2nd graders and younger need 

parental attendance. Up to three kids per one adult). 

２５メートル プール＝しょうがくせい いじょうの ひと（しょうがく ２ねんせい いかは ほごしゃの どうはんが 

ひつよう。ひとりに つき こども ３にん まで） 

○ 50m pool=closed  ５０メートル プール＝きゅうし 

Date/Time: July 21 (Wed)- Aug.21 (Sat) (Closed on Sunday), 10:00-12:00, 13:00-15:00 

にちじ：７がつ ２１にち（すい）～８がつ ２１にち（ど）（にちよう は きゅうじょう） 

ごぜん １０じ～１２：００、ごご １じ～３じ 

POC: Sports Promotion Section, Shuto Branch    Tel: 84-7707 

といあわせ：スポーツ すいしんか しゅうとう ぶんしつ  でんわ：８４－７７０７ 

● Shuto Wakaba pool  しゅうとう わかば プール 

Who’s eligible: たいしょう 

① Junior high school students and younger (2nd graders and younger need parental  

attendance. Up to three kids per one adult). 

ちゅうがくせい いかの ひと（しょうがく ２ねんせい いかは ほごしゃの どうはん が ひつよう。ひとりに つき 

こども ３にん まで） 

② High school students and older  こうこうせい いじょうの ひと 

Date/Time: July 21 (Wed)- Aug.28 (Sat)  ①=13:00-16:00 ②=16:00-17:00 

にちじ：７がつ ２１にち（すい）～８がつ ２８にち（ど）  ①＝ごご １じ～４じ  ②=ごご ４じ～５じ 

POC: Shuto Minami Welfare Center        Tel: 84-0213 

といあわせ：しゅうとう みなみ ふくし かいかん   でんわ：８４－０２１３ 

● Miwa B&G Marine Center  みわ ビーアンドジー かいよう センター 

Who’s eligible: たいしょう 

Anyone (3rd graders and younger need parental attendance). 



だれでも（しょうがく ３ねんせい いかは ほごしゃの どうはんが ひつよう） 

Date/Time: Through Aug.31 (Tue)  (Closed on Monday) 

にちじ：８がつ ３１にち（か）まで（げつよう は きゅうじょう） 

○ Weekdays through July 20 (Tue)=17:00-19:30 

７がつ ２０か（か）までの へいじつ＝ごご ５じ～７じ はん 

○ Weekdays from July 21 (Wed)-Aug. 31 (Tue)=15:00-19:20 

７がつ ２１にち（すい）～８がつ ３１にち（か）の へいじつ＝ごご３じ ～ ７じ はん 

○ Sat/Sun, National Holiday=13:00-17:30  ど・にちよう、しゅくじつ＝ごご １じ～５じ はん 

POC: といあわせ 

Miwa B&G Marine Center         Tel: 96-0700 

みわ ビーアンドジー かいよう センター  でんわ：９６－０７００ 

Sports Promotion Section, Miwa Branch       Tel: 95-0005 

スポーツ すいしんか みわ ぶんしつ   でんわ：９５－０００５ 

 

Swimming area at Minato Oasis Yuu not to be opened 

みなと オアシス ゆうの かいすいよくじょう は かいせつ しません 

 

As a measure to control the spread of COVID-19, the swimming area at Shiokaze Park 

Minato Oasis Yuu will not be opened this season. 

しんがた コロナウイルス かんせんしょうの かくだい ぼうし のため、しおかぜ こうえん みなと オアシス ゆう

の かいすい よくじょうは かいせつ しません。 

POC: Local Vitalization Section, Yuu General Branch Office  Tel: 63-1111 

といあわせ: ゆう そうごう ししょ ちいき しんこうか  でんわ：６３－１１１１ 

 

When a dog bites someone or bit by a dog… 

いぬの こうしょう じこが おきたら 

 

● To pet dog owners  いぬの かいぬし の みなさまへ 

If your dog bites someone while out for a walk, you are obliged to notify Public Health 

Department of the incident according to Pet Dog Control Ordinance of Yamaguchi 

Prefecture. Please comply with this regardless of the extent of injury. 

さんぽちゅう などに かいいぬが ひとを かんで しまったときは、やまぐちけん かいいぬ とう とりしまり 

じょうれい で ほけんしょ への とどけでが ぎむ づけられて います。けがの ていどを とわず、かならず  

とどけでて ください。 

● When bit by a dog  いぬ に かまれた ばあいは 

You may get infected with a disease like Tetanus. Go see a doctor to get an appropriate 

treatment.  

はしょうふう などの かんせんしょうを ひきおこす かのうせいが あります。 

いりょうきかん を じゅしんし、いしの てきせつな しょちを うけて ください。 

POC: といあわせ  

Environment Protection Section         Tel: 29-5100 

かんきょう ほぜんか        でんわ：２９－５１００ 

Public Health Department, Iwakuni, Yamaguchi pref.     Tel: 29-1527 

やまぐちけん いわくに かんきょう ほけんしょ   でんわ：２９－１５２７ 
 



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. Please check with newspapers 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 
* Ohya Dental Clinic’s Clinic Hours is from 09:00 – 12:00 (Reception hours until 11:30) 
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 

August 1 (Sun) 

８がつ １にち（にち） 

Yasuoka DERM Clinic 

やすおか ひフか クリニック 

2-chome, Yamate-machi 

やまて まち ２ちょうめ 
29-1112 

Kuga Chuo Hospital 

くが ちゅうおう びょういん 

1448, Kuga-machi 

くが まち １４４８ 
82-5123 

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 

August 8 (Sun) 

８がつ ８か（にち） 

Sato Eye Clinic 

さとう がんか 

5-chome, Muronoki-machi 

むろのき まち ５ちょうめ 
30-3100 

Kobayashi Clinic 

こばやし いいん 

Nishi-Nagano, Shuto-machi 

しゅうとう まち にしながの 
84-0613 

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 

August 9 (NH) 

８がつ ９か（きゅう） 

Hironaka Urology Clinic 

ひろなか ひにょうきか 

2-chome, Nishimi 

にしみ ２ちょうめ 
43-1135 

August 15 (Sun) 

８がつ １５にち（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 

Nishiki Chuo Hospital 

にしき ちゅうおう びょういん 

Hirose, Nishiki-machi 

にしき まち ひろせ 
72-2321 

＊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 

August 22 (Sun) 

８がつ ２２にち（にち） 

Kurisu Eye Clinic 

くりす がんか 

1-chome, Hirata    

ひらた １ちょうめ 
34-5513 

Yagi Clinic 

やぎ クリニック 

829-1, Kuga-machi 

くが まち ８２９－１ 
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 

August 29 (Sun) 

８がつ ２９にち（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 

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 


