
ウイルソン賢三君支援の為のチャリティーコンサートのお知らせ	  
	  	  
彼の名前はウイルソン賢三君、１１歳です。昨年の１１月のある日、お家で倒
れてしまい、白血病である事が分かりました。その後、一つ年上のお姉ちゃん

の骨髄を移植するのですが、現在は治療薬のないGVHD(移植片対宿主病)、
閉塞性細気管支炎という合併症になってしまいました。	  
	  	  
今では、歩行、食事も、自力で呼吸する事も出来ず、クイーンメアリー病院の
ICUで治療を続けています。本当にとっても良い子で、苦しい状況にも関わらず、
誰にでもなんとか笑顔を見せようと頑張っています。でも、病状は なかなか彼

のそんな気持ちに応えてくれません。	  
	  	  
今、彼に残されているのは肺移植です。しかし、香港ではドナーを見つけるの
が非常に困難で海外での治療を望んでいます。	  
	  	  
そして、今回、香港フィルハーモニックオーケストラのメンバーによるチャリ
ティーコンサートが開催されることになりました！	  
	  	  
お時間の許す限り、是非是非コンサートに来て下さい。そして、出来るだけ多く
のお友達やお知り合いの方々にご案内頂ければ、本当に有難く存じます。	  
	  	  

日時  １０月２１日	  (日曜日)	  午後6時半~	  
場所   香港大学  Loke	  Yew	  Hall(陸佑堂)	  

詳細は下記をご覧下さい。	  

	 	  
Fundraising	  Concert	  

	  
Musicians	  of	  the	  Hong	  Kong	  Phil	  are	  presen8ng	  a	  Fundraising	  Concert	  in	  
support	  of	  Kenzo	  Wilson	  and	  his	  con8nuing	  ba<le	  against	  Leukemia.	  	  All	  
of	  the	  raised	  funds	  will	  go	  directly	  towards	  Kenzo’s	  treatments.	  
Dona8ons	  will	  be	  made	  through	  the	  Y.S.	  Liu	  Founda8on	  with	  all	  giHs	  over	  
HK	  $100	  qualifying	  for	  a	  tax	  exemp8on.	  
	  

Sunday,	  October	  21,	  2012	  	  |	  	  6:30	  pm	  
Loke	  Yew	  Hall,	  Hong	  Kong	  University	  

	  	  
Dona8on	  Drive:	  6:30	  –	  Come	  early	  and	  make	  your	  dona;ons.	  Each	  
dona;on	  will	  be	  entered	  into	  a	  raffle	  for	  a	  chance	  to	  win	  special	  items.	  	  If	  
you	  would	  like	  to	  donate	  items	  or	  services	  for	  this	  drive,	  please	  contact	  
Angela	  Hodgins	  at	  angela.hodgins@gmail.com	  
Concert:	  7:00	  –	  Performances	  by	  musicians	  of	  the	  Hong	  Kong	  Philharmonic	  
and	  special	  guests.	  Please	  come	  out	  and	  show	  your	  support.	  
	  	  
To	  make	  a	  dona;on,	  please	  mail	  a	  check	  to:	  
Hong	  Kong	  Philharmonic	  Society,	  Ltd.,	  Level	  8,	  
A=en>on:	  Kenzo	  Fund	  
Administra;on	  Building,	  
Hong	  Kong	  Cultural	  Center,	  
Tsimshatsui,	  Kowloon,	  Hong	  Kong.	  
	  	  

	  

All	  checks	  should	  be	  made	  payable	  to	  
theY.S.	  Liu	  Founda-on	  Ltd.	  and	  marked	  
“Kenzo”	  in	  the	  memo	  line.	  	  	  
Please	  include	  your	  name	  as	  it	  appears	  on	  
your	  bank	  account	  and	  contact	  info,	  and	  a	  
tax-‐exemp>on	  receipt	  will	  be	  mailed	  to	  you.	  
Dona;ons	  over	  $10,000	  HK	  will	  be	  listed	  in	  
the	  Sponsors	  page	  of	  the	  event	  program.	  
Download	  the	  Tax	  Exemp;on	  Request	  Form	

ウィルソン賢三君支援の為の	  
チャリティーコンサート	  


