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How to Dispose of Four Major Household Appliances  

かでん ４ひんもくの しょり ほうほう 

 

Four major household appliances-A/C, TV, Refrigerator/Freezer and Washer/Dryer 

–are to be disposed of in compliance with “Home Appliance Recycling Act.” 

エアコン、テレビ、れいぞうこ・れいとうこ、せんたくき・いるい かんそうきの かでん ４ひんもく は、

「かでん リサイクルほう」にそって しょぶんされる ことと されている。 

That is to say, they cannot be taken out on designated pick-up days or brought 

into city’s disposal facilities. Their disposal must be done appropriately by one 

of the following methods.  

そのため、ていき しゅうしゅうに だしたり しの しょりしせつへ もちこんだり することは  

できません。つぎの いずれかの ほうほうで ただしく しょりして ください。 

① Ask the store you purchased the appliance in question at for a pick-up. 

こうにゅうした はんばいてんに ひきとりを いらいする 

② Request the licensed private domestic wastes handling companies for a  

pick-up. 

いっぱん はいきぶつ しゅうしゅう うんぱんぎょう きょかぎょうしゃ に いらい する 

※ Both services require handling fee and recycling fee.  

①② ともに しゅうしゅう うんぱん りょうきん、リサイクル りょうきん が ひつよう 

③ Pay the recycling fee at a post office and personally take it to the designated 

collection site (Iwakuni Office, Ohtake Branch, NIPPON EXPRESS CO., LTD. at 3-

13-16, Shin-minato-machi.)  

ゆうびんきょくで リサイクル りょうきんを しはらい、じぶんで してい ひきとり ばしょ（にっぽん 

つううん（かぶ）おおたけ してん いわくに えいぎょうか しんみなと ３ちょうめ １３－１６）へ  

もちこむ 

Please visit City’s website or check Pg.21 of Garbage Collection Calendar for 

details. 

くわしくは しホームページ や 「ごみ しゅうしゅう カレンダー」の ２１ページを かくにん  

してください。 

POC: といあわせ 

Environmental Projects Section        Tel: 31-5304 



かんきょう じぎょうか      でんわ：３１ー５３０４ 

Environmental Plant            Tel: 31-7710 

かんきょう じぎょうしょ     でんわ：３１－７７１０ 

General Branch Office   そうごう ししょ 

 

Training Seminar for Volunteer Community Interpreters 

コミュニティ つうやく ボランティア ようせい こうざ 

 

Who’s eligible: たいしょう  

Those who are interested in becoming a volunteer community interpreter (and 

are fairly good at conversational Japanese as well as another foreign language.)  

コミュニティ つうやく ボランティアに きょうみが あるひと（にちじょう かいわ ていどの  

にほんご および がいこくごが できる ひと） 

Date/Time: Feb.5 (Sat),  13:30-16:00    にちじ：２がつ ５か（ど） １３：３０－１６：００ 

Place: Training room-1, Iwakuni City Culture Center  

ばしょ：いわくに しみん ぶんか かいかん だい１ けんしゅうしつ 

Capacity: 30 people (FCFS)    ていいん：３０にん（せんちゃく じゅん） 

Content: ないよう 

Phase 1: Learning about the basic knowledge of community interpreter. Phase 

2: Demonstration of situational interpretation in daily life. (Demonstration is to 

be conducted basically in English and Chinese. Using of other languages can be 

arranged.) 

コミュニティ つうやくの きそちしき などを まなんだ あと、にちじょう せいかつで そうてい  

される ばめんの つうやく えんしゅうを おこなう （つうやく えんしゅうは えいご と ちゅうごく

ごで じっし よてい。たのげんごは よう そうだん） 

Instructor: こうし  

Naoko Takahara (National Government Licensed Guide Interpreter in Chinese 

recognized by MLIT).  

たかはら なおこ し（こくど こうつうしょう こうにん ちゅうごくご ぜんこく つうやく あんないし） 

Fee: \500    りょうきん：￥５００ 

Registration period: Jan.17 (Mon) – Feb.1 (Tue) 

ぼしゅう きかん：１がつ １７にち（げつ）～２がつ １にち（か） 

How to apply: もうしこみ 

Send e-mail to or call International Relations Office providing name, age, 

address, phone number, e-mail address, language of use, proficiency level, 

qualifications and experience. 

しめい、ねんれい、じゅうしょ、でんわばんごう、かいわ できる げんご、ごがく レベル、しかく、 

けいけんを イーメール または でんわで としこうりゅうしつ へ 

POC: といあわせ  

International Relations Office      Tel: 29-5211 



としこうりゅうしつ       でんわ：２９－５２１１ 

E-mail: kokusai@city.iwakuni.lg.jp 

 

Cultural Property Fire Prevention Day Event 

ぶんかざい ぼうかデー ぎょうじ 

 

Firefighting drill will be conducted on Cultural Property Fire Prevention Day in 

bid to renew the public awareness of importance of structures designated as 

cultural property in Iwakuni.  

ぶんかざい ぼうかデーに ともなって しょうぼう くんれんを おこない、しない の ぶんかざい  

けんぞうぶつの たいせつさを さいにんしき します。 

Date/Time: Jan. 26 (Wed),   10:00-    にちじ：１がつ ２６にち（すい）、１０：００～ 

Place: ばしょ 

Former Residence of the Mekatas, an important cultural property (2-chome, 

Yokoyama) 

じゅうよう ぶんかざい「きゅう めかたけ じゅうたく」（よこやま ２ちょうめ） 

POC: Cultural Property Protection Section       Tel: 28-5353 

といあわせ：ぶんかざい ほごか      でんわ：２８－５３５３ 

 

International Exchange Café 

こくさい こうりゅう カフェ 

 

Who’s eligible: Junior high school 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 いじょの ひと 

Date/Time: Feb.20 (Sun)    10:00- for about 2hrs 

にちじ：２がつ ２０にち（にち） １０：００～２じかん ていど 

Place: Training room-1, Iwakuni City Culture Center 

ばしょ：いわくに しみん ぶんか かいかん だい１ けんしゅうしつ 

Capacity: 20 people    ていいん：２０にん 

※ There will be a 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: An informal conversational English class with volunteers from the base. 

ないよう：きち ボランティアの がいこくじん との きがるな えいかいわ きょうしつ  

Fee: \400    りょうきん：￥４００ 

Registration period: Through Jan.31 (Mon) 

ぼしゅう きかん：１がつ ３１にち（げつ）まで 

How to apply: Through City’s website. 

もうしこみ：し ホームページから 

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 

mailto:kokusai@city.iwakuni.lg.jp


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 

※ Above listed clinics/hospitals are available for urgent cases only. 
きゅうかん 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 

Feb. 6 (Sun) 

２がつ ６か（にち） 

Kurisu Eye Clinic 

くりす がんか 

1-chome, Hirata 

ひらた １ちょうめ 
34-5513 

Kuga Clinic 

くが クリニック 

5144-2, Kuga-machi 

くが まち ５１４４－２ 
82-6611 

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 

Feb. 11 (N.H) 
２がつ １１にち 

（しゅく） 

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 

Feb. 13 (Sun) 

２がつ １３にち 

（にち） 

Goto Ob-Gyn Clinic 

ごとう さんぶじんか いいん 

1-chome, Iwakuni 

いわくに １ちょうめ 
43-3855 

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 

Feb. 20 (Sun) 

２がつ ２０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 

Kawata Clinic 

かわた クリニック 

5059, Kuga-machi 

くが まち ５０５９ 
82-6660 

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 

Feb. 23 (N.H) 

２がつ ２３にち 

（しゅく） 

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 

Feb. 27 (Sun) 

２がつ ２７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 

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 


