☆結成 20 周年記念イベント第 3 弾☆

Love Is…

ゴスペルクリスマスフェスタ 2021

久野久美子
（ゴスペルシンガー&ディレクター）

REJOICE GOSPEL CHOIR
＊写真は 2018 年のものです。

CHRISTMAS WORKSHOP CHOIR

W メリケン波止場
神戸市中央区波止場町 6-16
TEL090-9864-2797

前売

＊お車でご来場の方は、周辺駐車場をご利用くだ
さい。周辺道路は、駐車禁止となっています。
＊ご入場の際には、手指消毒・マスク着用・
（検温）にご協力ください。

当日

（1 ドリンク付、全自由席、税込）
先着順にて定員に達した時点で、受付を終了いたします。

(担当：田中）

神戸市営地下鉄みなと元町駅より徒歩 6 分
阪神西元町駅から徒歩 7 分
JR 神戸駅から徒歩 11 分
JR 元町駅から徒歩 13 分

＊お名前、人数、お電話番号（携帯可）お知らせください。
前売料金でご予約いただけます。
＊前売チケットが完売した場合、当日チケットは販売いたしません。

http://spiritualsound.net/

joy@spiritualsound.net

①12 月 12 日（日）17：00～19：00 明石上ノ丸教会
②12 月 18 日（土）19：00～21：00 神戸バイブルハウス
＊詳細は裏面をご覧ください。
＊

裏面もご覧ください⇒

Guest/久野久美子
（ゴスペルシンガー&ディレクター）
https://www.sarang-music.com/
Sarang Gospel Ministry 主宰。J-House Gospel
Academy でマスクワイヤを指導する傍ら、全米ゴス
ペルワークショップに参加し、Brooklyn Tabernacle
教会でもゴスペルを学ぶ。
シンガー・クワイヤディレクターとして、ライブハウ
ス、教会、福祉施設等にて演奏指導。
音楽配信サービス Tune Core で自身のオリジナル楽曲
を発表。

Director&A.Guitar/田中武
（ゴスペルアーティスト&ディレクター）
http://spiritualsound.net/rejoice/director
明石出身。幼少の頃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ペルコンサートに出演、
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。公立学校、一般企業等においてもゴスペルレッス
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鑚。ゴスペル
の“開拓者”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
バナクル教会にて学びを深める。現在 5 会場において
ディレクターを務める。
＝GOSPEL MUSIC MINISTRY＝Spiritual Sound 代表。

REJOICE GOSPEL CHOIR
リジョイスゴスペルクワイア
http://spiritualsound.net/rejoice/
2001 年に結成された三宮・神戸・明石を拠点に活動しているゴスペルクワイア。
ディレクター田中武の指導のもと構成メンバーの年齢層は幅広い。黒人霊歌・トラ
ディショナルゴスペル・コンテンポラリーゴスペル・日本語曲までレパートリーも
幅広い。“Share The GOSPEL!!”をテーマに、教会・ホール・ウェディング・市民
イベント、各種イベント等、積極的に活動を展開している。「魂の叫び、祈りの声、
望みなき者に希望を与えるゴスペ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いる。

CHRISTMAS SPECIAL WORKSHOP CHOIR
クリスマススペシャルワークショップクワイア

12 月 12 日（日）・18 日（土）に開催されるクリスマ
ススペシャルワークショップ参加メンバーによって構成
されるゴスペルクワイア。レッスンの成果を披露します。
＊写真は、2018 年のものです。

Piano&Organ/村瀬正樹

Drums/門地雅和

Bass/土谷裕之

クリスマススペシャルワークショップ 2021

CHRISTMAS SPECIAL WORKSHOP 2021
＝歌う喜びをあなたにも…＝ クリスマスのゴスペルソングをご一緒に歌いましょう!!
初歩的なブレス（呼吸）＆ヴォイス（発声）・トレーニング、
英語発音指導を交えながら、覚えやすいゴスペル曲とゲストの
オリジナル曲を楽しく歌います。
その成果を GOSPEL CHRISTMAS FESTA 2021（詳細は
表面をご参照ください。）の 1 場面でご披露いただきます。
初心者から経験者まで大歓迎です。
【ワークショップ①】
◆日時 12 月 12 日（日）17：00～19：00
◆会場 明石上ノ丸教会

◆参加費
いずれか 1 回にご参加の場合/一般 \3,000 学生 \2,500
両方にご参加の場合/一般 \6,000 学生 \5,000

【ワークショップ②】
◆日時 12 月 18 日（土）19：00～21：00
◆会場 神戸バイブルハウス チャペル

＊未就学のお子様のご参加はご遠慮願います。
＊学生の方は、当日学生証(または生徒手帳)をご提示願います。
＊GOSPEL CHRISTMAS FESTA 2021 に出演される場合は、出演料 3,000 円
（1 ドリンク付、消費税込、一律）が別途必要となります。
＊お申込み後、参加費（・出演料）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。ご送金確認後（2～3 日要する場合があります。）、資料
（CD 音源・歌詞）をメール送信させていただきます。CD・プリントでの郵送を
ご希望の場合は、別途 500 円と送料 200 円（速達は 600 円）が必要となります。
＊一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（新型コロナウィ
ルスによる影響の場合は除く）返金いたしかねますので、ご了承願います。

明石市上ノ丸 1 丁目 18-13

神戸市中央区磯上通 4-1-12 ハイパーホテル 123
※2 階南側階段をご利用ください。
※GOSPEL CHRISTMAS FESTA 2021 に出演される方は、12 月 26 日（日）
15：00～15：30 に実施される現地リハーサルにご参加ください。

◆インストラクター 久野久美子（ゴスペルシンガー&ディレクター）
田中武（ゴスペルアーティスト&ディレクター）
◆ご用意いただくもの
歌詞、水、筆記用具、動きやすい服装（パンツ・スラックスなど）、
録音可能な機器（スマホなどでも可）
◆お申込・ご連絡先
TEL080-3802-7699 FAX078-918-8364
joy@spiritualsound.net （担当：田中）
◆企画
＝GOSPEL MUSIC MINISTRY＝

Spiritual Sound

http://spiritualsound.net/
joy@spiritualsound.net
TEL090-3949-1615 FAX 078-918-8364

◆申込方法
下記の①～⑦をお電話・FAX・E メールにて
ご連絡ください。
①お名前(フルネームの漢字と読み仮名)
②お電話番号(携帯可)
③E メールアドレス（お持ちの方のみ）
④ご希望パート
（ソプラノ・アルト・テナーのいずれか）
⑤GOSPEL CHRISTMAS FESTA 2021 ご出演の可否
⑥一般・学生のどちらですか ⑦お客様用チケットご希望枚数

＊定員になり次第締め切らせていただきます。
＊ライヴにご出演される場合は、上…白、下…黒、靴…黒の衣装をご着用ください。

REJOICE GOSPEL CHOIR
＝常時開催のゴスペルレッスンのご案内＝
随時入会受付中♪ 体験レッスン受付中♪
喜びと希望の歌ゴスペルをいっしょに歌いましょう!!
【明石会場】
隔週日曜日 PM7：30～9：15 明石上ノ丸教会
【三宮会場】
隔週土曜日 PM7：15～9：00 神戸バイブルハウス
＊他曜日、他会場もございます。
日程、参加費等はお気軽にお問合せください。
主催・連絡先 Spiritual Sound TEL080-3802-7699
http://spiritualsound.net/rejoice/

