Prayer
8.3

Shinshiro Gospel Choir “Heavenly Kingdom”
Gospel Concert 2013

●会場

穂の国とよはし芸術劇場
PLAT［主ホール］

〒440-0887 愛知県豊橋市西小田原町123番地
Tel.0532-39-8810
http://www.toyohashi-at.jp

●出演

Heavenly Kingdom
ワークショップクワイヤー

2013

sat.
Open 4:30pm●Start 5:00pm

●ゲスト
Ron Brown［Sax］
John Fluker［Vo&Key］
Kerwin Manning［Choir Director］
Pasadena Church Celebration Choir
●入場料
前売り1,500円／当日2,000円

（座席不要の幼児は無料）

Heavenly Kingdom

全席自由

Ron Brown

●穂の国とよはし芸術劇場プラットチケットセンター

Kerwin Manning

John Fluker

「チケットお取り扱い 」
─────────────────────

Tel.0532-39-3090
（10:00〜19:00休館日を除く）
オンライン: http://Toyohashi-at.jp（24時間受付・要事前登録）
※セブンイレブンでの発券も可能。詳しくはTelまたはWebより

●ローソンチケットLコード: 40329
●ピアゴ新城店チケッ
トセンター: Tel.0536-23-3111
●新城教会: Tel.0536-22-1044
主催: 新城ゴスペルクワイヤー”Heavenly Kingdom”
お問い合わせ: 0536-22-1044
（新城教会内）
URL: http://heavenly.main.jp/
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RON
BROWN［Sax］
●ロン・ブラウン
［サックス］
1952年テキサス州生まれ。スティービー・ワンダー、ホイット
ニー・ヒューストン、ダイアナ・ロス、デューク・エリントンバンド
など、世界一流ミュージシャンのサポートサックス奏者として活
躍する傍ら、1998年、独自のレコード会社 MKレコードを設立し、
以来プロデューサー、アレンジャーとしても活躍。
2000年夏には
初の GOSPEL JAZZ アルバム
「In The Spirit」をリリース。2005年
には米国ステラアワード賞にアルバム
「Were You There」がノミ
ネ ートさ れ 、 2 0 0 6 年 には 初 の ゴス ペ ル カ バ ー ア ル バ ム
「Restored」
をリリースし、好評を得ている。
現在も親友のカーク・
ウェイラム
（Sax）やドク・パウエル（Guitar）など数多くの大物
ミュージシャンと共演している。独学で日本語をマスターするほ
どの日本好きで度々来日し、
コンサート活動を繰り広げている。
RON BROWN JAPAN OFFICIAL WEB SITE http://saxron.jp

JOHN
FLUKER［Vo&Key］

Pasadena Church
Celebration Choir
●パサデナチャーチ・セレブレーション・クワイヤー

カーウィン・マニング師が率いるパワフルかつダイナミックな教会クワイヤー。毎週日曜日はパサ
ディナ教会で歌い、
会堂を包み込むような圧倒的なゴスペルが響き溢れる。

●ジョン・フルカー
［ヴォーカル、
キーボード］
ピアニストであり、作曲家、アレンジも手かげる、
ジョン・フルカー
は、Gladys Knight, Dionne Warwick や Oleta Adams、R&B業界
で有名な人々のバック奏者としての業績もあり、デビューアルバ
ムでもある "THE SOUND OF PEACE"を通して、独自のコンテン
ポラリー・インストロメンタル・ミュージックへの開拓。彼はボー
カルコーチとして、
” Seth's Riggs'の” Singing for the Stars"をてか
げ、ジェニファー・ロペス、Roselyn Sanchez（“Rush Hour 2”）
Devon Aoki（“Sin City,” “Fast and the Furious”）, Kim Fields, Mary
Hart, Florence LaRue（The Fifth Dimension）, and Shawn King
（Larry Kingʼs wife）などのボーカルコーチの実績もある。この他、
舞台音楽、サウンドトラックのレコーディングのプロデューサーと
しても活躍中。
http://www.myspace.com/jfluker

Kerwin
Manning

●カーウィン・マニング
［クワイヤーディレクター］

スティービー・ワンダー、ベースのアレックス・アルなど世界の著
名なトップミュージシャンが集うことで有名なパサディナ教会の
牧師でもある。ダイナミックでパワフルなリードは、
アメリカ国内
にとどまらず、
世界各地で好評を得ている。

Heavenly Kingdom
●ヘブンリー・キングダム

1999年に結成。新城を拠点に教会での演奏をはじめ、
渥美町文化ホール、
豊川桜ヶ丘ミュージア
ム、新城市成人式、新城さくらまつり、聖隷病院信生寮、新城市民病院、岡崎市民病院、老人介護
施設、
安城デンパーク、
ライオンズクラブ、
国会議員パーティ、
Make Some Noise、
おやこ劇場、
幸
田町坂崎子ども会などでも演奏。学校関係も多く、
県立時習館高等学校、
名古屋大学大学祭、
新
城大谷大学開学式、
豊橋吉田方保育園、
豊川市立平尾小学校、
豊橋市立章南中学校、
豊川市立金
屋中学校、
知立中学校、
豊橋杉山校区子ども会等で演奏。国内外の講師を招いたワークショップ
を開催し積極的な活動をしている。また本場アメリカでの研修やコンサートを行なったり、
LAでク
ワイヤーVoices of Firstのレコーディングにも参加。東京・中野サンプラザで行われた第３回ゴスペ

●瀧元寛太
［ドラム］

●エリアス・チアゴ
［ギター］ ●金入悠史［キーボード］

●森勇士［ベース］

◉アクセス
■電車をご利用の方

豊橋駅

駅前大通り

豊橋駅（JR東海道新幹線、東海道本線、名古屋鉄
道）、新豊橋駅（豊橋鉄道渥美線）直結。豊橋駅南
口から徒歩約3分。

ルクワイヤーコンテストグランプリ大会に名古屋地区代表として出場。

ワークショップクワイヤー募集
この春、豊橋駅前にオープンしたばかりのホール、穂の国とよはし芸術劇場プ
ラット主ホールで世界のトッププレイヤーと一緒に歌いませんか？ 初めての方も
Heavenly Kingdomのメンバーがサポートしますので、
安心してご参加ください。

■お車をご利用の方
来館者用駐車場はございませんので、豊橋駅周
辺の駐車場をご利用いただくか、公共交通機関
をご利用ください。なお、穂の国とよはし芸術劇
場の主ホール、アートスペースへご来場のお客

線
道本
東海
幹線
道新
東海

様は、豊橋駅前大通公共駐車場（第1・第2）の駐

練習日程●

2013年7月6日
［土］
・7月27日
［土］
・8月2日
［金］

いずれも19:00〜21:00、
穂の国とよはし芸術劇場プラット創造活動室Bにて
本番当日もステージでのリハーサルがあります
（時間未定）※原則として全日参加できる方

50人（先着順）
5000円

募集人数●

当日のコンサートのご自分用のチケット1枚+お客様用
チケット2枚付き、教材費として

車料金が30分150円を100円に割引（上限4時

参加費●一人につき

間）になります。ご来場の際に、上演劇場のホワ

申し込み方法●Heavenly Kingdomホームページの申し込みフォーム、
または携帯QRコードからお申し込みください。

イエに設置されている割引ライターをご利用く
ださい。

ワークショップ講師●カーウィン・マニング、石塚誠孝、他
申し込み〆切●7月1日
（月）必着 定員になり次第締め切ります。

