世界最大のゴスペル音楽ワークショップ「GMWA」50 周年「ビジョン」
7 月 22 日〜7 月 28 日 アメリカ ジョージア州アトランタにて開催
各地の GMWA ｼﾞｬﾊﾟﾝﾁｬﾌﾟﾀｰ･ﾘﾊｰｻﾙ日時は
随時 facebook で公開します。
◆大阪 7/2(日)19:00～21:00＠HOUSE OF GOSPEL
◆北海道 6,7 月予定 ◆東京 6,７月予定
GMWA ジャパンチャプター演奏予定曲目：
♪JESUS IS THE LIGHT（日本語） ♪役に立ちたい
♪James Cleveland Chorus と一曲歌います（未定）

GMWC ゴスペル・イブニングミュージカル当日同会場 15:00～18:00

※出演募集は締切ました!!【出演/観賞共通入場料】1000 円当日払い。客席から一緒にゴスペルうたおう！

GMWA50th 準備ワークショップ（GMWA ジャパンチャプター・名古屋リハーサル）
RONNIE RUCKER
JAPAN CHAPTER REP.

【日時】5/4(祝木)19:00～21:00 【会場】在日大韓名古屋教会７F 礼拝堂(中村区名駅 2-39-11)
【参加費】2000 円 ※GMWA 参加に関心のある方は誰でも参加できます。

堅く立ち続ける
“王とともに歩き続けよう”
The Board of Directors, Officers and Members of GMWA invite to you to join in the celebration of the legacy of the GMWA
with a year of celebratory events, musical concerts, and year-round festivities leading up to the 50th Year Anniversary July 2017.
GMWA の役員、メンバー一同は、2017 年 5 月に 50 周年を迎える
GMWA の歴史的祝賀年に催される記念行事、音楽コンサートに、みなさまをお誘いいたします。
The GMWA is a non-profit, interdenominational, interracial, international and voluntary association
of gospel singers and musicians.
Mission: To preserve the heritage of gospel music in America, while providing a forum for the
development of excellence in the presentation of gospel music. Further, to increase opportunities
for the perpetuation of Gospel music throughout other industries, arenas and the world.
The GMWA includes ministers, educators, business professionals, singers and
University-College-Seminary academic partnership.
They are joined together for continuing education, cooperation and communication of ideas for the
advancement of sacred and gospel music as African-American and International sacred music art
styles and forms of music.
During the next year the 50th Anniversary Committee will spearhead major events throughout the
GMWA Board Meetings and Summer Convention. We solicit your support in deeds, services and
operating expense to make “2017” a gala jubilee celebration.
You may register by sending your info to 50anniversary@gmwanational.org or visiting
gmwanational.org and look for the 50th Anniversary info.
Get ready for 2017, a year of festivities leading to our climatic celebration in the Summer 2017!
GMWA は、ゴスペル歌手や演奏家の非営利国際多民族任意団体です。その目的は、アメリカで誕生し
たゴスペル音楽遺産の保存、ゴスペル音楽の卓越性を高めるフォーラムの提供、さらにゴスペル音楽を
永続化するよう、世界のあらゆる領域に活動を広めることです。GMWA は、聖職者、教育者、ビジネス専
門家、歌手、大学等教育機関等と幅広い協力関係を築いています。そして協力してアフリカ系アメリカ人
が起源の国際的宗教音楽芸術であるゴスペル音楽の発展に寄与し、その教育と交流に努めています。
2017 年、GMWA 理事会とサマー・コンベンションでは、50 周年記念委員会が主なイベントを主導します。
"2017"を素晴らしき祝賀年にするために、みなさまのご支援と、参加をお待ちしています。
gmwanational.org の公式サイトで 50 周年記念の情報を入手してください。2017 年夏の歴史的イベントに
向けて準備を始めしましょう！

GMWA 最新情報、GMWA ジャパンチャプターへの登録方法は、
https://www.facebook.com/gmwajapan/

さあ!今から早速申込もう！

50 年 間 の働 きを 記 念 し、世 界 から税 額 控 除 の寄 付 を するこ とができま す。寄 付 は今 受 け入 れ中 です！すべての寄 付 は GMWA 公 式 サイトに掲 載 されま す

.

GMWA...” 誰 も が 偉 大 な人 で あ る 所 ”

GMWA50th にみんなで参加しましょう。
まずはジャパンチャプターへ以下のフォームで登録します。
https://ws.formzu.net/fgen/S64707411/
GMWA 本体への International Delegate 参加費登録は、GMWA 公式サイト(英語)から各自手続きとお支払いをお
願いします。 http://www.gmwanational.net/ ※GMWA 公式サイト登録方法は以下の動画を参考にお申し込みください。
https://www.facebook.com/gmwajapan/videos/vb.1116948995032733/1353565694704394/?type=2&theater

■ ジャパンチャプター登録手続き方法
登録フォームの申し込みと振込の確認を持ってジャパンチャプター手続きを完了とします。
１）本フォームのご記入（自動返信メールで登録内容を確認）
２）登録料の振込み（振込手数料は各自ご負担ください）
■ ジャパンチャプター登録費 10,000 円＊GMWA へのジャパンチャプター登録費、ナイトリーミュージカル出演
料、事務費等を含みます。（国内各地でのリハーサル費別途 2000 円必要になります。
）
■ 振込先
・郵便振替口座：00130-1-352910 加入者名：ラッカー・ゴスペル・ミニストリー
・ゆうちょ銀行：金融機関コード 9900 店番 019 当座 0352910 ラッカー・ゴスペル・ミニストリー
■ お問合せ：陽子ラッカー メール ruckers@bb.din.or.jp Tel090-3464-7576
ジャパンチャプターのフェスブックページ https://www.facebook.com/gmwajapan/

●5/4(祝木)GMWC2017 イブニングミュージカル
＆GMWA ジャパンチャプター・リハーサルに全員集合!!
ゴールデン・ゴスペル・ウィークは名古屋に決まり！5/4(祝木)ゴスペルラバーは全員集合!!
ゴスペル・ミュージック・ワークショップ・オブ・中部 GMWC2017 は、そのルーツである世界最大のゴスペル祭典 GMWA の
50 周年を記念して、その参加者や関心のある方のために、15:00〜イブニングミュージカル（ゴスペルクワイアのお祭り）と
19:00〜ワークショップを実施します。いずれも予約不要、どなたでも入場・参加できます。

●15:00-18:00、GMWC2017 イブニングミュージカル
【出演・鑑賞共通参加費】1000 円（当日払い、予約不要）※出演申込者多数のため出演申込は締切ました。
中部最大級のゴスペルイベントに Come join us! 豪華顔ぶれ、ゴスペラー大集結！注目は、メンズ、ユースの活躍。なんと今回
はラニー・ラッカー氏が指導する Men of Praise が東京からやってくる！対する中部からは新進気鋭のメンズクワイア「嗚呼メン
ズ」。男性ゴスペラー達の大きな励ましとなることでしょう。ユース・キッズも「岡崎ユースクワイア」「Next Generation」「フ
ロントライン」と勢いが止まりません。もちろん GMWC おなじみの老舗クワイアや新しく結成されたクワイアの出演、ゴスペル
フラ（ダンス）もお聞き逃し、お見逃しなく！賛美いっぱいのゴスペル三昧な１日を過ごしましょう！

●出演予定スケジュール（※演出上の都合で予告なく変更する場合があります）
①15:00～(15 分)オープニング！岡崎ユースクワイア
②15:15～(15 分)Love Him First
③15:30～(10 分)バディーフレンズクワイア
④15:40～(10 分)嗚呼メンズ
⑤15:50～(15 分)ホープファミリー
⑥16:05～(15 分) Shake the Foundation
⑦16:20～(10 分)フロントライン
⑧16:30～(15 分)ミュージックキャンプ

●19:00-21:00

⑨16:45～(15 分)岡崎フラガールズ
⑩17:00～(10 分)古田大展牧師メッセージ
⑪17:10～(10 分)TPW20th ミニ WS JapanFIREMass Choir
⑫17:20～(10 分)Next Generation Praise
⑬17:30～(10 分) Men Of Praise
⑭17:40～(15 分)Voices of Vision
⑮17:55～(5 分)参加者全員讃美のフィナーレ

GMWA ジャパンチャプター名古屋リハーサル

【参加料】2000 円（当日払い、予約不要）GMWA 日本支部長：ラニー・ラッカー氏が直接指導します。
本場アメリカで 7 月下旬に開催される GMWA50th に関心のある方なら、参加不参加にかかわらずどなたでも参加できます。
GMWA の開会礼拝、ナイトリーミュージカルで歌う曲を練習します。指導は GMWA 日本支部長ラニー・ラッカー氏。同会場で
リハーサルをしている Voices of Vision との共催です。

【会場】在日大韓名古屋教会

名古屋市中村区名駅 2-39-11
名古屋駅より北へ徒歩 5 分ホテルサンルート右折すぐ※車を利用する方はコインパーキングを利用してください。

●7/20(木)～TPW20th 記念ツアー＠アラバマも同時開催
GMWA50th と同時に、今年はアンドレ牧師率いる TPW20th 記念を祝うアラバマでのイベントも開催されます。
≪事前準備ワークショップと説明会日程≫ TPW20th 準備ワークショップ【参加料】各地で 1 回 2000 円
●5/14(日)16:00～18:00＠岡崎ホープチャペル
●6/11(日)17:30～19:30＠在日大韓名古屋教会
※詳細は TPWJAPAN の fecebook ページを参照ください。
●7/9(日)16:00～18:00＠名古屋一麦教会
関心があれば、まずはお問合せを。お待ちしています。

【詳細/問合先】http://gmwc.jp メール 2017＠gmwc.jp

☎080-5163-3939(担当おさだ)

