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能楽 BASARA 能楽鑑賞招待のお知らせ 

 

能楽 BASARA 主催により，能楽の公演「源氏物語」が実施されます。このたび本学留学生にご招待を頂きました。

国際教育事務室が取りまとめ，代理で申込みを行います。参加を希望する学生は，国際教育事務室までメールでお

申し込みください。 

 

●募集人数 ：30名（先着） 

●申込方法 ：国際教育事務室まで，メールでお申し込みください。 

・メールアドレス：cip@mics.meiji.ac.jp 

・メールタイトル：【能楽鑑賞の申込（学部・氏名）】 

・送信内容： (1)学部・研究科  (2)学年   (3)学生番号  (4)氏名・カタカナ  (5)国籍  (6)電話番号  

 ●申込締切日：2014年 6月 18日（水）12：00 ＊先着順 

※ 応募者多数の場合は先着順となります。 

※ 参加していただける 30 名のみ，6 月 19 日（木）以降に国際教育事務室からメールでご返信します。 

※ 参加決定者は 7 月 2 日（水）までに，国際教育事務室もしくは中野キャンパス３階事務室までチケットを取り
に来てください。 

※ 個人情報の取り扱いについて：申込時に提供された情報は，国際教育事務室から申込者への連絡，および
主催者への代理申込の為に利用されます。この利用目的の適正な範囲内において使用されますが，その他
の目的には利用されません。なお，主催者には，参加決定者の国籍別人数のみ情報が提供されますので，
この点をご理解いただける方のみお申し込みください。 

●主 催：能楽 BASARA 

 

Invitation to Noh Performance by Noh-Gaku BASARA 

 

Noh-Gaku BASARA invites international students to their performance “The Tale of Genji”. 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. 

 

●The number of people invited ：30 people 

●How to apply：Please contact International Student Office via e-mail. 

 ・E-mail address ：cip@mics.meiji.ac.jp 

・Title of your e-mail ：【Noh Performance application ( your school , your name)】 

・Contents to be included： 

(1) Name of school  (2) Grade  (3) Student number  (4) Name & name in KATAKANA（カタカナ） 

(5) Nationality (6) Phone number   

●Deadline ： June 18 (Wed), 2014  12:00 ＊first-come-first-served basis 

※ First 30 students will be accepted. 

※   International Student Office will reply to only those who can participate in the event after the deadline. 

※  The students who will attend the event need to pick up their ticket at International Student Office or 

Nakano Campus Office (3F) by July 2nd (Wed), 2014. 

※  About privacy: The personal information provided in application will be used when International Student 

Office contacts the participants and when the Office makes applications to the sponsor. The information 

will not be used for other purposes. Please note that the Office will provide sponsor with statistics of 

nationalities of the participants.  

●Sponsor ：Noh-Gaku BASARA  
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