
 
 

  

 

留学生対象 相撲観戦のお知らせ 
 公益財団法人母と学生の会主催により，相撲観戦が下記のとおり実施されます。 

国際教育事務室が取りまとめ，代理で申し込みを行いますので，観戦を希望する留学生は， 

国際教育事務室までメールでお申込みください。 

 

記 
 

イベント詳細：別紙，要項（相撲 SUMO At Ryogoku Kokugikan）をご確認ください 

募集人数： 3名 

申込締切： ２０１８年１月１２日（金）１７：００  

申込方法： 国際教育事務室へ，メールでお申込みください。 

■タイトル 相撲観戦申込（自分の名前） 

■送付内容: ①氏名・カタカナ  ②住所 ③電話 ④性別 ⑤年齢 ⑥国籍  

⑦学部 ⑧学年 ⑨学生番号  

⑩昼食の希望の有無（希望しない場合も費用は変わりません） 

          ■メールアドレス isupport@meiji.ac.jp 

問合せ先：  国際教育事務室 ０３-３２９６-４１４１ 

 

＜注  意＞ 

※応募者多数の場合は先着順となります。参加決定者のみ，国際教育事務室から連絡致します。 

（本年度，母と学生の会の実施するプログラムに参加したことのない学生を優先します。） 

※参加費用は，郵便振替でお支払いただきます。（詳細は別途案内します。） 

※お申込み代金の返金はできませんので，参加できなくなった場合は，必ず代わりの方を探して下さい。 

 
 

 

国際教育事務室／International Student Office                     2018 年 1 月 10 日 
 



 

 

相撲 SUMO at Ryogoku Kokugikan 

 
Event Details：Please refer to the attached Guideline, “SUMO At Ryogoku Kokugikan”.    
Number of Students Invited：3 students 
Application Deadline： January 12, 2018 (Fri) 5:00pm  
How to Apply：Please apply via e-mail, following instructions; 

■Email subject: SUMO application（your name） 
■Email text: ①Name ②Address ③Phone number ④Gender ⑤Age ⑥Nationality  

⑦Faculty ⑧School year ⑨Student number 
⑩Whether to want the lunch (Yes / No) *No deduction of fee in this case. 

              ■E-mail address: isupport@meiji.ac.jp 
Contact： International Student Office, Meiji University  (Tel: 03-3296-4141) 
 

<Attention> 
*First 2 students will be accepted. International Student Office will contact only those students who can 
participate in the event. (We preferentially invite students without the participation to priority for 
programs which sponsored by Mothers and Students’ Association in this year.)  

*Please pay the fee using JAPAN POST OFFICE. (We inform the detail later to only those students who 
can participate in the event.) 

*No refund is possible in case of absence. Please find someone who can attend instead. 

 

国際教育事務室／International Student Office                   January 10, 2018 
 

Mothers and Students Association will offer an opportunity for international students to 
watch a Sumo tournament, “2018 Japan Grand Sumo Tournament.” International Student 
Office will apply for it on behalf of international students. If you would like to apply for the 
event, please refer to the following instructions and send us an e-mail for an application. 

 

http://ejje.weblio.jp/content/preferentially


 
At Ryogoku Kokugikan 
2018 Japan Grand Sumo Tournament Watching Event 

Sponsored by 

Mothers and Students’ Association  母と学生の会 

                Heiwa Nakajima Foundation  平和中島財団(HNF) 
 

日時：2018 年 2 月 11 日(日・祝）※12 時 40 分集合厳守  
Date and Time：Sunday, February 11th, 2018  *Please arrive by 12：40ｐ.m. 
 

集合場所：｢安美 両国総本店（あみ）｣ (JR 両国駅東口１分)              

Meeting place: Chanko dining ‘AMI’(RyogokuSo-honten)  tel:03-5669-1570 

(1min. from the East exit of Ryogoku Station, JR Sobu Line)  
 

費用：1000 円 椅子席 B 入場券、相撲前の昼食(海鮮ちゃんこ)を含む 

 Fee: 1000yen, includes Arena Seat B ticket & lunch of ‘Seafood chanko’ 
 

申込場所・締切 ：留学生担当課 2018 年 1 月 22 日(月) 

Please apply to your Students Office by January 22nd (Mon), 2018 
  
・お申し込みの代金は返金できませんので、都合悪く参加できなくなった時は、代わりの方を必ずお探しください。 

No refund is possible in case of absence. Please find someone who can attend instead. 
 

･当日突然の欠席の際は必ず連絡下さい。 

Contact us if you cannot attend at the last  

moment. 
   （080-1189-0423 Sekine 関根まで） 

 

 

<最寄り駅 Access> 

・JR総武線 両国駅 

・都営大江戸線 両国駅. 

・Ryogoku Station, JR Sobu Line 

・Ryogoku Station, Toei-Oedo Line 

 

※イベントの写真は当財団のホームページやフェイスブックに掲載させていただくことがあります。 

  Please note that photos of the event may be posted on our Website and Facebook. 

相撲 SUMO 

tel:03-5669-1570
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