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[Written information] Informationen der deutschen Ausstellung.

I carried out the feature [highlight] of Germany on my homepages.
I would appreciate it, if you could look at it.
From � 浜田隆政（Hamada Takamasa ）

Nonprofit:
Free of ( from ) subscription, donations, advertisements and subsidies.
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【 #WordSong】
第11回世界の歌（ドイツ）・正式案内

The eleventh world song：Germany exhibition HP.
▼
[(A) The Exhibition Period: ] From April 12～ to November：[2020]
Detail Schedule （日程表）
[ ]=http://yasuragiblog.h-takamasa.com/?menu=27780
[PDF］→ http://h-takamasa.com/Blog/wp-content/uploads/2020/04/e05603ccef7f580d4e383e246f2bfaeb.pdf
▽
[(B)Theme] 人間愛（♥ Human Love! ）
（詳細テーマ。①語、②英語、③日本語、④共通語の順番）

（English）Human love.
（Deutsch. ）Menschliche Liebe.
（日本語）人間愛。
（Universal）  ♂�  ♂�
□
□
[(C)Address ↓]開催アドレス

The eleventh world song Germany: Grand exhibition HP
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/song-2/menu87.html

▽
♫［(D)Content］
① Dschinghis Khan：ジンギスカン関連の歌
② Boney M 関連の歌
③ An die Freude ：（【English】 Ode to Joy ）
④ Hallelujah ：ハレルヤ
⑤ Etc.
▽
(E)Two branches of 11th exhibition.・分科会

Update or renewal every ten days during exhibition. [session]（期間中十日間隔で更新）
❶ venue. 【第一会場】

� （公式 HP）http://takahama-chan.sakura.ne.jp/
❷ venue. 【第二会場】
（安らぎ文庫）http://h-takamasa.com/

❸ venue. ❸ The extra venue. 【臨時・第三会場】
（総合案内所・ Highlight）http://yasuragiblog.h-takamasa.com/

[Reference]History, Culture, Politics, etc. of Germany.
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/custom15.html
▽
I describe singers reported in my HP later.

http://yasuragiblog.h-takamasa.com/?menu=27780
http://h-takamasa.com/Blog/wp-content/uploads/2020/04/e05603ccef7f580d4e383e246f2bfaeb.pdf
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/song-2/menu87.html
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/
http://h-takamasa.com/
http://yasuragiblog.h-takamasa.com/
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/custom15.html
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English version ＆ 日本語版（Japanese version）

The eleventh world song：Germany exhibition HP schedule
―［Revision version］April 18―

Japan Standard Time.

9-Apr History, politics and culture ofGermany
▽ ▽
12-Apr The opening：Grand stage.［ World Song HP.］
13-Apr The explanation of the eleventh world song [Germany exhibition].
14-Apr The NEWS of this week. Germany.
15-Apr The eleventh world song：Part-1 (№ 1 )

❶ The first venue - Official HP.
16-Apr The eleventh world song：Part-1 (№ 1 )

❷The second venue- Yasuragi HP.
17-Apr ❸The third venue [The extra venue] - Highlight HP.
18-Apr Written information] of the feature [highlight] of Germany on my ho

mepages
↓ ↓
30-Apr Part №2 ☞ Official HP & Yasuragi HP.
10-May Part №3・Special version -The attack from Asia. ☞ HP & HP.
20-May Part №4 ☞ HP & HP.
30-May Part №5・Special version -The counterattack of Germany.

☞ HP & HP.
10-Jun Part №6 ☞ HP & HP.
20-Jun Part №7・Special version -The allurement of Switzerland

and Austria. ☞ HP & HP.
30-Jun Part №8 ☞ HP & HP.
10-Jul Part №9 ☞ HP & HP.
20-Jul Part №10・Final. ☞ HP & HP.

↓ ↓
30-Jul The German special supplement version. ☞ HP & HP.

Several times.
The end of the German special edition is imagined to be around
mid-November or around late November.

※ Some schedules may get mixed up.
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第11回世界の歌・ドイツ開催日程修正版：April 18

4/9（木曜） ドイツ現代社会案内
▽ ▽
4/12（日曜） 開演：グランドステージ
4/13（月曜） 第11回世界の歌解説：安らぎブログ
4/14（火曜） 時事更新・ドイツ特集の一部
4/15（水曜） 第11回世界の歌・パート1

❶会場 公式HP開幕
4/16（木曜） 第11回世界の歌・パート1・

❷会場 安らぎHP開幕
4/17（金曜) ❸会場総合案内所・解説
4/18（土曜） 正式案内公開→各方面へ
↓ ↓
4/30（木曜） パート№2 ☞ 公式HP & 安らぎ文庫HP.
5/10（日曜） パート№3・特別編：アジアの襲撃 ☞ HP & HP.

№3・特別編→特別編は№2に持って行くかもしれない。
5/20（水曜） パート№4 ☞ HP & HP.
5/30(木曜） パート№5・特別編：ドイツの反撃 ☞ HP & HP.
6/10（水曜） パート№6 ☞ HP & HP.
6/20（土曜) パート№7・特別編：スイス&オーストリアの誘惑とEUの中のドイツ

☞ HP & HP.
6/30（火曜） パート№8 ☞ HP & HP.
7/10（金曜） パート№9 ☞ HP & HP.
7/20（月曜） パート№10・正式編最終 ☞ HP & HP.
↓ ↓
7/30（木曜） 世界の歌・ドイツ付録編開始① ☞ HP & HP.

多分、2～4回を毎週か10日間隔で行うもしれない。
ドイツを完全に去るのは11月中旬か下旬頃と想像される。

※第一会場（ 公式HP）と第二会場（ 安らぎ文庫HP）はパート
集の開催日を、どちらかを一日前倒しする予定。

※上記日程は諸事情で多少前後したり、変更したりする場合があるか
もしれません。
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【Reference】
The eleventh world song and Universal Declaration of Human Rights (Article 1)
【YouTube】第 11回世界の歌・ドイツと世界人権宣言

Click☞ https://www.youtube.com/watch?v=OVDC5bLsfU0&feature=emb_logo

（English）All human beings are born free and equal in dignity and rights.
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another
in a spirit of brotherhood.
▽

（日本語）すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とに
ついて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しな

ければならない。
▽

（Deutsch）Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der
Brüderlichkeit begegnen.

From 浜田隆政浜田隆政 （HAMADA TAKAMASAHAMADA TAKAMASA ）
The messenger for a great peace of mind.The messenger for a great peace of mind.

( My name is Takamasa Hamada, but I'm Hamada Takamasa in Japan.
Takamasa is my given name, while Hamada is my family name.

I would appreciate it if you would call me Hamada-san. )

My principle is non-partisan and neutralism of denomination.
But I'm a peacemonger. �

: � Official HP http://takahama-chan.sakura.ne.jpOfficial HP http://takahama-chan.sakura.ne.jp
:: YasuragibunkoYasuragibunko：：http://h-takamasa.comhttp://h-takamasa.com

April. 18 [2020] : Revision September-3［2020］

https://www.youtube.com/watch?v=OVDC5bLsfU0&feature=emb_logo
http://takahama-chan.sakura.ne.jp
http://h-takamasa.com

