
２０１２チャリティークリスマスゴスペルコンサート

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
主催：VIP浅草
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。

Ticket: 前売り ￥2,000   当日 ￥2,500  (全席自由)

チケット
購入方法

HOLY GOSPEL NIGHT
― 地に平和が御心にかなう人々にあるように（聖書）―

下町浅草に響く、平和への賛美と祈りの夕べ！
魂を揺り動かすゴスペルとフラの共演をお楽しみに！

出演：
Special Guest : Frank & Chandra Legree (Gospel Duo)
Keiko Hauolilani Yamagata & Hauolilani Hula Studio 
New Commitment Family
T.N.T. Praise!
Gospel Message : Pastor Ikuo Nishida

2012

6:00pm Start(5 :30pm Open)

12/15（土）
Place: 浅草公会堂 東京都台東区浅草 1-38-6　

TEL. 03-3844-7491

Access：

■ 銀座線（渋谷～浅草）　浅草駅 1番・3番出口 徒歩5分

■ 都営浅草線（西馬込～押上）　浅草駅 A4出口 徒歩7分

■ 東武鉄道浅草駅 北口 徒歩5分

■　つくばエクスプレス（秋葉原～つくば）　浅草駅 A1出口 徒歩3分

① e+　イープラス　問い合せ：0570-06-9911　http ://ep lus . jp

   発券：セブンイレブン/ファミリーマート

② チャリティークリスマス実行委員会　e-mai l :  way@hopechape l . 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）
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Merry
    Christmas

■ T.N.T.Praise!　（ティー・エヌ・ティー・プレイズ）
◇RayD Lewis  
   （レイディ・ルイス：Director）

◇RayD Lewis & True Praise!  (レイディルイス・アンド・トゥループレイズ)

■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。

ミズリー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。1995年東京にて開拓伝道を開

始し、「東京ホープチャペル」を創設する。現在「東京ライフケア事務局」を開設し、多重債務者

をはじめとする様々な悩みを持つ人の支援活動を行っている。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)、「人間はその人の考えその

ものである」(マネッジメント社)他がある。

Special Guest

出演

■ Frank and Chandra LeGree　（フランク・アンド・チャンドラ レグリー）
フランク＆チャンドラ レグリーは、ジョージア州アトランタ出身の夫妻で、日本において１５年以上、イエス・キリストの福音を

歌い伝えている。チャンドラは按手を受けた牧師であり、ロー牧師のThe Good Shepard Church of God in Christ やアタンダ・ナオキ牧

師のFaith and Victory International Church に於いて、説教や賛美を行っている。フランクは、吉弘知鶴子氏、シスター・リード氏、ア

レックス・イーズリー氏らと共に音楽活動し、東京バプテスト教会の聖歌隊のメンバーとしても活躍している。

現在、チャンドラは「Superstar」というタイトルで、またフランクは「My Life」というタイトルで、それぞれゴスペルのCDを発売

中。（Cdbaby, iTuneで検索可能）また、フランクとチャンドラは、共に新宿シャローム教会の賛美をリードしている。二人はイエス・

キリストを心から愛してやまない。

カリフォルニア・サンディエゴ出身。来日後、

アメリカでのクワイヤーディレクターの経験を

生かし、日本でもクワイヤーを設立。わかりやす

いディレクション、そして英語教師をいう職業

も生かし、発音も徹底的に教えることが人気。

また、演歌の先生に師事していた経験もあり、

2007年に演歌とゴスペルを融合したユニーク

なゴスペル演歌でCDデビュー。現在、演歌ゴ

スペル歌手としても活動中。2010年5月に3rd

アルバムをリリース。

2002年7月「たくさんの人にイエス様

のことを伝えなさい。」というメッセ

ージを受け、東京・目黒にてニューコ

ミットメントファミリーを設立。名前

の一部になっている「ファミリー」は

神様の子供達である私たちが互いに思

いやりをもつことができるように。そ

して、ファミリーが１つとなって、心

に触れる賛美をできるようにという思いが込められている。現在は東京・目黒にあるカトリ

ック目黒教会にて毎週木曜日に練習を行っている。 http://www.ncfjapan.com/

◇New Commitment Family    （ニュー・コミットメント・ファミリー）

http://www.hiswill.info/enkafriends.html

◇Gilbert C. Espineli   （ギルバート・エスピネリ：Director）

■ New Commitment Family

■ ハウオリラニ フラ スタジオ

2003年1月、東京ホープチャペルの専属クワイヤ

ーとして、RayD Lewis氏をディレクターに迎え誕

生したゴスペルクワイヤー。「True Praise」とは

「真実の讃美」の意。その名のとおり、神様に真

実の賛美を捧げることを目的とし、コンテンポラ

リーなハーモニーを追求しながら積極的にライブ

活動を行っている。浅草火曜クラス、新浦安月曜

・水曜クラス、行徳木曜クラス、神田水曜クラスの計５クラスでそれぞれメンバー募集中。昨年リリースしたファー

ストCD「ONE TRUE GOD」好評発売中♪

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

ーシップの音楽アシス

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 

Ballet Jazzカンパニー

に在籍し、タップ・ヒ

ップホップ・ジャズ等

のプロダンサーとして長年活躍してきた多才

な人物。プライベートスクールの招きで来日

後は、ダンス・歌の指導、作詞・作曲の他、

キーボードプレーヤーとしても活躍。現在は、

True Praise!、Nagano Gospel Praise、True Hearts 

of Praiseで、ゴスペル特有の言葉の意味・発

音・発声・リズム・グル―ヴ感などの指導に

情熱を燃やしている。

 http://www.hopechapel.jp/

http://www.rdl-truepraise.com/
http://www.truepraise21.com/

クリスマスメッセージ

2011年6月、RayD Lewis氏をディレクターに迎え、千葉

ニュータウンに誕生した新しいゴスペルクワイヤー。

真心で神様を賛美する事を目的に、毎回楽しくゴスペル

指導を受けている。レッスンは月3回・土曜日の朝に千葉

北総教会にて。年齢・性別を問わず新メンバー募集中！

◇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) 
ゴスペル・ディレクターとしてRayD Lewis氏を迎え、

２００３年にＮＧＰクワイヤーとして活動を開始。

宗教、国籍、年齢を超えた音楽によるコミュニケーショ

ンの場の提供を第一の目的とし、ゴスペルの素晴らし

さ、歌うことの楽しさを伝える活動をしている。

フラの伝統を守り、楽しく“フラ”を学ん

でいる。数多くの舞台を経験し、レッスン

日が楽しみという、パワフルな素晴らしい

仲間達です。

◇啓子ハウオリラニ山縣 （ハウオリラニフラ教室主催）
学生時代から興味のあったハワイアンからやがてフラの道へ。フラ・

ハラウ・オ・カレイフアよりハワイアンネームを授与され、銀座、浅草、

品川、墨田のカルチャー教室の講師として活躍している。
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