主催事業

音楽でまちをつなぐ 広域ネットワークプロジェクト

COMPALHALL

GOSPEL

︹

詳しくは、チラシ中面をご覧ください！

往信

①名前︵ふりがな︶
②希望する部門︵一般 or キッズ︶
③希望パート︵第二希望まで記入︶
④年齢
⑤学生の方は学校名・学年
⑥住所
⑦電話番号
折り目

返信

あなたの住所
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様

■一般の部
「コンパルホール合唱団」
の参加料3,500円
は、初日に一括して納めて頂きます。
キャンセルに
よる途中での返金はできません。
（修了公演チケット
代は参加料に含まれています。）
※KIDSの部は参加無料です。

郵 便 往 復はがき

あなたの名 前

■応募者多数の場合は、抽選を行います。
結果は返信はがきにてお知らせいたします。

特別指導

ラニー・ラッカー
︵ 様 は 記 入 しておいてく ださい︶

【注意事項】
■往復はがき以外での申し込みは無効となります。
※はがき１枚につき１名の申し込み。
※往復はがきは、
新料金の取扱いとなりますので、
ご注意願います。
【平成29年６月１日改定：新料金124円】

応募締め切り7月11日（水）必着

︺

応募先：
〒870ｰ0021 大分市府内町１丁目５番38号
コンパルホール
「合唱団」係

返信用につき
何も記入しないでください

870 0021

折り目

コンパルホールへ持参または郵送でご応募ください。
募集要項は、コンパルホールの公式ホームページ
からもご覧いただけます。
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大分市府内町一丁目五ー三八

平成30年7月11日
（水）必着

郵 便 往 復はがき

コンパルホール合 唱 団 係

【応募方法】
往復はがきに右図のように必要事項を明記の上、

コンパルホール合唱団＆
コンパル★KIDSゴスペル
参加者募集

コンパルホール合唱団 指導

ヨシザワ コウタ

コンパル★KIDSゴスペル 指導

Meg メ グ

※応募者多数の場合は、抽選を行います。
※往復はがきに必要事項をご記入の上、
コンパルホールへ持参
または郵送でご応募ください。詳しくは、チラシ中面をご覧ください！

●主催・お問い合わせ

コンパルホール 〒870ｰ0021 大分市府内町１丁目５番３８号
TEL.097ｰ538ｰ3700 FAX.097ｰ534ｰ4049
HP ｈttp://www.compalhall.jp

主催

文化庁／厚生労働省／大分県／大分県教育委員会／大分市／大分市教育委員会
第33回国民文化祭大分県実行委員会、第18回全国障害者芸術・文化祭実行委員会
第33回国民文化祭、第18回全国障害者芸術・文化祭大分市実行委員会／コンパルホール

幅 広 い 世 代 が「集い」
「歌う」ゴスペル！

「合唱団育成事業」は、
コンパルホールを拠点に幅広い年代が音楽を通して交流を深めることを目的に平成23
年度からスタートし、
今年で８年目を迎えます。今回は、
高校１年生以上を対象とした一般の部「コンパルホール

11/11 「コンパルホール ゴスペル フェスティバル」
開催
参加者を募集します！
日

コンパルホール合唱団
スケジュール
９月９日(日)
13：00‑16：00
９月16日(日)
13：00‑16：00
９月30日(日)
13：00‑16：00
10月21日(日)
13：00‑16：00
10月28日(日)
13：00‑16：00
１１月４日(日)
★ラニー・ラッカー来県
13：00‑16：00 予定
１１月１０日(土)
★ラニー・ラッカー、
他グループとのリハーサル
も兼ねた練習です。
13：00‑16：00 予定
１１月１１日(日)
本公演

「ゴスペルフェスティバル」
集 合：午前中
出 演：午後
16：30終了 予定
※上記日程は、天候などやむを得な
い理由によって変更する場合がご
ざいます。予めご了承ください。

8 t h コンパルホール合唱団《募集要項》
【指導】ヨシザワ コウタ
ラニー・ラッカー（特別指導）
対 象 高校１年生以上でコンパルホールにて行われる練習に参加
できる方。

(大分市、由布市に在住・通勤・通学している方が優先です。)
※上記以外の年齢（中学3年生まで）の方はコンパルホールへ相談の上、
お申し込みください。

定 員：6０名程度
参加費：3,500円（教材費・修了公演参加費を含む）
参加費3,500円は、初日に一括して納めて頂きます。キャンセルによる途中での
返金はできません。
パート：①女性・高音１５名
②女性・中音１５名
③女性・低音１５名
④男性パート１５名
①〜④合計６０名で、定員を超える場合、パートごとに抽選をさせていた
だきます。
曲によって、３声か4声に分かれます。
※応募状況により各パートの人数が変わる場合があります。
練習日程：左記の通り。
練習会場：コンパルホール内多目的ホール、集会室、他

応募方法は、チラシ裏面をご覧ください。
【曲目】コンパル★ＫＩＤＳゴスペルや他の出演者との合同曲（オールキャストの曲等）を含む。
• JOYFUL JOYFUL（コンパルホール合唱団 第九アレンジ）
• ふない・れげんだ（コンパルホール合唱団 オリジナル曲）
• Arise＆Shine！（ラニー・ラッカー 共演曲）
•「コンパルホールゴスペルフェスティバル スペシャルメドレー」 予定

ヨシザワ コウタ
（StarLights／東京）
２００４年〜２０１２年ゴスペ ルを主としたコーラス
グループＶＯＪＡにて活動。全国各地でのコンサートを
はじめ、数々のＴＶ音楽番組にてコーラス出演。現在は
ヴォーカルグループＳｔａｒＬ
ｉ
ｇｈｔｓを結成し、
リーダーと
してコンサート、特別支援学校訪問ライブ、TV音楽番
組出演など、全国各地で活動。また、
ソロ活動として槇
原敬之をはじめとしたアーティストのＣＤレコーディン
グ等に参加。ゴスペルクワイアや舞台歌唱指導など、
幅広い分野で活躍中。

合唱団」に加え、
新たに「コンパル★ＫＩＤＳゴスペル」
（対象：小学１年生から中学３年生）
を立ち上げます！
プロによる指導で練習を重ね、
「第33回国民文化祭・おおいた2018」
「第18回全国障害者芸術・文化祭おおい
た大会」事業として開催する、
11月11日
（日）
のゴスペルフェスティバルにご出演いただきます。
楽譜が苦手な方でも大丈夫！ゴスペルに興味のある方ならどなたでも楽しくご参加いただけます。
パワフルでハートフルなゴスペルの力で、
地域に元気を届けてみませんか？

コンパル★ＫＩＤＳゴスペル《募集要項》
メ

グ

【指導】Meg
ラニー・ラッカー（特別指導）
八木 龍馬（ピアノ伴 奏）

対 象 小学１年生から中学３年生でコンパルホールにて行われる
練習に参加できる方。

小中学生は保護者様の送迎が必要です。(練習の立ち合いは必要ございません。)

ゴスペル体験ワークショップ
「ゴスペルってどんな感じ？」を知ってもらうため、
右記スケジュールの通り、8月18日
（土）
に体験ＷＳを開催します！

定 員：3０名程度
参加費：無料（教材費・修了公演参加費を含む）
パート：①高音１０名 ※男女問いません
②中音１０名 ※男女問いません
③低音１０名 ※男女問いません
①〜③合計３０名程度の募集です。定員を超える場合は、
パートごとに抽選をさせていただきます。
※応募状況により各パートの人数が変わる場合があります。
※コンパルホール合唱団へもお申込み希望がある方は、事前にお申し込みください。
練習日程：右記の通り。
練習会場：コンパルホール内多目的ホール、400会議室、他

応募方法は、チラシ裏面をご覧ください。
【曲目】コンパルホール合唱団との共演曲を含む。
• チャレンジ！OITAʼnゴスペル 「You Are Good」大分弁〜いいやん〜アレンジ
• Glory Glory Hallelujah
• Arise＆Shine！（ラニー・ラッカー 共演曲）
３曲予定

コンパル★ＫＩＤＳゴスペル
スケジュール
8月18日(土)
13：45‑15：30
９月8日(土)
13：45‑15：30
９月22日(土)
13：45‑15：30
10月13日(土)
13：45‑15：30
10月20日(土)
13：45‑15：30
10月27日(土)
13：45‑15：30
１１月４日(日)
★ラニー・ラッカー来県
13：00‑16：00 予定
１１月１０日(土)
★ラニー・ラッカー、
他グループとのリハーサル
も兼ねた練習です。
13：00‑16：00 予定
１１月１１日(日)
本公演

「ゴスペルフェスティバル」
集 合：午前中
出 演：午後
16：30終了 予定
※上記日程は、天候などやむを得な
い理由によって変更する場合がご
ざいます。予めご了承ください。

Meg メ グ
（Grace Gospel Ministry ゴスペルディレクター／大分）
藤波 恵
（フジナミ メグミ）
、大分県出身。牧師の家庭に生まれる。大分
県立芸術緑丘高等学校卒業後、上京しポップスシンガーとしてデビュー。
約７年の音楽活動を経て地元大分へ戻り、
９９年７月ゴスペルクワイア
GRACEの立ち上げに関わり、
２０００年４月よりクワイアディレクターと
して歩み始める。また「グレイスゴスペルシンガーズ」
として九州各地、
山口県や韓国など県外でも活動し好評を博す。
２０１１年２月、ゴスペル
ソングライターでありギターリストの夫、藤波 慎也の赴任先、南カリフォ
ルニアに３人の娘とともに移住した。現在は再び活動の拠点を日本に
移し、
ゴスペルを広めるために幅広く活躍中。

