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[Written information]
I carried out the feature [highlight] of Canada 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.
My homepages have nothing to do with the Japanese government.

【The source of Pictures】
Ichitaro &Hanako of JustSystems' softwares. Three photographs are taken by me.

I manufactured the integrality.
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【 WordSong 】Revised version.

第４回世界の歌（カナダ）・正式案内
The fourth world song revised version：Canada exhibition HP.
▼

[(A) The Exhibition Period: 開催期間] From January 29 ～ to April 9：[2022]
▽

[(B)Theme] （詳細テーマ。①英語、②フランス語、③日本語）

（English） Various abilities in a diverse society from Canada.
（French）Plusieurs capacités dans une société diverse de Canada.
（日本語）カナダから多様な社会の多様な能力を。

▽

♫［(C)Content & Venue］
❶ venue. 【第一会場】

� （公式 HP）http://takahama-chan.sakura.ne.jp/
① She's like the swallow. （彼女は燕のように…）
②カナダ音楽の源流. (The origin of Canadian music.)

→ First nation, Native American continent, Loving Canadian songs ...
▽

❷ venue. 【第二会場】
（安らぎ文庫）http://h-takamasa.com/
③ Hallelujah（ハレルヤ）
④ The prayer（祈り）、Dance me to the end of love

▼

⑤両会場：

Canadian folk songs, Dances（カナダ民謡と踊り）
→ Farewell Nova Scotia, Land of the Silverbirch, Ly O Lay Ale Loya;
カナダでの世界の踊り（World dances in Canada）等。
▽

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）

http://takahama-chan.sakura.ne.jp/
http://h-takamasa.com/
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English version ＆ 日本語版（Japanese version）

The fourth world song revised version
Canada exhibition schedule

Japan Standard Time.
▽ ▽

2022

The fourth world song：Part-1 (№ 1 )

29-Jan. ❶ The first venue - Official HP.【 】She's like the swallow...

30-Jan. ❷The second benue- Yasuragi HP.【✝hallelujah】...

↓ ↓

The fourth world song：Part-2 (№ 2 )

17.Feb. ❶ The first venue - Official HP.【 】

18-Feb. ❷The second benue- Yasuragi HP. 【✝hallelujah】

↓ ↓

The fourth world song：Part-3 (№ 3 )

27-Feb. ❶ The first venue - Official HP. 【Special version】

28-Feb. ❷The second benue- Yasuragi HP. 【Special Version】

↓ ↓

The fourth world song：Part-4 (№ 4 )

9-Mar. ❶ The first venue - Official HP. （Final）【 】

10-Mar. ❷The second benue- Yasuragi HP. （Final）【✝hallelujah】

The Canada special supplement version. ☞ � HP & HP.
Several times.
The end of the Canada special edition is imagined to be around early-April.
The fourth world song：Part-5 (№ 5 ) （Appendix.）

19-Mar. ❶ The first venue - Official HP. 【The prayer, ...】（Appendix）
20-Mar. ❷The second benue- Yasuragi HP. 【hallelujah, ...】（Appendix.）

（The following is undecided.）
The fourth world song：Part-6 (№ 6 )

29-Mar. ❶ The first venue - Official HP.【hallelujah, ...】（Appendix）
30-Mar. ❷The second benue- Yasuragi HP. 【The prayer, ...】（Appendix.）

The fourth world song：Part-6 (№ 6 )

9-Apr. ❶ The first venue - Official HP.【Canada-related whole】（undecided）
10-Apr. ❷The second benue- Yasuragi HP. 【Canada-related whole】（undecided）

※Some schedules may get mixed up.

According to situations, the last day may be postponed.
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第四回世界の歌・カナダ：日程表
日本時間

2022

第四回世界の歌：Part-1 (№ 1 )

1月29日 ❶ 第一会場 - 公式 HP. 【 】彼女は燕のように…、愛カナダ

1月30日 ❷第二会場- 安らぎ文庫 HP. 【✝:ハレルヤ】

↓ ↓

第四回世界の歌：Part-2 (№ 2 )

2月17日 ❶ 第一会場 - 公式 HP. 【 】

2月18日 ❷第二会場- 安らぎ文庫 HP. 【✝:ハレルヤ】

↓ ↓

第四回世界の歌：Part-3 (№ 3 )

2月27日 ❶ 第一会場 - 公式 HP. 【特別編検討中】

2月28日 ❷第二会場- 安らぎ文庫 HP. 【特別編検討中】

↓ ↓

第四回世界の歌：Part-4 (№ 4 ) :正式編最終回
3月9日 ❶ 第一会場 - 公式 HP. 【 】

3月10日 ❷第二会場- 安らぎ文庫 HP. 【✝:ハレルヤ】

世界の歌・カナダ付録編開始① ☞ � HP & HP.

第四回世界の歌：Part-5 (№ 5) :付録編
3月19日 ❶ 第一会場 - 公式 HP. 【カナダ・祈り】（付録編）

3月20日 ❷第二会場- 安らぎ文庫 HP. 【カナダ・ハレルヤ】 （付録編）

ハレルヤ、祈り、五輪方式実施

第四回世界の歌：Part-6 (№ 6) :付録編
3月29日 ❶ 第一会場 - 公式 HP. 【カナダ・ハレルヤ】

3月30日 ❷第二会場- 安らぎ文庫 HP. 【カナダ・祈り】

第四回世界の歌：Part-7 (№ 7) :付録編 (最終回)

4月9日 ❶ 第一会場 - 公式 HP. 【カナダ関連全】

4月10日 ❷第二会場- 安らぎ文庫 HP. 【カナダ関連全】

カナダを完全に去るのは 4月中旬か末頃と想像されます。

日程は多少前後する場合があります。また延長する場合もあります。
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【付録】その他の会場の御案内（Other sites related to Canada）
WorldSong❸ venue. 【第三会場・臨時会場】
総合案内所:General guide HP http://h-takamasa.com/

→世界の歌・カナダ関係資料など

Update or renewal every ten days during exhibition. [session]（期間中約 10日間隔で更新予定）
■

■

【参考（Reference）】
世界の歌・グランドステージ（World Song Grand Stage）
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/song-2/menu35.html
→ 3/19から公開（From March 19）
2018年 6月 6日公開のもの。
▽

時事更新(World News)( ＜ � 公式 HP / Official HP )
→毎回カナダの Newsも紹介（5, 15, 25日更新：Updated on the 5th day）
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/custom6.html
▽

現代社会（歴史・地理・経済）（＜ � 公式 HP/ Official HP）
カナダの歴史・地理・自然・政経

Geography, History, Nature, Culture, Politics and Economy ... of Canada.
→ 3/19から公開（From March 19）
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/custom15.html

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

February. 1：Modification March. 9 [2022]

http://h-takamasa.com/
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/song-2/menu35.html
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/custom6.html
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/custom15.html
http://takahama-chan.sakura.ne.jp
http://h-takamasa.com

