
   

2017 年 10 月 13 日 

 

 

 

 

 

明治大学の外国人留学生を対象に「ＮＨＫ古典芸能鑑賞会」へ招待がありました。 

参加を希望する方は下記のとおり国際教育事務室までメールにてお申込みください。 

 

記 

 

1. イベント詳細:  

(1) 日時：2017 年 10 月 28 日（土） 

開演：午後５時 30 分  開場：午後 4 時 30 分   終演予定：午後 8 時３０分 

(2) 場所：ＮＨＫホール（東京都渋谷区神南 2-2-1） 

(3) 内容： １．「月に舞う 空に奏でる」 ～人間国宝 至芸競演～ 

          ２．歌舞伎 近松門左衛門作 「平家女護島 俊寛」 一幕 

          https://pid.nhk.or.jp/event/PPG0305166/index.html 

2. 募集人数: 5 名(先着) 

3. 申込締切: 2017 年 10 月１７(火) 午後 5 時 

4. 申込方法: 以下のとおり，メールでお申込みください。 

■タイトル: NHK 古典芸能鑑賞会 (●● ●●)  ※(  )内は自分の名前 

■送信内容: ①氏名 ②性別 ③国籍 ④学部 ⑤学年 ⑥学生番号 

■申込先: 国際教育事務室：isupport@meiji.ac.jp 

5. その他 

(1) 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方のみ，国際教育事務室から Oh-o!Meiji で 

ご連絡いたします。 

(2) 外国人留学生の方が対象となります。 

(3) 招待日当日は学生証を持参してください。専用窓口にて受付をします。 

(4) 開演時間に余裕を持って来場してください。 

(5) 招待が決まった学生は，無断欠席することのない様にしてください。 

 

                                                      以 上 

 

「ＮＨＫ古典芸能鑑賞会」への招待のお知らせ 



 

October 13, 2017 

 

 

 

NHK will offer an opportunity to watch classic Japanese performing arts for international students of 

Meiji University. If you would like to apply for the event, please refer to the following instructions and 

send us an e-mail for an application. 

 

 

1.Event Details:  

(1) Date: October 28, 2017 (Saturday)  

Start: 5:30pm  Open:4:30pm  End: 8:30pm 

(2) Place: NHK Hall ( 2-2-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo) 

(3) Contents:1. “Tsukini mau Sorani kanaderu” –Living national treasure Shigeikyoen- 

2. Kabuki by Chikamatsu Monzaemon “Heike Nyogo no sihma Shunkan”  

  Hitomaku  

https://pid.nhk.or.jp/event/PPG0305166/index.html 

2. Number of Students Invited: 5 students (first-come-first-served basis) 

3. Application Deadline: October 17 2017 (Tuesday) 5PM 

4. How to Apply: Please apply by e-mail with following instructions. 

 Email subject:  NHK Classic Performing Arts ( your name ) 

 Email text:     ①Your name ②Gender ③Nationality  

④Faculty ⑤School year ⑥Student ID number  

 Email address: International Student Office: isupport@meiji.ac.jp 

 

5. Others 
(1) In the case of many applicants, it becomes the first-come-first-served basis. International 

Student Office will contact via Oh-o!Meiji only those students who can participate in the event. 

(2) This offer is only for International student.  

(3) Bring your Student ID Card on the date of the event. You will register at the exclusive 

reception.  

(4) Leave time to spare and do not be late for the registration time. 

(5) Do not be absent without notice.   

   

 
Invitation for NHK Classic Performing 

Arts  
 

 


