お友達・ご家族と、みんなで楽しみましょう！
ゴスペルの心得がなくても、配布された歌詞をみながらゴスペル特有の
コール・アンド・レスポンスの手法を使い、耳で覚えて歌っていきます。
いつもは、聴いているだけのあなたもこの日だけはセッションを楽しみ
ながらゴスペルシンガーに！今年はすべてが休日ではないため、週末が
便利な人向け「週末コース」
、平日が便利な人向け「平日コース」を設定。
２日のワークショップで４～５曲程度を完成させ最終日には全員でコン
サートに出演します。今年も出会いを楽しんでください！
公演名：
「GWC２００９」4/29（水祝）GMWC20095thAnniversary
Concert＆Music Showcase ローソンチケット：L コード：４５０２４

「名古屋とばし」なんて言わせない！
今年も全国で活躍するディレクターたちが大集合！総合ディレクターの
BEE 芦原（大阪・EverlastingJoy 主宰）がマスクワイアの指導をしま
す。どうぞお楽しみに！その他セミナー講師として、市岡裕子（大阪・
メイクアップ）
、向日かおり（大阪・ワーシップ）
、MIZUE（東京・ダン
ス）
、黒澤まりさ（東京・マイム）
、BroTaisuke（新潟・トラディショナ
ルゴスペル）KiKi＆岩原大輔（東京アフリカンドラム＆ゴスペル/エキス
トラプログラム）
、などを予定しています。

Apr25&26 ナイトリーミュージカル<エキストラプログラム>
年々人気の高まるナイトリーミュージカル（夜の音楽祭）
。GMWC ナイ
トリーミュージカルは、ワークショップ参加者をはじめ、地域のゴスペ
ルを愛する人で大いに盛り上げたいと願っています。日頃の活動の成果
を多くの人と共有するチャンスです。奮ってご応募ください。なお、本
年度より、円滑な運営のため GMWC2009 参加登録された方も出演料
(500 円/人)が必要になりました。あらかじめご了承ください。
会場：4/25 中村文化小劇場 4/26 在日大韓基督教会名古屋教会

Apr28

GMWC 街へ出る！Good Old Soul Music が響き渡る！
<エキストラプログラム>

4/28 MUJICA（ムジカ）名古屋市中区錦 3-6-15
たての街ビルＢ２Ｆ

今回は、ライブハウスでゴスペルアーティストたちの演奏をじっくり聴
く企画。ゴスペルを源流とするソウル・ファンク・ブルース・ジャズ…
何が飛び出すかお楽しみに！今回は、ハモンドオルガン第一人者の河合
代介、人気ピアニスト吉弘知鶴子をスペシャルゲストに迎えファンキー
なセッションが繰り広げられます。ヴォーカル陣：木村”HIRO”洋幸(g)、
BEE 芦原 、黒 澤ま りさ 、 塩谷達 也、 兼松 弘子 、バン ド：河 合代介
（Hammond）吉弘知鶴子（kb）兼松努(g)滝元堅志(b)白根佳尚(ds)
公演名：
「GWC２００９」4/28（火）"Good Old Soul Music"ローソ
ンチケット：L コード：４５０２４

Apr28 It’s New ! アフリカン・ゴスペル＆アフリカン・ドラム
<エキストラプログラム>
ブラックゴスペルのルーツであるアフリカ。日本中でも多くのファンを
持つ西アフリカの伝統打楽器‚ジャンベ‛とゴスペルの共演。今回のＧ
ＭＷＣ2009 で名古屋発上陸です！魂と体に直接響く音楽を体験をしま
しょう！アフリカンゴスペルディレクターK i K i、アフリカンリズムデ
ィレクター岩原大輔によるコラボレーション。ゴスペル界・ジャンベ界
超一流の講師たちとのすばらしい音・ビートからでる生命力で感動を味
わってください。

ACCESS＜GMWC2009 会場のご案内＞
在日大韓基督教会名古屋教会
名古屋市中村区名駅 2-39-11 TEL. 052-541-1980
名古屋駅下車、北（牛島方面）へ徒歩 5 分。
ホテルサンルート名古屋通を右折すぐ。
※公共交通機関をご利用ください
名古屋市中村文化小劇場（4/25(土）のみ利用）
名古屋市中村区中村町字茶ノ木 25 番地 TEL 052-411-4565
地下鉄東山線「中村公園」下車 3 番出口を北へ徒歩 10 分
市バス名古屋駅レモンホーム 12 番乗り場より、
名駅 25 号系統（右・左まわり系統）「豊国神社」下車
＜お問合せ＞GMWC 事務局
〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-1-63-404 長田(おさだ)方
TEL(留守電)＆FAX 052-589-6006 /080-5163-3939 2009@gmwc.jp

http://gmwc.jp

【4/24～29

GMWC2009 プログラムのご案内】

＜GMWC2009 ゴスペル・ワークショップ（体験講座）
、エキストラプログラムのご案内＞
ゴスペルの心得がなくても、配布された歌詞をみながらゴスペル特有のコール・アンド・レスポンスの手法を使い、耳で
覚えて歌っていきます。いつもは、聴いているだけのあなたもこの日だけはセッションを楽しみながらゴスペルシンガーに！
GMWC のゴスペルワークショップ（体験講座）は、アメリカ発祥のブラック・ゴスペルがルーツ。様々なプログラムはジャ
ズやブルース、R&B などの根源をたどる旅にいざなってくれることでしょう。会場も名古屋駅から歩いて５分と便利。この
機会に是非、ゴスペルを通して楽しいひとときをお過ごしください。
＜２００９年度の特徴＞今年はすべてが休日ではないため、週末が便利な人向け「週末コース」
、平日が便利な人向け「平日
コース」を設定。２日のワークショップで４～５曲程度を完成させ最終日には全員でコンサートに出演します。もちろん時
間がゆるす方は、週末・平日両コースの受講ができます。また、気に入ったコマだけを受講できるコマ割りチケットも販売
します。自分のライフスタイルにあわせてゴスペルを楽しんでください。マスクワイア総合ディレクターは、大阪で活躍中
の BEE 芦原氏。最終日は、彼が率いる Everlasting Joy が応援にかけつけ盛り上げてくれます。その他講師は、市岡裕子（メ
イクアップ）
、向日かおり（ワーシップ）、MIZUE（ダンス）
、BroTaisuke（トラディショナルゴスペル）、塩谷達也（ヴォ
イストレーング）
、KiKi（アフリカンゴスペル）
、岩原大輔（アフリカンドラム/エキストラプログラム）など多彩！

＜GMWC 基本プログラム＞ GMWC2009 5th Annual Conference
☆記載のないプログラムの会場は「在日大韓基督教会名古屋教会（名古屋市中村区名駅 2-29-11）
」です。

4/24(金)
＜共通＞
19:00-21:00
オリエン
テーション(無料)

4/25(土)

４/26(日)

＜週末コース＞
9:30-21:30
[AM]選択クラス①②
[PM]ワークショップ①
会場注意：中村文化小劇場

４/27(月)

＜週末コース＞
16:30～18:00
ワークショップ②

＜平日コース＞
9:30-15:00
[AM]ワークショップ①
[PM]選択クラス③

4/28(火)
＜平日コース＞
9:30-15:00
[AM]ワークショップ①
[PM]選択クラス④

4/29(水)
＜共通＞
9:30-21:30
コンサートリハ
コンサート*
感謝礼拝(無料)

☆料金情報☆ 【注意】4/29 コンサートに GMWC マスクワイアとして出演。最低１回のマスクワイアリハ参加が必要です
パスポート：基本スケジュールはすべて参加することができます。２日以上参加の場合はパスポートがお得です！ 【パスポート一般】
早期割引 8000 円（3/25 まで）／通常 10000 円（4/24 まで）／当日 13000 円（4/25 以降）
【パスポートユース】
（22 歳以下）
早期割引 4000 円（3/25 まで）／通常 5000 円（4/24 まで）／当日 6500 円（4/25 以降）
【コマ割チケット】一般・ユース共
通料金・早割なし／通常 1 コマ２０００円 ／4/2５以降当日一般・ユース共通 1 コマ 2500 円
※コマ割とは、基本スケジュールのセミナー・マスクワイアリハ等を１コマとみなし、好きなコマだけ出席できるシステムです。コンサ
ート出演の際は鑑賞チケットが必要です。※4/25 のみ会場は中村文化小劇場

4/29(水)
14:30-17:30

５周年記念式典／GMWC コンサート＆Music Showcase

☆料金情報☆鑑賞チケット前売２０００円、／当日 2500 円チケットはお近くのローソン
またはインターネットで「ローチケ.com」L コード：４５０２４★最終日はワークショップ
仕上げのコンサート＆トップアーチストによるショウケース！心の底から楽しみましょう。

＜GMWC エキストラプログラム＞（別途費用が必要です）
●4/25～26 ナイトリーミュージカル
毎年恒例、大人気プログラム。ワンコインで歌って聴いてゴスペル三昧！

4/25(土)
18:30-21:00

10 組出演

4/26(日)
19:00-21:00

【お詫びと訂正】3/27 までに発行さ
れたパンフレットに誤りがありま
した。お詫びして訂正いたします。
☆コマ割参加の方は 4/29 のコンサ
ート出演の際は、鑑賞チケットの購
入が必要です。
☆メンズクワイア料金。２回通しで
一 般 4000 円 /GMWC 参 加 者
3000 円。

８組出演

☆料金情報☆出演者 ５００円/日、鑑賞５００円/日
※GMWC 参加者特典はありません(2009 より変更)

◆GMWC2009 パスポート
メールでも受付中！

●4/28～29 アフリカンドラム＆ゴスペルワークショップ
アフリカンドラムでゴスペルクワイアとセッションしよう！

上記<基本スケジュール>のすべてに
参加できます。
【E メール申込先】form@gmwc.jp 宛
に送信すると「GMWC 申込メールフォ
ーム」が取り出せます。携帯等での記入
にお役立てください。

4/28(火)
13:30-15:30

アフリカンドラム
WS①

4/29(水)
10:00-12:00
12:3014:30-

アフリカンドラム WS②

ゲネプロ合流
GMWC コンサート出演

☆WS 会場☆名古屋市演劇練習館「アクテノン」（名古屋市中村区稲葉地町 1-47）
☆コンサート会場 在日大韓基督教会名古屋教会（名古屋市中村区名駅 2-29-11）
☆料金情報☆アフリカンドラムクラスは、①②は続きではなく単発レッスンです。
参加費：１回 3000 円 ２回 5000 円 ／ＧＭＷＣ参加者は１回 2000 円（通し割引無）
ジャンベレンタルあり（有料） 協力：ヤポネシア：052‐723-7539

●4/27,29 GMWC メンズクワイアワークショップ

4/27(月)
①19:00-21:00

（男性のみ）

4/29(水)
②13:00-14:30（コンサートリハ含む）

4/29 コンサート出演に向けてのワークショップです。
☆料金情報（２回通し）☆一般 4000 円／ＧＭＷＣ参加者 3000 円 ※メンズクワイアワー
クショップのみ受講はメール申込も可 mens_form＠gmwc.jp で申込フォーム取出可能

●SPECIAL LIVE!
Good Old Soul Music!
ゴスペルをはじめ各界トップアーティストたちによる、Soul

【振込先のご案内♪】
三菱東京 UFJ 銀行
名古屋駅前支店 普通・５８６０８
１５ 口座名：ジーエムダブルシー
ジムキョク
※振込み手数料は各自ご負担くだ
さい。※一人１通でお申込み下さい
※ユースは、参加当日年齢の確認で
きる書類をご持参下さい。

~ゴスペル＆ジャズトップアーティストが集結！
Night！ソウルフルなサウンドが楽しめます。

4/28(火)
19:00- 木村‘HIRO’洋幸 (G/Vo)／BEE 芦原 (Vo)／塩谷達也 (Vo)／黒澤まりさ(Vo)／兼松弘子(Vo)／吉弘知鶴子
21:00 (Key)／河合代介 (HAMMOND)／滝元堅志 (B)／白根佳尚 (Ds) ／トム兼松(g)
☆会場☆MUJICA（ムジカ）
☆料金情報☆ チケットはお近くのローソン またはインターネットで「ローチケ.com」
名古屋市中区錦３－６－１５
一 般：前売座席 5,800／前売立見 4,800／当日(共通)6,800
たての街ビルＢ２Ｆ
GMWC 参加者：前売座席 4,800／前売立見 3,800／当日（共通）5,800
★ ローソンチケット情報 ：L コード：４５０２４
【ローチケ.com】http://l-tike.com/ ★

FAX TO >>>052-589-6006 GMWC 事務局行き

Gospel Music Workshop of Chubu - 5

th Annual Conference, Apr 24-29, 2009

-

「GMWC2009」 参 加 申 込 書
記入日：

19
年 月 日生まれ
種別 一般 ・ユース（22 歳以下
性別 男性 ・ 女性

ふりがな（姓・名）

お名前（姓・名）

（姓）

GMWC 参加経験

□GMWC2005 □GMWC2006 □GMWC2007 □GMWC2008 □2008Spiritual WS by Gary Hines

参加したものにチェック！

ご住所
アパート名など

（名）

〒

E-mail
GMWC2009
基本プログラム
参加チェック欄
※参加予定のものにチェック！
※エキストラプログラムのみ参加の
方は記載の必要はありません
※コマ割チケット希望の方は必ずチェ
ックをしてください。

参加費
【振込締切】
4/24（金）
15:00 まで
※4/25以降支払い予定
の方は、事前に申込書を
いただいても当日参加
扱いになります。
会場受付で当日料金で
ご精算ください。

都・道
府・県

－

自宅 TEL

月 日

－

ー

携帯 TEL

－

ー

＠
（注）できるだけ大きな字で、ハイフン・アンダーバー・数字などは特にわかりやすくご記入ください。

＜パスポートで通し参加＞
□A 週末コースに参加 □B 平日コースに参加 （時間があれば、両コースとも差額なしで受講できます）
＜コマ割チケットで単発参加＞
□4/25 選択セミナーS-A1、 □4/25 選択セミナーSA-2、□4/25 マスクワイアリハーサル MC-A1
□4/26 マスクワイアリハーサル MC-A2
□4/27 選択セミナーS-B1、 □4/27 マスクワイアリハーサル MC-B1
□4/28 選択セミナーS-B2、 □4/28 マスクワイアリハーサル MC-B2
□4/29 コンサートリハーサル □4/29 コンサート＆ショウケース（鑑賞チケット）
※4/24 は無料です ※4/29 コンサートへは上記マスクワイアリハーサルを２回以上受講することが条件になります。
※チケットは全ｺﾏ共通。申込み時から予定が変わっても使用可能です。ただし、余ったチケットの払い戻しはいたしません。
【お詫びと訂正】3/27 までに発行されたパンフレットに誤りがありました。お詫びして次の通り訂正いたします。コマ割参加の方は 4/29 の
コンサート出演の際は、鑑賞チケットの購入が必要です。

□キッズ（小学生以下）
※保護者がワークショップに参加していることが条件
無料！
キッズ氏名
＜パスポート 一般＞（２３歳以上の方）
＜パスポート ユース＞（中学生以上 22 歳以下）
□①早期割引 8000 円（3/25 まで） 終了しました □③早期割引 4000 円（3/25 まで） 終了しました
□②通常料金 10000 円（3/26-4/24 まで）
□④通常料金 5000 円（3/26-4/24 まで）
※理由にかかわらず、4/25 以降支払いの場合は当日料金 13000
円を申し受けます。ご了承ください。

＜コマ割チケット＞
（単発参加）

※理由にかかわらず、4/25 以降支払いの場合は当日料金 6500 円を
申し受けます。ご了承ください。

□⑤通常料金 ２０００円 ×

枚 （一般・ユース共通料金）

※ユースはワークショップ初日に学生証等年齢のわかる書類の提示が必要。

エキストラプログラム 「アフリカンドラム＆ゴスペル」

参加予定： □4/28 □4/29

＜GMWC 一般＞
＜GMWC ユース＞
＜一般参加＞
□⑥１回参加
１回
2000
円
□⑧１回参加
１回
1000
円
□⑩１回参加 １回 3000 円
※振込先：
三菱東京UFJ
□⑨２回参加 計 2000 円
□⑪２回参加 計 5000 円
銀行 名古屋駅前支店 □⑦２回参加 計 4000 円
普通・５８６０８１５ エキストラプログラム 「メ
メンズクワイア」 参加予定日にチェック： □4/27 19:00～ □4/29 13:00～
GMWC 事務局
※振込み手数料は各
自ご負担ください。

参加費支払方法・
振込（予定）日等
特記事項
【参考】ナイトリーミュージカル
※申込は別途代表者より

□⑫＜一般参加＞4000 円（全日）

□⑬＜GMWC 一般＞3000 円

下記振込人名義で振込ました
円 名義：
【ご注意ください！】４月 24 日（土）以降は会場にて当日料金をお支払いください
振込日

月

日

銀行より

振込金額

所属クワイア・教会、その他連絡事項などありましたらご記入ください。
□する・
□しない

グルー
プ名

グループ人数
※概数で OK

名

＜参加申込書送付先＞ GMWC 登録センター FAX：052-589-6006
郵送：〒４７１－００２６ 豊田市若宮町５－２－１５ 大宮方
2009.3.28 web

