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【今月のトピックス Topics of the month】
▼KANAFAN 交流会に参加しませんか？ Join KANAFAN get-together!
▼本日配信！KANAFAN TV 最新ナンバー Check it today! The latest KANAFAN TV
▼ 今月の神奈川
▼ 観光情報

Kanagawa Updates & Photo Topics
バラ＆早春のお花フォトコンテスト Flower photo contest

▼ コンサートチケットプレゼント

Ticket giveaway for classical concert

▼大倉山商店会アンケートにご協力ください

Questionnaire on Okurayama Shopping St.

☆:;;:★:;;:☆:;;:★:;;:☆:;;:★:;;:☆:;;:★:;;:☆:;;:★:;;:☆:;;:★
┏━━━━━━
◆ 新着情報 ◆ What's New?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━
【KANAFAN 交流会に参加しませんか？】─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
Join KANAFAN get-together!
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
かながわ国際ファンクラブの会員（外国人）
、サポート会員（支援する日本人）の皆さん、ご参加ください！
今回は日本の高校生と留学生が、出身地域の変わった習慣をテーマにプレゼンを行います。おもしろい発見
があるかも？！
▼日時：2016 年 3 月 13 日（日） 14：30～16：00
▼会場：かながわ県民センター 2 階ホール
Kanagawa International Fan Club members (foreign nationals) and supporting members (Japanese), please
join us! There will be presentation by Japanese high school students and international students
on the topic of quaint customs of their hometown. You can find some curious facts!
▼Time & date: 14：30 to 16：00, Sun., Mar. 13, 2016
▼Venue: Kanagawa Kenmin Center 2F hall
▼ 詳細・お申し込みはこちら For details and application ↓ (in Japanese)
（日本語）http://www.kanafan.jp/kanafan_fanclubparty

【本日生配信！KANAFAN TV 最新ナンバー】─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
Check it today! The latest KANAFAN TV live broadcast
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
インターネット放送局 KANAFAN TV の最新回が、本日 3 月 1 日 18：30 から生配信されます。
留学生等の外国人の MC、レポーターを迎え、とっておきの神奈川をご紹介します。今回は外国籍の方達の学
校での様子や、介護研修の様子をレポート。外国籍の生徒達はどんな風に日本語を学んでいるの？？ 介護
職の研修って？
Internet station KANAFAN TV will broadcast a new program live from 18:30 today, Mar. 1. International
students serving as MCs/reporters show you the best of Kanagawa. This time they will cover foreign

nationals at school and nursing home. How are they learning Japanese language? What’s nursing
care training like?
視聴はこちらから Check it here! ⇒ http://www.kanafan.jp/kanafan-tv

┏━━━━━━ ━
◆ 今月の神奈川 ◆ This month in Kanagawa
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━
【Kanagawa Updates】━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
◆ケネディ米大使の学校訪問

Ambassador Kennedy’s School Visit

◆城山ダムと城山発電所が 50 周年を迎えました
Shiroyama Dam and Shiroyama Power Plant Celebrate their 50th Anniversary
【Photo Topics】
◆石展―神奈川の歴史を彩った石の文化 Special Exhibition on Stones

◆玉縄桜を楽しもう Tamanawa Cherry Blossom in Bloom Now

▼ 記事の全文はこちら
To read the full articles, please check ↓
http://www.pref.kanagawa.jp/mlt/f41073/ (Japanese & English)
┏━━━━━━━━━ ━
◆ 今月の観光かながわ ◆ Tourism in Kanagawa
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━
【バラ・早春のお花フォトコンテスト 】─━─━─━─━─━─━─━─━
Photography contest of roses & early-spring flowers
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
神奈川には花の名所がたくさん。ご応募お待ちしています。
Take photos at famous flower viewing spots and apply!
▼ 詳細・神奈川の観光情報はこちら
For details of the campaign & tourism information in Kanagawa, check↓
神奈川 NOW
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/ (Japanese, English, Chinese, Korean)
Kanagawa Travel Info
http://kanagawa-travel-info.com/english/ (English)
┏━━━━━━━━━ ━
◆ KANAFAN サポート会員等からのお知らせ ◆
Information from KANAFAN supporting members, etc.
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━
＊会員（外国人の方）のみご応募いただけます。
■ 神奈川フィルハーモニー管弦楽団よりご招待
◇ みなとみらいシリーズ第 318 回定期演奏会 2016 年 4 月 9 日 （土）14：00 開演

―ぶつかりあう作曲家と指揮者の熱情と憧れ
◇音楽堂シリーズ第 7 回定期演奏会 2016 年 4 月 23 日(土)15：00 開演
―鮮烈な響を残した古楽器界の第一人者
▼ 詳細、お申し込みはこちら http://www.kanafan.jp/info （日本語）
＊Only foreign nationals can make application.
■ Invitation from Kanagawa Philharmonic Orchestra
◇ Minato Mirai Series, The 318th Subscription Concert, 14:00, Sat., Apr. 9, 2016
Clashing passion and admiration
◇ Music Hall Series, The 6th Subscription Concert, 15:00, Sat., Apr. 23, 2016
Leading figure of period instruments
▼ For details & application, please click ↓
http://kanafan.jp/info-e (English)
■ 大倉山エルム通り商店会からアンケートご協力のお願い
大倉山エルム通り商店会（横浜市港北区）では、外国の方の視点を取り入れ、もっと多くの方に居住し足を
運んでいただけるよう、外国籍の方に向けたアンケート調査を実施しています。
Foreign national members’ cooperation needed
Okurayama Elm Shopping St. Association carries out questionnaire survey targeting foreign nationals
so that they have more foreign residents and shoppers.
▼ご協力いただける外国籍の方はこちらからご回答ください。 Please click and answer the questionnaire
⇒ http://ookurayamaglocal.jimdo.com/

┌◆ かながわ国際ファンクラブポータルサイト
Kanagawa International Fan Club portal site
http://www.kanafan.jp (Japanese, English)
└─────────────────────────────◆◆◆
┌◆ 神奈川県国際課ホームページ
International Division, K.P.G
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0215/ (Japanese)
└─────────────────────────────◆◆◆
┌◆ 神奈川県ホームページ
Kanagawa Prefectural Government
http://www.pref.kanagawa.jp/ (Japanese)
└─────────────────────────────◆◆◆
■ このメールは、かながわ国際ファンクラブに会員登録された方に
毎月初を目途にお送りしています。
This e-mail newsletter is sent to the registered members of
"Kanagawa International Fan Club" at the beginning of every month.
□ 配信停止をご希望の方は事務局にご連絡ください。

To unsubscribe from future mailings, please contact the secretariat.
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