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JR・ 山陽電鉄「明石駅」より北東に徒歩約10分

神戸大学附属明石中学正門跡斜前 専用駐車場が14～ 15台分あります。
*満車の'場合は周辺の有料駐車場をご利用ください。
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Warren Alstonウ ォーレン・オルストン

(ビアニスト&ゴスペルディレクターナ

アメリカニュージャージー州生まれ。ビアニストであつた

父の影響を受け、幼少の頃からビアノに規しみ、教会で

奉仕活動を行なつていた。バークリー音楽大学、南カリフ

ォルニア大学にて本格的に音楽を学び、ニューヨークの

ブルーノートをはじめとして全米各地でビッグステージ

ツアーを行つたり、チャカ・カーン、プーラ・E、 ジョージ・ベ

ンソンなどとも共演し世界を舞台に演奏活動を行う。

1999年 に釆日し、ビアニストとしてのみならずヴォーカリ

ストおよび作曲家として活躍し、幅広く作由・編曲家とし

ても才能を発揮している。現在は、中部地区にゴスペル

クワイアをもち、数多くのコンサートに出演。日本中にゴ

スベルを広める活動に力を注いでいる″008年、New
Llfe Gospel Chol`(名 古屋)を立ち上げる。

ショートメッセージ

大澤恵太師
(桜井聖愛教会牧師)

REJOl⊂ E WORKSHOP⊂HOIR リジョイスワークショップクワイア
9月 20日 11日 )に 開催されるワータンコツプ参加メンバーとN[W LIFE GOSP巨 L CHOIRメ ンバーによつて構成される

コスベルクワイア。Warren Alston氏 によるレッスンの成果を技露します。

Piano 村瀬正樹
幼少よリビアノを始めるが音符が読めず挫チ.バ ン ドブームの至L

来と共にキーボー ドを始め、現在に至る.楽譜を初見で弾けるょう

になったわけで |ま ないため、大半を聴覚で刀バーする.京都・大阪

・神戸にてゴスベル・ソウルを中心に活動を展匿中.安定したブレ

ーと明るいキャラクターでステージを盛り上げる。

Drums 門地雅和
15歳で ラ`ムを始め、河瀬勝彦氏に師事.ロ ック、フアンク、シャズ、

フ■―ジョンを演奏 してい く口、コスベルアーテイス トButch

日eyward氏と共演。2003年渡米し、NYの ドラマーズコレクテ/ヴで

ラ`ムを学び、黒人教会でもドラムを学ぶ.現在、幾つかのロック

バンドやフリージヤズのバンドで大阪府下を中心にライヴ活動中,

コスベルクワイアでは、Harlem JP Chol,Wings Gospel Choir・

Without Youな どのステージをサポートしている。

Bass土谷裕之
小坂忠師王催の大阪ブレイズナイトのパツクバンドに参加し、それ

をもとに結成した大阪のゴスヘルグルーブ、WITHOUT YOUにも参

加。現在も、刑務所や少生院、学校などでのライブも積極的に行つ

ている_

E.Guitar二本樹顕理
日本での芸能活動を経て10代で渡米し、ロックバンド「No Curfew

lこ旗入.レ コー ド会社ポリドールと契約する.欧米でメジ■―デビ

ューし、MR′やミュージックフェスに出演するなどの経歴を持つ.そ

の後、バークリー音楽院パフォーマンス科に進学。日本 1景 国後 |ま □

内アーティストや海外グラミー賞アーティストとの共演などを含む

、ライブサポートやレコーディンクヽ  楽曲提供や音楽講師として活

動キ.ジヤンルにとらわれないアメリカ仕込みのそのサウンドには

定評がある。

Director&A.Guitar 田中武
【http1//splrltualsound net/reioice/director】

明石出身.幼少の頂より明石上ノ丸教会に通い、高校時

代より阪神間を中心にゴスベルコンサートに出

'員

、愛の

メッセージを伝えている。大学時代より黒人音楽に魅了

され、そのルーツであるブラック・ゴスペル、黒人霊歌の

研究を始め、アメリカ黒人教会で本物に触発.各地の_・

会・ホール・ホテル等にて活動中.国内外アーティストを

迎えてのゴスヘルライブ・ワークンヨソフをフロデュース。県立明石学園、兵庫県子供会連合

会、神戸市立湊小学校、一般企業等においてもゴスヘルレッスンを展開。2003年 9～ 10月 に

アメリカ・カリフォルニアツアーに成功,本場黒人教会にて研鑽。ゴスヘルの
″
閲拓者・アンド

レ・クラウチに指導を受ける。2006年 9～ 10月 にニューヨークにあるブルックリン・タバァクル

教会にて学びを深める。現在6会場においてディレクターを務める。明石上ノ丸教会会員,=
COSPEL M∪ SIC MINISTRY=Spiritual Sound代表_

1983年兵庫県生まれtク リスチヤン

の家庭に生まれ、高校 1年 生の時 |こ

洗礼を受けてクリスチャンとなる.

高校生の頃、教会で了し拝賛美の奉

仕1鳩ゎったことをきっを`けにネにと

教会に仕える喜ひを矢Eり 、生涯を神

|こ献げることを決.3.2005年 に関西

聖書神学校に入=.2009年に卒業

後、入阪キリスト教短大科目等履 |1多

にて2年間蛍ひを車ねる.2011年よ

り明石ニノ丸教会伝道師を歴任 .

2007仁 6月 か ら2012生 3月 まで

RE」 01CE GOSPEL CHOIRに 刀日入。現

在、桜■聖愛教会牧師、日本フリー

メソジスト教団青年会会長.家族に

は妻と3人の子供.

NEW LIFE GOSPEL CHC)IR
ニューライフゴスベルクワイア

2008年 4だ名古屋栄の甲只教会にて活動を開始

,様々な年代の歌う事が大好きなメンバー約20

名で活動中。2010年にウォーレン・オルストンが

「豊F喬 コスベルタワイア」の指導者として着任し

て以来、姉妹クワイアとして共に様々なイベント

やライプに出演し、より多くの人々にコスベルを

広める活動をしている_

REJOICE GOSPEL CHOIR
リジョイスゴスペルクワイア

【http1//spiritualsound net/rgoice/】
2001生 に結成された明石岬 部谷・神戸・三宮を

拠点に活動しているコスベルクワイア.デイレク

ター田中武の指導のもと構成メンバーは年齢層

も幅広い。黒人霊款・トラディショナルコスベル・

コンテンボラリーコスベル・ヨ悉語由までレバ

ートリーは幅広い。・Share the GOSPELllを テー

マに、ホール・教会・ウェディング・市民イベノト、

各種イベント等、積極的に活動を展開キ.

「魂の叫び、祈りの声、望みなき者に希望を与え

るコスベルをひとりでも多くの方と分かち合い

たい||」 そんなスピリットで歌い続けてし`る。
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リジョイスゴスペルワークショップ2020
歌う喜びをあなたにも…

～Warren Alstonより直接ブラック・ゴスペルを学べます||～

ブレス(呼吸)&ヴォイス
`発

声)ト レーニング、パート・レッスン、ハーモニー・レッスン

初心者も大歓迎、どなたでもこ参加いただけます |

レッスンの成果を第20回 ゴスペルコンサートの1ソ ーンでこ披露できます。是非、この

絶好のチャンスにゴスベルの感動をあなたのものにしてください。

不未就学のお子様のこ参加はこ遠慮願じ

―‥舟曼¥5′000

Warren Alston ,t-D>.i )trF> (.7=7t&i^<l i4L,tt-

明石上ノ丸教会

9月20日 (日 )16:00～18:00

※20th GOSPEL CONCERTに 出演される方は、9月 21日 (月・祝)13130～ 14:00に

実施される当日リハーサルにこ参加ください。

TEL080…3802-7699  FAX078-918… 8364
joy@SpiritualSOund.net(担 当:田中)

歌詞・水、筆記用具、動きやすい服装 (バンツ・スラックスなど)、

録音可能な機器 (スマホなどでも可)

=GOSPEL MUSIC MINiSTRY=J″ |"ぼ|``聞ar Sθ″″σ
http:/ソ spiritualsound.net E― nlall ioy@spiritualsound.net

TEL 090‐ 3949‐ 1615 FAX 078‐ 918‐ 3364

*学生の方は、当日学生証はた|ま生徒手幅をご提示願います。

*第 20回 ]スベルコンサートに出演される場合は、出演料¥1′ 0001-律 が別途

必要となります。
*お申込み後、参加費。

(出 演料)。 (レ ッスン用CD音源費用)の合計額を、

[郵便振替]口座番号 :00920-6-121322 加入者名 :Spiritual Sound

までご送金ください。こ送金確認後 12～ 3日 要します・、Eメ ールにて原曲CD音源

lmp3フアイルと歌詞(pdfフアイル,を送付させていただきます。

郵送をご希望の方は別途500円 にて対応いたします。
*―旦お支払いいただきました参加費は、理由の如何にかかわらず t新型コ回

ナウィルス感染拡大による開催不可の場合は除く)返金いたしかねますので、

こ了承願います。

9月 13日 (日 )までに下記の①～③をお電話・FAX・ Eメールにて
ご連絡ください。

●お名前(フルネームの漢字と読み仮名)●郵便番号・ご住所 Cお電話番号

(携帯可)OEメールアドレス (お 持ちの方のみ)● こ希望パート(ソ プラノ・

アルト・テナーのいずれか)●20th GOSPEL CONCERTこ 出演の可否

●一般・学生のどちらですか 0お客様用チケツト・整理券こ希望枚数

*定員になり次第締め切らせていただきます_

*コ ンサートにこ出演される場合は、上 白、下 黒、靴 黒の衣装をこ着用ください。

参 加 費

インストラクター

会 場

日 時

お申し込み。ご連絡
申込方法

ご用意いただくもの

企画・主催

明石 Lノ 丸教会は、1907年 硼 治40年).

―に創、アされました。時代が移り変わっても

日時計とカリヨンの擁の音が、神の確かな
‐
‐

豪|を告げています。ご・ `緒に神の時を′Lき

ませんか。キリスト数についてお知りにな

りたい時はt牧 師にご1111淡 くださOi


