
間違えても大丈夫！ 

一緒に歌いましょう♪ 

楽しいですよ！ 

 

●VOV夜リハーサルは、19時から!! 
2014 年 2 月より会場使用時間がかわりました。（旧時間帯
18:30-21:00→変更後 19:00～21:00）ご注意ください。また、教会１
F コンクリート部分の駐車場は使用できません。公共交通機関での
参加をお勧めします。 

 
 
●ただ今 VOV メンバー大募集中!!次回入会は２/１９(木)・２０(金)  
VOV では活動内容を十分に理解し、入会後末永く活動していただく
ために、事前見学が必須です。見学は連絡なして何回でも OK。入
会を希望される方は、１月ごろから入会予約を受け付けます。次回
入会オリエンテーションは2015年2/19(木)19:00～と2/20(金)10:00
～の 2 回を予定しています。朝・夜どちらのリハーサルでも見学可
能です。お気軽にご参加ください。 
3 歳から参加できる VOV ジュニアメンバーも大募集中!! 
 
 
●VOV U-25（ユースクワイア）本格活動中!! 
対象年齢：高校生、大学生、社会人（25 歳以下) 
 
U-25 は高校生、大学生、社会人(25 歳以下)と様々な仲間の集まりで
すが、みんな仲がよく、練習では笑顔がたえません！ 
選曲される曲は 
Hip Hop や R&B 
などの最新のゴスペ 
ルをかっこよく歌っ 
てます！  
 
 
 
 

歌うことが 
好きなら誰でも大歓 
迎です！意欲のある 
メンバー大募集中!!  

                       

★★入会に関するお問合せ先★★ 
メール：gospel@vov-jp.com 

公式 Webサイト：http://www.vov-jp.com 
※ＶＯＶホームページはメンバー募集状況をはじめ・練習会場MAP・活動スケジュー

ル・活動報告等情報満載です。是非一度ご覧ください！ 

Voices of Vision事務局【出演依頼・教会関係窓口】 
〒505-0071 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩 379㈲兼松企画内 

【電話】0574-28-4000【FAX】0574-28-2280 

Voices of Vision名古屋事務局【見学・入会問合せ窓口】 
〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-1-63-404【電話】052-589-6070【FAX】052-589-6071 

お急ぎのお問い合わせは 080-5163-3939（担当おさだ） 
 

 

●ＶＯＶディレクター紹介● 
 
●エグゼクティブ・ディレクター（特別講師） 

Ronnie Rucker・ラニー・ラッカー 
ニューヨーク州生まれ。日本バプテスト連盟・調布南キリスト 
教会のミュージック・ディレクター。ラッカー・ゴスペル・ 
ミニストリー主宰。日本でブラック・ゴスペル・ミュージック・ 
ワークショップを始めた第一人者でVOVの父とも言うべき存在。 
現在は年数回ＶＯＶに帰ってきてゴスペルを指導してくれます。 

 
●代表・チーフディレクター 

Hiroco Kanematsu・兼松 弘子 
カナダのバイブルカレッジ在学中、アメリカ・カナダの教会等 
で歌う。199９年VOV設立時よりディレクターとして活動。 
現在は中部各地でゴスペル指導を行っている。また夫のジャズ 
ギターリスト兼松努とともに、(有)兼松企画で地域の音楽活動 
の振興にも活躍している。 
 
●音楽スタッフリーダー・ディレクター 

LoveHim・岩田 峰親 
20代からライブハウス等で演奏活動を始めクワークショップに 
参加。ラジオ番組にM4Uとしてレギュラー出演した。その後 
洗礼を受け、GMWAではソリストも担当。Kaz Katoの 
"Play In The Spirit"に参加。各地でクワイア指導にあたり、 
コンサートにも数多く出演している。 
 

●ディレクター 

Sega・岩田 史子 
大学時代ゴスペル教室に通ったことがきっかけで、神の愛に 
出会い、ゴスペル活動に深く傾倒し2002年洗礼を受ける。 
以後、東海地域でのゴスペル指導の他、ゴスペルユニットM4U 
メンバーとして各地の教会を中心に活躍中。 

 

 
●ディレクター       ●アシスタント・ディレクター 

                        VOVジュニア担当リーダー 

Mic・佐藤 美香        kaorin・米田 香 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♪VOVだより♪ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「それは、あなたがたが、心を一つにし声を合わせて、私たちの主イエス・ 

キリストの父なる神をほめたたえるためです」新約聖書ローマ人への手紙 15:6 

Welcome！ 

Voices of Vision(VOV)は“Music”“History”“Christianity”の３つ

を土台に活動するゴスペル・クワイア(聖歌隊)です。 

ともに学び、心を一つにして歌う（賛美する）喜びと感動を、一人でも

多くの人々と分かち合うことを目的に集まった有志が協力して運営してい

ます。（リハーサル会場は教会ですが、教会専属のクワイアではありません）。 

メンバー一人ひとりが主体性を持ち、ひとつのクワイアとしてゴスペル

の喜びを届け、歌い(賛美し)続けていくことを大切にしています。 

 ぜひ、見学にお越しください！  
「毎週木曜夜」「原則第1・3木曜夜のジュニア」「第1・3金曜朝」のリ

ハーサルは、どなたでも自由に見学できます。ぜひ見学にお越しいただき

VOV と一緒にゴスペルを歌う体験をしてみてください。見学に事前連絡

は必要ありません。事前に公式サイトで日時と場所を確認のうえご来場を。 

会場に到着したらお気軽に近くのメンバーにお声がけください。 

●受付にて、見学者記入シートに名前と連絡先を記入後、座席へ 

●座り方 
 
 
 
 
 
ディレクターに向かって左からソプラノ・テナー・アルトの順に座っ

ています。歌いやすいパートへどうぞ 

 

●リハーサルはすべて見学できます 
メンバーになったつもりで最初から最後まで積極的に参加を！ 

歌詞を見ながら、堂々と声を出して歌ってみてください。 

●見学が終わったら… 
おつかれさまでした。 

歌詞集をご返却ください。 

 

●入会オリエンテーションの参加予約 
見学をしてみて VOV のメンバーになりたい！と思った方は、入会オリ

エンテーションの参加予約をしてお帰りください。もう少し考えてか

ら…という方は何度でも見学にお越しください。 

 

テナー＆ベース 

（男性／低音） 

 

 

 

ソプラノ 

（高音／女性） 

 

アルト 

（女性／中音） 

 

←ディレクター 

（指揮や指導をしている人） 

 

 

 

▲VOV ジュニア 
のステージ風景 

▼VOV15 周年記念コンサート風景 

mailto:gospel@vov-jp.com
http://blog.melma.com/keyword/%b4%e4%c5%c4%ca%f6%bf%c6


 
 

 
 
木曜夜リハーサル (定期リハ第２・４週･自主リハ第 1・3週）・・19:00～21:00 
木曜夜 VOVジュニアリハーサル(原則第１・３週)・・・・・・・19:00～20:00 
金曜朝リハーサル(原則第１・３週)･････････・・・・・・・・・・・10:00～12:30 

進行例（日程の変更はHPで確認ください） 木曜時間 金曜時間 

楽器・受付準備、体操、発声練習、お祈り 19:00～ 10:00～ 

ゴスペルの練習、復習① 19:30～ 10:30～ 

連絡/休憩/ゴスペルスタディ（歌詞や聖書の話） 20:00～ 11:15～ 

ゴスペル練習、復習② 20:30～ 11:45～ 

お祈り、片付け後、終了 ～21:00 ～12:30 

【会場】教会をお借りして活動しています。 

※どのリハにも自由に参加できます。 
★夜リハーサルとVOVジュニアリハーサル会場： 
在日大韓基督教会名古屋教会7F礼拝堂（中村区名駅2-39-11） 
名古屋駅より北へ徒歩5分。サンルートプラザ右折。 

★朝リハーサル会場：同盟福音金山キリスト教会（中区金山2-1-3） 

金山駅より大津通りを北へ徒歩5分。平和郵便局右折 

※日程や会場は変更する場合があります。HPでご確認ください。 
 
★ライブコンサート・各種イベントへの出演 
教会や地域のイベント、メンバーの披露宴、大ホールでのコンサートま
で、メンバーが主体となり、さまざまなライブの企画・運営や演奏活動

を行っています。 
★各種親睦のためのレクリエーションなど 
季節に合わせて新年会や親睦会など、VOVメンバーとゆっくり語り合

う機会があります。また、リハーサルの後に会食して親睦を深めるメン
バーもいます。 
 
●リハーサルのスタイル● 
VOVは楽譜を使わず、歌詞カードで内容の理解を深め、音は歌を聴い
て繰り返し歌い覚えます。ICレコーダーなどで録音し、各自復習します。 

 
●運営のスタイル● 
VOVは有志のクワイア（聖歌隊）として活動していくために、目的や

ルールを「VOV規約」に定め、毎月開催する運営スタッフミーティン
グを中心にメンバー全員の協力でよりよいVOVの運営を目指していま
す。なお、VOVの運営費はメンバーが納める会費と、VOV活動への協

賛金を中心にまかなわれます。 
 
●キリスト教との関わりについて● 
ゴスペルミュージックはキリスト信仰から生まれた賛美の歌であり、
VOVはキリスト信仰に理解と共感をもって活動しています。そのため
リハーサル中にお祈りやゴスペルスタディの時間があったり、礼拝や教

会行事に参加したりして賛美をすることがあります。ただし信仰の強要
がないよう努めます。VOVでのクリスチャンの割合は全体の２～３割
です。 

 

●入会の条件 
★VOVの活動に共感を持ち、一緒に歌い続けていきたい方で、満3歳以

上であれば、誰でも入会することができます。ただし、小学生以下の

ジュニア割引は保護者もVOVに入会が必要。18歳未満の入会には、

保護者の承諾が必要です。なお、歌や音楽等の経験は問いません。 

★リハーサル見学（１回以上）後、入会オリエンテーションの出席、手

続きの完了が必須です。 

 

 

 

●各パートの定員（以下の定員に空きが出た場合に、メンバーの募集を行います） 

ソプラノ アルト テナー ベース 

70名 70名 50名 20名 

●入会オリエンテーション参加までの諸手続きと準備  
①リハーサルを見学し、入会オリエンテーションの参加予約をしてく

ださい。電話やFAX、Eメールでの予約は受け付けていません。 

②入会届と口座振替依頼書に必要事項を予め記入・捺印してください。 

③「入会金4000円…A 」入会キット＋VOVTシャツ（希望サイズ) 

「初回会費…B」一般4000円/割引対象者2000円/3歳～中学生1000円） 

上記A＋B合計金額をご用意ください。（例:一般は4000+4000=8000） 

④上記②、③を持参し、入会オリエンテーションにご参加ください。 

【入会オリエンテーションの持ち物】 

入会届、口座振替依頼書、銀行印、通帳、入会金と会費、筆記具、 

ICレコーダーなど録音できるもの。 

●入会オリエンテーション実施予定 
201５年の入会オリエンテーションの実施は2月と6月と10月を予

定しています。なお、定員に達している場合は実施いたしません。 

※実施予定はホームページや電話などでご確認ください 

※入会オリエンテーションの予備日はありません。参加できない場

合は次回メンバー募集時にあらためてお申し込みください。 

●入会オリエンテーションプログラム 
点呼、諸手続き、顔写真撮影※、代表挨拶、VOV の規約や活動につ

いて、スタッフ紹介、ゴスペルスタディ（メンバーに合流）諸連絡等 

※当日に名札やVOVデータベース登録に使用する顔写真を撮影します。 

 
＜メールアドレスについて＞決定したニックネームを使用して 

○○○(ﾆｯｸﾈｰﾑ)@vov-jp.com というメールアドレスを作成します。 
VOV からのお知らせは、このメールアドレス宛てに発信されます。 
このアドレスに届いた情報を、各自の自宅メールや携帯メールで確認
できるよう転送設定いたします。但し、携帯メールなどで迷惑メール
対策設定などをされている場合は、転送することができません。 
その場合は、携帯メール側の受信拒否設定・迷惑メール対策設定を解
除していただく必要がありますので、ご注意ください。 
 
●会費について● 
VOVの運営は主にメンバーの会費によってまかなわれています。 
★入会金：4000円（活動に必要な「入会キット」をお渡しします） 
★月会費：練習会場費やディレクターへの謝礼、その他運営費用                                                                                                                                                

活動メンバー 一般 4000円 

割引１：VOV ﾒﾝﾊﾞｰ家族／障がい者／高.専.大学生

／ 65 歳以上敬老／生活困窮者   

※証明書が必要 

2000円 

割引２：VOV ジュニア(3 歳～中学生) * 1000円* 

通信メンバー 通信※ 1000円 
*ジュニア割引:3歳～中学生で本人が入会希望し、保護者がメンバー、または 

 保護者が同伴できることが条件です。 

※入会後リハーサル参加が困難になった場合、通信メンバーとして継続できます。 

★返 金：会費は授業料ではありません。リハーサルに欠席した場合、 

通信メンバーへの移行や退会手続が遅れた場合等、返金は行いません。 

★会費は銀行等の口座振替で徴収します 
当月分会費をその月の26日に銀行等の口座振替で徴収しています。 
（ただし、初回会費のみ入会金とあわせて現金で納入いただきます。） 
なお、口座振替の手続きは、入会オリエンテーション時に行います。 

 

20  年  月  日記入 ＶＯＶ 入会届          

 
 
※右のQRコードを読み込み携帯電話で入力してください。 
または、以下に記入し入会オリエンテーションで提出ください。 
 
 
 
 

（カナ）     

名 前      

希望パート □ソプラノ □アルト □テナー □ベース 

希望ニックネーム（アルファベット小文字か数字3 文字以上“－”も使用可） 

            

生年月日     年   月   日生まれ □男性 □女性 

〒    ―     住 所 

 

携帯 TEL      ―     ―      

自宅 TEL      ―     ―      

自宅メール ＊迷惑メール対策設定を/□している/□していない/□わからない 

                   

         @          

                   

携帯メール ＊迷惑メール対策設定を/□している/□していない/□わからない 

                   

         @          

                   

会費区分＞□一般 □ジュニア割引(満３歳～中学生)保護者名            

□敬老割引(65 歳以上の年齢証明) □障がい者割引(障がい者手帳)   

□生活困窮(生活保護証明書) □家族 VOV 家族名                           

□学生(高.専.大学生証)学校名            卒業予定 20  年   月 

最低 1 回リハーサル見学が必要（    月   日見学済み） 

VOV を知ったきっかけは？ □インターネット □ライブで 

□教会 or 知人の紹介(紹介者               さん)  

□募集チラシ □その他(                  ) 

所属教会やクワイア、入会理由や抱負などをご記入ください  
VOV HP メンバー専用ページメンバー一覧に記載（100 字以内）させていただきます 
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