
   Schedule
30th June, 10:30AM
　Venue: Aoyama Gakuin University, Tokyo 

2nd July, 5:15PM (Evensong) & 6:15PM (Concert)
　Venue: Rikkyo Anglican University, Tokyo 

3rd July, 6PM
　Venue: Shinko Anglican Church, Nikko

5th July, 7PM
　Venue: Kawaramachi Cathedral, Kyoto

6th July, 1:30PM
　Venue: Hiroshima Memorial Cathedral, Hiroshima

7th July, 5PM
　Venue: Doshisha University, Kyoto
　Chapel Concert at 3rd Floor of Divinity Hall, 
　Center for Christian Culture, Doshisha University 
　Imadegawa Campus Kyoto , Japan
　TEL: 075-251-3320
　Jointly sponsored by Center for Christian Culture, 
　Doshisha University
　Under the auspices of Steering Committee 
　for the 26th National Cultural Festival in Kyoto

2010年
6月30日～
7月7日

Jointly sponsored by the International Foundation for Arts and Culture (IFAC) and the Sasakawa Foundation

共催 ：      NPO法人 世界芸術文化振興協会（IFAC）　　  グレイトブリテン・ササカワ財団 

　開催日程
6月30日（水） 午前10時30分
　会場： 青山学院大学

7月2日（金） 午後5時15分（晩祷）&午後6時15分（コンサート）
　会場： 立教大学チャペル

7月3日（土） 午後6時
　会場： 日光真光教会

7月5日（月） 午後7時
　会場： 京都・河原町教会

7月6日（火） 午後1時30分
　会場： 広島・世界平和記念聖堂

７月７日（水） 午後５時 
同志社大学キリスト教文化センター チャペルコンサート

会場： 同志社大学 今出川キャンパス
 神学館礼拝堂(3F)
京都市上京区今出川通烏丸東入　
TEL: 075-251-3320 
（キリスト教文化センター事務室）
共催： 同志社大学キリスト教文化センター
後援： 第26回国民文化祭 京都府実行委員会
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特定非営利活動法人（NPO）世界芸術文化振興協会（IFAC）について
　特定非営利活動法人（NPO法人）世界芸術文化振興協会（The International Foundation for Arts and 
Culture : IFAC）は、芸術文化の国際交流と振興を促すために設立されました。また芸術文化の交流を通じ、社
会福祉と国際親善を実践することも、IFACが設立された目的の一つです。
　2010年6月現在、IFACは約2000人の個人及び法人会員を擁しています。また、IFACに賛同する多数の
法人及び個人からも、様々な形での後援、協賛、ご寄付を頂いております。
　また海外では、米国IFAC、英国IFAC、オーストラリアIFACが、それぞれ現地法に基づく公益団体として活動
しております（米国公益法人、英国公益法人、豪州公益法人）。日本IFACはこれらの海外関連団体と幅広い
協力・提携関係を保ち、国内外において様々な芸術、福祉活動を実践しているのです。     

An overview of the International Foundation for Arts and Culture
　The International Foundation for Arts and Culture (IFAC) is a nonprofit organization (NPO), which was 
created to help facilitate international exchange in and development of arts and culture. A further founding 
objective of IFAC is to promote social welfare and international goodwill through artistic and cultural 
exchanges.
　The number of individual and corporate members of IFAC as of June 2010 has reached to over 2,000 in 
number. The many supporting individuals and corporations have given their active approval to our 
objectives and have significantly contributed, assisted, and supported our many activities in various ways.
　IFAC has in turn created IFAC USA, IFAC UK, and IFAC Australia; each of which is a registered charity 
organization in accordance with local regulations. IFAC continues to maintain a broad cooperative 
relationship with each of these sister organizations, who conduct art and welfare-related activities 
internationally and in collaboration with each other.

オックスフォード大学コーパスクリスティ・カレッジ聖歌隊について
　オックスフォード大学コーパスクリスティ・カレッジは1517年に創立されました。当初の学則には、新しく建設された
礼拝堂で聖歌隊が歌うという条項が盛り込まれていました。こうして誕生したコーパスクリスティ・カレッジ聖歌隊は、
今日に至るまで、学期中の毎週日曜日の晩祷で、1500年代の音楽から現代曲まで、様 な々楽曲を合唱しています。
　25～30名ほどで構成される同聖歌隊には、学部生や大学院生はもちろん、オックスフォード市内や近郊の
人 も々参加。やる気と熱意があれば、誰でも聖歌隊員になることができます。
　聖歌隊は大学の礼拝堂以外にも、定期的に英国全土や海外へ遠征し、コンサートや礼拝で合唱します。最
近では、カナダ、日本、イギリス南部のワイト島などを訪問。また、オックスフォードの小児ホスピス「ヘレン・アンド・
ダグラス・ハウス」のための、チャリティ活動も積極的に行っています。
　コーパスクリスティ・カレッジ聖歌隊は、世界芸術文化振興協会（IFAC）及びグレイトブリテン･ササカワ財団
の支援によって、今回の日本ツアーが実現したことに、深い感謝の意を表しています。
　聖歌隊の活動について知りたい方は、コーパスクリスティ・カレッジのウェブサイトをご覧ください。 
www.ccc.ox.ac.uk
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For more information
お問い合わせ先

特定非営利活動法人 

世界芸術文化振興協会（IFAC）　
  TEL：03-5336-3507
〒167-0053 
東京都杉並区西荻南2-18-9 菱研ビル2階

〈Contact Info for Concert at Doshisha University〉

Center for Christian Culture
Doshisha University
( Imadegawa Campus )

  TEL: 075-251-3320

〈同志社会場についてのお問い合わせ〉

同志社大学（今出川キャンパス）　
キリスト教文化センター事務室
   TEL: 075-251-3320

The International Foundation 
for Arts and Culture(IFAC)
  TEL: 03-5336-3507 
Bishiken Bldg. 2nd Floor, 2-18-9 Nishiogi-minami, 
Suginami-ku, Tokyo 167-0053 Japan

Corpus Christi College Chapel Choir, Oxford University
  Corpus Christi College was founded in 1517, and its original statutes made provision for a choir to sing 
in the newly-constructed College Chapel. The Choir now sings Evensong in the College Chapel every week 
Sunday in term time, performing music written from the 1500s right up to the present day.
  The choir is made up of between 25 and 35 choristers, comprising undergraduates, graduates, and other 
keen singers from in and around Oxford. The choir does not audition its members, so anyone is able to join 
providing that they are both dedicated and enthusiastic.
  Aside from their duties in the College Chapel, the choir regularly go on tour to sing concerts and services 
all over the UK and abroad. Recent tours have included Canada, Japan and the Isle of Wight. The choir 
also fundraises frequently for Helen & Douglas House children's hospice in Oxford.
You can keep in touch with the choir's movements via the College website,  （www.ccc.ox.ac.uk）.
  The choir is most grateful to the International Foundation for Arts and Culture and the Sasakawa 
Foundation for their sponsorship, which has made this tour possible. 
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