[Written information]
I carried out the feature [highlight] of Italy 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.

【The source of Pictures】
Ichitaro &Hanako of JustSystems' softwares. Four pictures are borrowed from Wikipedia.
I manufactured the integrality.
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【

WordSong 】Revised version.

第 3 回世界の歌（Italia）・正式案内
The third world song revised version：Italy exhibition HP.
▼
[(A) The Exhibition Period: 開催期間] From October 19 [2021]～ to December 20：[2021]
▽
[(B)Theme]
（ 'O sole mio. ：「太陽だ」
）
詳細テーマ。①イタリア語語、②英語、③日本語）
（Spanish） 'O sole mio in Italia. Luciano Pavarotti, Lei è il mio sole nel mondo.
（English） 'O sole mio in Italy. Luciano Pavarotti, you are my sun in the world.
（日本語）「オー・ソレ・ミオ（私の太陽）」パヴァロッティ、あなたは世界の中で私の太陽だ。
▽
♫［(C)Content & Venue］
❶ venue. 【第一会場】
（公式 HP）http://takahama-chan.sakura.ne.jp/
① 'O sole mio ：（私の太陽）
② Madame Butterfly. (蝶々夫人)
▽
❷ venue. 【第二会場】
（安らぎ文庫）http://h-takamasa.com/
③ O mio babbino caro. （私のお父さん)
④ Le quattro stagioni ｛The Four Seasons：四季 (ヴィヴァルディ｝
▼
⑤両会場で Italian songs（イタリアの歌）→ Santa Lucia、Aida、Ennio Morricone（帰れソレント
へ）、Torna a Surriento、La Traviata（椿姫）、Nessun Dorma、Tarantella Napoletana, and so on.
▽
Update or renewal every ten days during exhibition. [session]（期間中 10 日間隔で更新）
I describe singers reported in my HP later. （詳細は後日）
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English version

＆

日本語版（Japanese version）

The third world song revised version
Italy exhibition schedule
▽

19-Oct.
20-Oct.
↓
9.Nov.
10-Nov.
↓
19-Nov.
20-Nov.
↓
29-Nov.
30-Nov.

Japan Standard Time.
▽
2021
The third world song：Part-1 (№ 1 )
❶ The first venue Official HP. 【 】
❷The third venueYasuragi HP. 【 】
↓
The third world song：Part-2 (№ 2 )
❶ The first venue Official HP. 【 】
❷The third venueYasuragi HP. 【 】
↓
The third world song：Part-3 (№ 3 )
❶ The first venue Official HP. 【Special version】
❷The third venueYasuragi HP. 【Special Version】
↓
The third world song：Part-4 (№ 4 )
❶ The first venue Official HP. （Final）【 】
❷The third venueYasuragi HP. （Final）【 】

The Italy special supplement version. ☞
HP &
HP.
Several times. The end of the Italian special edition is imagined to be around
mid-December or around late December.
The third world song：Part-5 (№ 5 ) （ Appendix.）
9-Dec. ❶ The first venue Official HP. 【 】（ Appendix.）
10-Dec. ❷The third venueYasuragi HP. 【 】（ Appendix.）
（The following is undecided.）

The third world song：Part-6 (№ 6 )
19-Dec. ❶ The first venue Official HP. 【 】（ undecided）
20-Dec. ❷The third venueYasuragi HP. 【 】（ undecided）
※Some schedules may get mixed up.
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第三回世界の歌・イタリア：日程表
日本時間

10月19日
10月20日
↓
11月9日
11月10日
↓
11月19日
11月20日
↓
11月29日
11月30日

2021
第三回世界の歌：Part-1 (№ 1 )
❶ 第一会場 公式 HP. 【 ：太陽】
❷第二会場安らぎ文庫 HP. 【 ：お父さん】
↓
第三回世界の歌：Part-2 (№ 2 )
❶ 第一会場 公式 HP. 【 ：太陽】
❷第二会場安らぎ文庫 HP. 【 ：お父さん】
↓
第三回世界の歌：Part-3 (№ 3 )
❶ 第一会場 公式 HP. 【特別編検討中】
❷第二会場安らぎ文庫 HP. 【特別編検討中】
↓
第三回世界の歌：Part-4 (№ 4 ) :正式編最終回
❶ 第一会場 公式 HP. 【 ：太陽】
❷第二会場安らぎ文庫 HP. 【 ：お父さん】
世界の歌・イタリア付録編開始① ☞ HP & HP.
（1 ～ 2 回を 10 日間隔で行うもしれない。）
第三回世界の歌：Part-5 (№ 5) :付録編

12月9日・ ❶ 第一会場 公式 HP. 【 ：太陽】（付録編）
12月10日 ❷第二会場安らぎ文庫 HP. 【 ：お父さん】（付録編）
（下記は未定：必要時には行うが行わない場合もある）
第三回世界の歌：Part-6 (№ 6) :付録編 →未定
12月19日 ❶ 第一会場 公式 HP. 【 ：太陽】（開催は未定）
12月20日 ❷第二会場安らぎ文庫 HP. 【 ：お父さん】（開催は未定）
イタリアを完全に去るのは 12 月中旬か下旬頃と想像される。

日程は多少前後する場合があります。

From

浜田隆政
浜田隆政 （HAMADA
HAMADA TAKAMASA
TAKAMASA ）
The
The messenger
messenger for
for aa great
great peace
peace of
of mind.
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
Official HP
HP http://takahama-chan.sakura.ne.jp
http://takahama-chan.sakura.ne.jp
Yasuragibunko
Yasuragibunko：
：http://h-takamasa.com
http://h-takamasa.com
October. 16 [2021]
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