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ゴスペル歌おう！東北を応援しよう！ TPW Japan Tour 2011 Fall トモダチプロジェクト in 愛知＆岐阜

GOSPEL & DANCE！

＜詳細は裏面にて！＞

12/1（木）19:00〜21:30
Voices of Vision 公開リハーサル
姉妹クワイア Voices of Vision のリハーサルにて
TPW の指導が受けられます。（予約不要）-詳細裏面VOV ホームページ http://www.vov-jp.com
【会場】在日大韓基督教会名古屋教会
【参加費】１０００円 ＊CD 販売その他、TPW 活動
支援献金を募ります （任意です）
＊途中、休憩・諸連絡等が入ります。あらかじめご了
承ください。
＊ダンスワークショップはありません。

12/2（金）10:00〜
日本同盟基督教団尾崎キリスト教会
̶ゴスペルワークショップー
TPW 初訪問！
【会場】日本同盟基督教団尾崎キリスト教会
岐阜県各務原市尾崎西町 2 丁目 16 番
http://www.nagarachurch.org/church/ozaki/
【参加費】3000 円
【申込】裏面をご参照ください -詳細裏面【問合せ】090-4264-2369（TPWJ 岩田）

12/2（金） 19:00-21:00
瑞穂チャペル
̶ゴスペルワークショップー
【会場】瑞穂チャペル
http://logosjp.com/dmf/mizuho.html
【住所】岐阜県瑞穂市本田小橋西 173-3
【参加費】3000 円
【申込】裏面をご参照ください -詳細裏面【問合せ】090-4264-2369（TPWJ 岩田）

12/3（土）10:00-,13:30-,18:00愛知県青年の家
̶ゴスペル＆ダンス三昧！̶
研修施設を使ってがっつり本場のゴスペル＆ダンス！
クラス（分科会）、ワークショップ、コンサート出演が
あります。
<MENU>男女別ボーカルクラス、ダンスビギナークラス、聖
書クラス、ワークショップ（クワイアリハ、ダンスリハ）、 夜
はアラバマチャーチスタイルライブ（コンサート・一般公開）
12/3 は宿泊可！（予約受付 11/1 より）-詳細裏面会場：愛知県青年の家（岡崎市美合町並松１番地２号）

12/4（日）日曜日は教会へ！
TPW が礼拝で賛美を捧げます。
入場無料（予約不要）。献金は任意です。

豊田ホープチャペル礼拝 10:30愛知県豊田市高上１丁目８−１２
http://www.thc-family.jp/

ヒズコールチャーチ礼拝 14:30http;//www.hiscallchurch.com/
会場：日映文化スタジオ＆ホール
名古屋市天白区植田 3 丁目 1601.

関連
企画

TPW Japan Presents

緊急来日！ TPW 再び。

- ついに東北へ! -

TPW（Thanksgiving, Praise Worship/米国アラバマ）は、今年の GW にたくさん
の励ましと GOOD NEWS（良き知らせ）とともに全国を駆け抜けました。それだけ
では足りないと Japan Tour 第２弾を緊急実施！ 急ピッチで日本ツアーの段取り
がとられています。念願の東北でのボランティアも実施。ぜひ応援してください。

ツ ア ー ス ケ ジ ュ ー ル
11/28（月）東京：ダンスワークショップ@新宿コズミックスポーツセンター
11/28（月）東京：ゴスペルワークショップ@新宿シャローム教会
11/29（火）東京：ゴスペルコンサート@中央福音教会
11/30（水）検討中
12/01（木）〜12/04（日）中部エリア：詳細は左欄・裏面参照
12/05（月）福岡：ゴスペル＆ダンスワークショップ@博多ニューライフ教会
12/06（火）福岡：ゴスペル＆ダンスワークショップ@博多ニューライフ教会
12/07（水）宮城県：被災地復興支援のためのイベント（検討中）
12/08（木）宮城県：亘理町、七ヶ浜町でボランティアコンサート
12/09（金）沖縄： ゴスペル＆ダンスワークショップ
12/10（土）沖縄： ゴスペル＆ダンスワークショップ／コンサート

来 日 メ ン バ ー
Andre’ Reynolds TPW 創設者、牧師、ピアノ、作曲からプロデュースまでなんでも
Donn Charles Thomas 初参加！
Reginald Robinson ダンスワークショップ講師。牧師。もちろん歌も！
Debi Dixon 常連ワークショップ講師＆シンガー。I Choose To Live の作者。
Cleo Kennedy キング・オブ・ゴスペル James Cleveland の秘蔵っ子(ソプラノ担当）
Tracey Andrews Jolly シンガー。2011 春のツアーに続いての来日。
サ ポ ー ト ミ ュ ー ジ シ ャ ン
Kaz Kato（カトウ・カズ） ゴスペルピアノ第一人者。TPW と久々のセッションが楽しみ!
Keiichi Horii（堀井慶一） ベース担当。国内外 TPW ツアーの常連。
Koji Sato（佐藤耕二） ドラム担当。TPWJAPAN スタッフとして各地をサポート。
Yukihiro Yanase（柳瀬幸弘） ドラム担当。ゴスペル・Ｒ＆Ｂが大得意。

I Choose To Live ワークショップ （TPWJ 講師による日本語でのワークショップ）

TPWオリジナル曲「I Choose To Live」は大震災に心を痛める日本の多くの方のために書かれ、感銘と励ましが与えられました。日本語バージョンを他の曲とともにご紹介させていただきま
す。被災されたみなさんを思い、心をこめて歌いましょう。
【予定】11/17(木)20:00〜新宿シャローム教会、11/18(金)19:30〜 高山(丹生川ホール視聴覚室)、11/22（金）13：00〜日本同盟キリスト教団豊川教会

申込/問合：TPW ジャパン 広報係
詳細・変更のお知らせは、順次 TPWJAPAN ホームペー
ジ/ブログにてお知らせします。

http://tpwjapan.org
office@tpwjapan.org

[豆知識]ブラックゴスペルは、アフリカンアメリカンの方々が集うキリスト教の教会から生まれました。お祈りや牧師のメッセージが入る場合がありますが、信仰を強要するものではありません。

TPW JAPAN TOUR 2011 FALL トモダチプロジェクト in 愛知＆岐阜
Thanksgiving, Praise and Worship/TPW International Ministries

AICHI 名古屋

ちょっと教えて！

12/1（木）19:00〜21:30
姉妹クワイア Voices of Vision 公開リハーサル
̶ゴスペルワークショップー
【参加費】1000 円 （予約不要 ※当日受付でお支払いください。）
【会場】在日大韓教会名古屋教会
名古屋市中村区名駅 2-39-11 Tel. 052-541-1980
http://kccj-nagoya.or.jp/xe/?mid=MAP
【交通】名古屋駅下車、北（牛島方面）へ徒歩約 5 分
※駐車場はありません。近隣にコインパーキングあり。

【問合せ】VOV 名古屋事務局 gospel2011@vov-jp.com
080-5163-3939 (おさだ/VOV 事務局長)

GIFU 各務原

GIFU 瑞穂

12/2（金） 19:00-21:00
瑞穂チャペル
̶ゴスペルワークショップー

12/2（金）10:00〜12:30
日本同盟基督教団 尾崎キリスト教会
̶ゴスペルワークショップー

※右記 QR コードで申込できます

※右記 QR コードで申込できます

【会場】日本同盟基督教団尾崎キリスト教会
【住所】岐阜県各務原市尾崎西町 2 丁目 16 番（駐車場 15 台分）
http://www.nagarachurch.org/church/ozaki/
【参加費】3000 円 ※当日受付でお支払いください。
【申込】パソコンから http://ws.formzu.net/fgen/S95789162/
携帯電話から http://ws.formzu.net/mfgen/S95789162/
【問い合わせ】TPW JAPAN 準備室 office@tpwjapan.org
090-4264-2369（岩田／TPW JAPAN）
協力：プレイズオブオザキ http://praiseofozaki.blog26.fc2.com/

Q＆A ご不明な点は TPWJAPAN まで

Q TPW（Thanksgiving, Praise and Worship）ってなに？
ゴスペルを伝えるため毎年日本にやってくる、米国アラバマ州のゴスペルグループ。
シンガーだけでなく牧師もいます。 グループの名前は、感謝、礼拝、賛美の意味が
あり、みなさんに神様からのグッドニュース（=Gospel）を伝えたいと願っています。
Q ワークショップってなに？
体験講座のことです。未経験者でもたくさんのことを学ぶ事ができます。
Q 持ち物は？
飲料水、筆記用具、IC レコーダー等録音できるもの(復習用）、あれば聖書など。
Q 愛知県青年の家は泊まれますか？
はい。研修施設のため決められたルールを守ってください。
（入所オリエンテーショ
ン、門限、禁酒、清掃等があります。
）
Q 愛知県青年の家は食事は出ますか？
宿泊者のみ 12/3 夕食、12/4 朝食が提供されます。
売店はありませんので、日帰り参加の方は、持ち込みまたは外食をお願いします。
Q TPW って、料金が他のワークショップやコンサートより高いように思います
TPW は特定の教会に属さず、スポンサーもありません。往復のチケット代・航空券・
宿泊費、会場費等すべて自前です。みなさんの参加料や CD 購入費が彼らの活動費
の助けとなります。ご理解・ご了承ください。

（メンバー募集中！）

【会場】瑞穂チャペル
http://logosjp.com/dmf/mizuho.html
【住所】岐阜県瑞穂市本田小橋西 173-3 （駐車場あり）
【参加費】3000 円 ※当日受付でお支払いください。
【申込】パソコンから http://ws.formzu.net/fgen/S58896566/
携帯電話から http://ws.formzu.net/mfgen/S58896566/
FAX から(1)お名前 (2)メールアドレス (3)お電話番号、以上３点
を明記しファックスください。(fax 番号:052-502-3012)
【問い合わせ】TPW JAPAN 準備室 office@tpwjapan.org
090-4264-2369（岩田／TPW JAPAN）

AICHI 岡崎
12/3（土）10:00-／13:30-／18:00-（ライブ）
愛知県青年の家
̶ゴスペル＆ダンス三昧！̶
̶ゴスペル・ライブ 〜Alabama Church Style̶
【会場】
【参加費】

研修施設で、がっつり本場のゴスペル＆ダンス！
クワイア、ダンスともライブに出演できます。
お友達・ご家族を誘って成果を発表しましょう！
12/3 の夜は宿泊もできます（要事前予約）
※右記 QR コードで各セッション、宿泊、チケット等事前申込できます

愛知県青年の家（岡崎市美合町並松１番地２号）
http://211.125.125.234/~aichi-yh/
[Session1]クラスセッション 3000 円(小学生〜22 歳 2500 円)
[Session2]ワークショップ 3000 円(小学生〜22 歳 2500 円)
[Session3]ライブセッション 事前予約 2000 円(小学生〜22 歳 1500 円)
当日
2500 円(小学生〜22 歳 2000 円)
※特典：全コマ参加は 1000 円引き！
※Session3 ライブセッションは一般公開。但し、出演者も入場料が必要です。
※出演衣装（予定）：上衣-自由、下衣ブルージーンズまたは黒（ダンス共通）、
靴-室内履き、ソックス等（土足禁止）
[宿泊費]2500 円（１泊夕朝食付）※宿泊の方は予約必須（11/30 締切厳守）

【申込】

パソコンから http://ws.formzu.net/fgen/S46264731/
携帯電話から http://ws.formzu.net/mfgen/S46264731/
【問合せ】 office@tpwjapan.org 090-4256-0840（おさだ／TPW JAPAN）
9:30- 受付開始 デスクにて料金を支払い、テキストを受け取ってください。
10:00- [Session1]クラスセッション

男性ボーカル／女性ボーカル／デイリーブレッド(聖書)／ダンス（ビギナー＆お試し歓迎！）

12:0013:3015:30-

昼食
施設内に売店はありません／持込み・外食可。Session2 の受付は 13:00 開始です。

[Session2]ワークショップ（クワイア・ダンス）
クワイア：ハーモニーを楽しみながら数曲を仕上げていきます。
ダンス：ライブに向け、Session1 の振付けおさらいと仕上げ。ライブに出演しない人も受講可。

休憩・夕食
施設内に売店ありません／持込み・外食可。／宿泊者は食堂にて食事。

Gospel Live ! –Alabama Church Style18:0020:0020:45-

[Session3]ライブセッション

[一般公開]

出演：TPW／ワークショップクワイア／ダンスチーム他
ワークショップの成果を発表！ ご家族・お友達と一緒にアメリカ南部の本格ゴスペルを堪能！ アラバ
マの教会スタイルで進行します。牧師による聖書の話もあります。ゴスペルピアノ第１人者カズ・カト
ウはじめ、バンドも加わり本格ライブを展開。中部エリアで聴けるのはここだけ。お聴き逃しなく！
終了 終了後 CD 販売、サイン会等があります。
宿泊者は 20:40 より入所オリエンテーション（参加必須）、入室、入浴等

申込/問合せ：TPW ジャパン 広報係
詳細・変更のお知らせは、順次 TPWJAPAN ホームページ/
ブログにてお知らせします。

●名鉄本線「美合」下車、南西へ徒歩 15 分。(夜間はタクシーがおすすめ)
●JR 岡崎駅から名鉄バス美合経由東岡崎行にて約 12 分、「県立専門校前」
下車、徒歩 3 分
●駐車場（46 台）、自転車置き場あり

http://tpwjapan.org
office@tpwjapan.org

