
2014　チャリティークリスマスゴスペルコンサート

ACCESS：●東京メトロ有楽町線　新富町駅

1番出口（中央区役所方面から）徒歩1分 

●東京メトロ日比谷線　東銀座駅

3・5番出口（歌舞伎座方面から）徒歩8分 

●都営地下鉄浅草線　東銀座駅

3・5番出口（歌舞伎座方面から）徒歩8分

●江戸バス（中央区コミュニティバス） 

「中央区役所」 停留所から徒歩1分

 – Light of the World –
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盲目のテノール歌手、新垣勉氏をスペシャルゲストに迎え
心に響くハートフルゴスペルをお贈りします！！

すべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた（聖書）
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主催・問い合せ：チャリティークリスマス実行委員会　台東区寿2-1-6　℡03-3845-1533 
協賛：一般社団法人　日本国際飢餓対策機構、東京ホープチャペル ※収益金の一部を日本国際飢餓対策機構に寄付させていただきます。

① e+（イープラス）　問い合せ：0570-06-9911　http://eplus . jp   
発券：セブンイレブン/ファミリーマート
パソコン/スマートフォン/携帯から：
http://sort .eplus . jp/sys/T1U14P0010843P006001P002137
818P0030001

② チャリティークリスマス実行委員会 
email：way@hopechapel . jp  Fax：03-3845-1337 
(メールかFAXにてお申し込みいただければ、郵送させていただきます)

■ チケット購入方法 

6 :00pm Start  (5 :30pm Open)
Place: 銀座ブロッサムホール(中央会館)

Ticket: 前売り ￥2,000   当日 ￥2,500 (全席自由)

東京都中央区銀座２丁目15番6号　03-3542-8585（代表）

2014

12 20(土)
出   演

スペシャルゲスト：               新垣 勉 氏
クワイヤー：                  Pencil Bunch
                             Divine Trinity
T.N.T. Praise! & True Praise Kids
ゴスペルメッセージ：       西田育生 牧師



2002年、目黒にてスタートし

たNew Commitment Fami ly 

Gospel Choirは、2013年10月

よりDivine Tr in ity（ディヴァイ

ン・トリニティ）として生まれ

変った。Divine Tr in ityが焦点

を当てるのは、自分たちでは

なく“JESUSへの熱い想い”

であり、“聞いてくださるすべ

ての方の心に触れること”である。毎週木曜日19時15分～20時40分、カトリック目黒教会に

てリハーサルを行っている。一緒にゴスペルを歌う仲間を募集中。

ご興味がある方はどなたでも大歓迎！    HP: ncfjapan.com EMAIL: gceengl ish@gmai l .com
■ ゴスペル・コーラスグループ  Pencil Bunch
◇ Members : 松谷麗王、飯田希和、綿引京子、

加藤圭子、平田ゆり

5名によるゴスペル・コーラスグループ。2002年結成。スタンダードなゴスペル

からコンテンポラリーまで幅広いレパートリーを持つ。主に六本木STB139、

目黒Blues Alley Japanなど都内のライブハウスを中心に定期的にライブを行

う。また、2005、07年にきゅりあんホールにて総勢150名のクワイアによる

ゴスペルコンサートを自主企画・製作し、話題を呼んだ。2010サマーソニック

において、スティーヴィー・ワンダーと共演。2012年 「スマ婚」CM出演。各

メンバーはソロ活動の他、ゴスペルのワークショップ、ゴスペルクワイアのディ

レクション、ボイストレーナー、バックコーラス、CMソング、企業パーティー、

学校の式典など、さまざまな方面で活躍している。

PENCIL BUNCHブログ「PENCIL BUNCHな日々」http://pbunch.exblog.jp/

新垣 勉 氏

アメリカ・ロサンジェルス出身。バイブル エンリッチメント フェロー

シップ音楽アシスタント・LAアバンダント ジョイ教会のクワイヤー

ディレクターを歴任。また、Black Bal let Jazzカンパニーに在籍し、

長年に渡り、タップ・ジャズ・ヒップホップ等のダンサーとしても活躍

していた多才な人物。その後プライベートスクールの招きで来日後は、

ダンス・歌・ボイストレーニングの指導、作詞・作曲等を手がける他、

キーボードプレーヤーとしても活躍。現在は、神さまから与えられた

大切な使命を果たすべく、True Praise!、Nagano Gospel Praise、True 

Hearts of Praise、True Praise Kids それぞれのクワイヤーで、ゴスペ

ル指導に日々奮闘している。                                  http://www.rdl-truepraise.com/

RayD Lewis率いる3つの

クワイヤー：True Hearts 

of Praise(トゥルーハーツ

・オヴ・プレイズ)、

Nagano Gospel Praise

(長野ゴスペルプレイズ)、

True Praise!(トゥルー・プ

レイズ）のメンバーが集

結したマスクワイヤー。

歌う事が大好きなメンバ

ーが集い、神様を賛美する歌「ゴスペル」を歌う事によって、神様から流れてくる愛と恵みを

共に享受し、賛美を聞いてくださるお客様と共有する事を目的として活動している。それぞ

れの活動場所は、Ｔrue Hearts of Praise：千葉ニュータウン、Nagano Gospel Praise：長野

市 （http://n-gospel-p.j imdo.com/）、True Praise!：浅草・神田・新浦安・行徳・海浜幕張 

（http://www.truepraise21.com/）。それぞれ、共に賛美する仲間を募集中!!

2014年１月にRayD Lewis指導のもと誕生。ゴスペルを歌う

事を通して「神様を賛美する方法」を教わる子供の為のクワ

イヤー。海浜幕張にて行っているレッスンでは、共に歌いな

がら、正しい英語の発音・リズムのとり方・体の動かし方など

も楽しく習得している。今回はTrue Praise Kids初の大きな舞

台での賛美となる。共に賛美する小学生メンバーを募集中！

Special Guest

戦後の沖縄に米兵を父に日本人

を母に生まれる。生後まもなく

不慮の事故により失明。

その後、両親の離別、父の帰国

等あり祖母の元で成長。14歳、

祖母亡き後、天涯孤独となる。

ある牧師との出会いによって人

生を生きなおす勇気と希望を得、

立ち直り、東京クリスチャンカレ

ッジ進学。

その後、西南学院大学神学部を

卒業するも、音楽への思いを貫

き34歳で武蔵野音楽大学声楽

科に進み同大学卒業。同大学

院修了。

マリオ・デル・モナコを育てたヴォイストレーナーの世界的大家、

A・バランドーニ氏に師事。

■ Gilbert C. Espineli ＆ Divine Trinity

アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ出身。スペインとイタリアに

ルーツを持つ。大学在籍中、3000人のクワイヤメンバーを有する

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGOのゴスペルクワイヤに

てソロとして活躍。アメリカ西海岸をツアーで巡り、数々のブラック

教会で賛美することでリアルなゴスペルを学び経験を積んだ。

1988年、文部省の教員として来日。アメリカ、日本の両国でゴスペ

ル、R&Bシンガーとして活躍し、ブラック・ゴスペルの指導に関して

は20年以上の経験を持つ。

◇ Gilbert Espinel i , M.S. MBA（ギルバート・エスピネリ）

◇ Divine Trinity（ディヴァイン・トリニティ）

◇ RayD Lewis（レイディ・ルイス）　

◇ T.N.T.Praise!（ティー・エヌ・ティー・プレイズ）

■ RayD Lewis & T.N.T.Praise! ,True Praise Kids

◇ True Praise Kids（トゥルー・プレイズ・キッズ）

クリスマスメッセージ
■ 西田育生牧師（東京ホープチャペル）
1955年10月19日生まれ。愛媛県大洲市出身。高校時代に天幕伝道集会に

てキリストの救いを体験。1975年愛媛大学卒業後、渡米。カリフォルニア

州のライフバイブルカレッジに入学、更にミズーリ州のキリストセミネッ ク

ス宣教学院に進み修士課程を修了。帰国後、大阪茨木市の｢茨木キリスト

福音教会｣伝道師。｢松山福音センター ｣副牧師を経て、１９９５年東京にて

開拓伝道を開始する。｢東京ホープチャペル｣

を創設。現在、｢東京ライフケア事務局｣を開

設し、多重債務をはじめとする様々な悩みを

持つ人々のカウンセリングと支援活動を行っ

ている。その優しい人柄と穏やかな人格は出

会う人の心をきっと和ませてくれるはず。主

な著書に｢思いをかなえるために必要なこと｣

(産能大学出版部) ｢多重債務者心の１１０番｣

(評言社)他がある。  

 http://www.hopechapel .jp/ Merry Christmas


