籠韓･#態の鰯観鰭欝蟹餓
' ｢
醇鰯醜線量璃

宿の紳配し醇種籾聴

一年前､ Brush Up!ゴスペルライブ2013を目指し.英行委員会を立ち

上げ､皐月､寒行委員会を開催.まずは.会場の予紀､グランドテーマ
の決定,ライブ構成･演虫､予算､等々. JUNKO先生.各寒行委員の

醤様の掲カですばらしいものになると信じています.
音響の凍先生､ピアニストさんからエールをいただきました.

只今､葵稲妻員体験中｡
るみきん@はれたん
すU臨0先生に汀プラッシェアッナ実行委則ござうですか?｣と声を掛けられた
のは､去卸売涼たん裁花見の時.一瞬､ ｢何のことで｣と思いました.蚤時
はれたんir入って､ようやく1年経っ短でいり.ましてやプラッシェア.･'ナを経

プラッシェアップライアによせて

音響

森正人先生

験していない自分S･'､寒行委員をするとは全く.Sってないことでした.なのに

･･･深く考える事もなく､何と専一くで引き受けたというのが本音です(皆さ

サンクス日間Sの原稿を書くにあたって､ JUNKOきんや皆さんとの出会い･

ん､ゴメシナサイ日そして気づけば会計係lC決まり,辞1回英行委員会の前
に先生からメールで前田の予算案資料を見た時､ ｢こりゃ大戒な事を引き受け

レコーディングの風景を恐い出していました.お会いするごとに嵐rで

たいも‑｣と初めて怒ったのです.

いたのが､皆さんの熱心さとお人柄です.楽しむための喜常を厭わない

その後､委員会i‑一番如しでプラッシェア･/プ本番までの準備や意気込みを闘い
でも､今ひとつ東風の湧かない自分がいました.ブラッシェアッナを経験さ
れ､英行委員をされている方連について行くので精一杯という威rたったので
す.本望lC捧軸の頃は何をすタロ1時いのか､全く分かりませんでした.
それでも英行委員会は本番の約1年前から撚まっていたので.徐々に私にもブ

雰囲気をとで高薫く鼠rますし､しかもそれを共同宿昔で創りあげら礼
ていく様手をいつも素敵だなと威じていました.そして｢光あるところ
へ｣の歌詞やグループ名匠もあるように, ｢あ峠やとう｣があふ机てい
で､とても心枇よい空間をいつも楽しませていただいています.あと少
しで待望の(用ブラッシェアッブライブです.

大攻など喜紫も多々おら掴､と思いますが､それを乗り越えたときの楽
しさは格別いと愚います.かくいう私も､その凍しまを味わいたいがた
めにこの仕事を続けられています.
素敵なライブをご一線に創りあげましょうr

ピアニスト

押領司両線さん

サンクスエイジングの皆さん､いつもありがとうございます!

今回のバンドメンバーも､それぞれが各方喬で活穫している素晴らしい
メンバーです♪則ま私も勅封喬の方がいますが.どんなサウンドになる

ラッシュア･Jすがどういうものなのか分かってきました.ブラ･Jシェア･}7'は

言葉通り､クワイヤーが､一人一人が痔き上げられる時的なんだと感じていま
す.そして実行委寧日こなった私はゴスペルを適し､また遭う庵さをいけられて
いるんだならと今では思っています.
実行委親王ぶっをゃけ裏方です.けれど薬方にならないと見えないもの､分か
らない事がありました.特にプラ･Jシェア･/?'を経験していない私は､これが

行われる再来を英行垂則こなったお隆で､ 1年いけで.slC蕗とし込んでいるよ
う!こ思います.

さあ､あとは本番!寒行委員始め,サンクス･エイジング･カンパニーのみん

なが､今まで撒み上げてきたものを技監する場所ですよれみなさんと一緒に
緊張鼠を楽しみたいと思います.
私達はその綾も少し仕事がありますが､今はそれも楽しみです.きっと終わっ
た複の風趣をみんな

でワイアイ語ることlC++‑りそうだからです.

い､とっても楽しみにしています.皆さんも楽し封こしていて下さいね.

ソリストの抱負

私事ですが､最近,ピアノを弾く事が､周りの人を幸せにするという事
を信じて弾くと､なんだか､嬉しくていい音楽できるんです!愛がすべ
てだ一一って歌がありますが､本堂iCすべでの事がそうですれ本番の
目は､皆さんの想いや愛車一つになって､素晴らしい空間が生まれる守

西村 千住すまん(ゴスペル18)
ゴスペル問こ入会して何年経ったのだろうい.
いっこうlこ上達できない私達(私) tC純子先生のやさしき､我没我きく二本雪目こあ

を､妄想しています(莱)
よろしくお願いします｢♪

ピアニスト

小石原利枝さん

本番まで日Jl'迫って､こ掴､らもうか的･'ん酌です*.
ワンボイス､ワンハート､リズムの特訓､ぽりぽり希練ってください.

プラッシェアツナの次の質が出産予定日.則こ葡萄るかしら‑生

残愈油ら今田滋桑でお手柄できません暗皆さんの健闘を祈っています.
最近は花粉(訪え黄砂等の蛾清栄でアレルギー字体羽を成しやすい時です8.･.
健康に気を和すで先知こ承張って下さい!

りがたく患っています.お友達に諒われ歌うことが好きたったのですぐに入
会させていただいたのは･ ‑いいのですが英薫‑〜蛍たり前ですが､いっこ

うに轟音がうまくなみず､いつまでもローマ字英語で歌う次辞です.
苦い新人さん連が18にも入会し堂々と歌っている姿は援生しいなもと惑って
いるこの頃ですが.
ブラッシェアップのソリスト!こ選ばれ騎敬もしていますが､ゴスべ7日8の皆

さんのやさしさ,大らかさに包んでくだきる義持に支えられ楽しく桑しく元
気よくを自分自身のモ･/ト‑!こ6月まで線削ぎ高みか､と起っています.

所存さん(だっこでゴスペル)
私が'iitI'めて充ただっこのステージは､1年半前の青J:っといで緊 (於:南千里公園).

メンバーB.'ソロを堂ぐと格好良く歌う姿を見て､自分もいつかあんな風tt歌えるtjlC

なりたいなあと､寝かのまなざしで見ていました.でも､これまで何度か挑戦したソロ

3/?マスクワイヤー合同練習を終えて
百やさん(はれたん)
歩っなか'')未来館6時の多国的ボー,峠入ったのは､一昨年のレコーディン
グいちいでした,少し懐かしく､そしで初めての経勘こ蘇張したことを思い出
しました･約100人もの人間がそろってのレ要一ティン猶､ホールの味と

蜜の購い本の色と共に強く中泉に減っています.今田の合同線親王あの時と
は遮って､ゆったりとリラックスしたムードで行われました.

どのバートを歌っているのか???な番組メンバーと先生とのやは持.･喬白

は,自分が'思い描いていた姿とは窺遠いものでした.自分にはゴスべ)男よか､ていrt‑い

んじゃをいかと,Sい悩んだ時期もありました.それでも.周り￠暖かい声に豹まされ挑
んだブラ･Jシュア･!?'のソロオーデヤシ嘗ン.ここで自分の成長を兄いだせなけtt･ti'､

もう次はないという思いもあったので､ソロに運んで噴いた時は本辛目こ媛しかったです.
正直､今でも私で良いのかなという思いはあります.たくさんのお客さんを前に､こ
れまでのあが'り症を克服して､しっかりと･}ロを歌い上げられるのい･･不安は尽きませ
んJ･.､これから更に歌い込むことはもちろん､.Sの準備もしっかりして､本番に脇もう
と思います.

く､よ!自主のばのとした雲釦こなりました.

広い空間を楽しそうに走')回っているチビたちを日の駒ことらえながらも､ ̲

品川,ト投手きん(晴れたん)

生懸命ヨシダクトを見如くら歌っている大葬の太人たちの葵くま､師､なかユニ
ークを光景で賄いでしょうが･でもこ拙く･ T柄の姿なのですれ普段小さ

なりました.

な子供が何日こいない生活の私も､少し憐れできました.

毒訓ここのめを剛､長崎は｢こんな難しい凸､本空目こできるの?｣ ｢でもでき
たら､カッ雷いいやん!｣と悪いました.そしてソロの部分を1品ママ歌ってみ

3月初めの通常練習の時､JUNXO先生が｢今風を入れて練習鵬と7回ですよ｣

私は､今田の晴れたんのÅ両雄銅Ineの梗半ソロを歌わせていただくことに

ら?｣といわれ

零で英常の歌詞･音程をとろのtC何度も何度も曲を聞き練習

とおっしゃいました･それを聞いたメンバー一目･びっくりです(この原稿を書

しました. I

いている瑚下旬では､あとSti自こなっています上

そして､昨年7月lC住之江区民祭りで､勅のソロ体験をしました.
本番直前には｢秋詞がとんでしまわれ1だろうか?｣ 【リズムにのって歌えるだ

Brush Upの本番まで｢まだ3ヶ机ということで.それまでまだ瞭過したムー

ド購りませんでした･でも今はあ,という間にこの3ヶ月は過ぎてしまいそ

うで･ ｢まだまだ準備ができていか,ぞ｣とじわじわと少しずつあせりが･広が
って来ています･ 3年に一皮の大舞台､削､のru･&､ステージにするためくくそろ

そろ義を引き締めなけ糾鼻と惑っています.

ろうか?｣ととても不安でしたが､なんとか歌い終えることが'出来ホ･/とする
と同時に｢ああ桑しかった｣と患えました.今田の舞台は大舞台です.そう思

うと瞭張風が増してきますが､以前の初ソロの時｢隷従まで歌いきる｣ことだ
けで精一杯たったのですが､ブラッシェアッナでは｢晴机たん色のゴスペルが
出せるようIl会員で一体となれるよう｣ ｢それが観客の方や口ごも伝わるよう｣
歌えたら缶と思います.

サンクス･エイジング･ゴスペルカンパニー

第4号ブラッシュアップ直前号

鵡態の艶聞舗態

編集;高橋静子(たっかん)

掴KO先生のワンポイントレッスンVol.3体の中心を感じる

TA G I sも

Thqnks Ageing

OSpeI Compqny

酷轡騒醜轟鵡義気

アルバム

録

Th anks"

浅海

美しく回転するアイギェアスケーター.打率の良い野球選手の講え､す

タイトル決定秘話

減きん(あっぎー) (掠れたん)

ばやい高さの中で安定感のある票道選手･ i ･いずれを見ていでも安.ts

昨年4月メンバー皆さんのお手元は届けることが出来ましたTA馬の

漆や､持っているカを存分に発揮する気の広がりを威rます｡

lsも

みなきんは立つ･座る･走る･歩く･踊る･歌うなどの討作をするとき､

自分の体をどう感じますか? ｢そんなこと考えて行辞したことか‑わ｣
という方も多いいもしみません｡しかし,いつも体の中.tsを忠誠して人

の暫きゃ自分の討さを見ていると.いろんな動作に俵の中,tsは起点とな
って密接に葉がっていることに気付きます｡

ア)の†A II Th an k s"●

あれから一年程経ちましたが､なぜ

タイトルが"'ヤha両"!こ菜まったのか?発案者の一人(でよがったで

すよね?)として､虫時の経緯を誇りか､と思います｡
2011年7月中旬 ｢光あるところへ｣のマスクワイヤー録音が終わ
り､堂時､レユーデイシダ実行委員のサブチーフだった僕も含め関係討
究に, JUNKO先生から一過のメール.その中国土､婆時のだっこで

ゴスペルの様子が｢レコーディング企画唾勅だっこでゴスペルが参加千

体の中i､登として､東洋医学では丹田(たんでん)という考え方があ信

全身の精気が集まるところときれます.自分の声を豊かに響かせる､安

きるか微妙だった. ｣こと｢TAGメンバー加盟への絶好のチャンスと

捉え､ 8月の夏休み突入直前段階で半ば強引に兜もろところへの練習へつ

定したリズムを保つ､ダ}いすを体から湧き出ず､立ち上が川棚快を

なげた｣こと

手首を発する､これらすべての起点はバラバラでなく､自分の体の中心

不参わのメンバーが多いった｣こと 薄暗こ､重言参れしてくれたメン
バーが掬示板へ書き込みしているのでみてください*.ど

｢丹田｣に桑し､それが上方射て広がっていくイメージです｡

この丹田を日常生活でも意識していると,下委しやすい雨風が本来の位
置に戻り･小さく狭まりやすい的骨が広がり､歌だけでなく健康増進に
も良い討幕を与えます.

｢童日だっこからの参加者は5名であったが､やむな･く

きて.持前板のURLをク')ックすると､そこ章載｢レコーディングや､

手供の面倒を見てくれでいたパパへの戚諭の悪い｣で港外てる｡ i
｢あっ･"'Th an kspや｣手供のこと､規のこと､仕事のこと､､､

歌うことに時間やパワーを割くのって難しい｡ふと暗むことがもっても､

イメージしてほしい丹田の位置は､立ち姿勢で右手か主に開いてキー
チ.親指をお脚こあて小指を垂直におろした小蒲の指先から､ 8cmくら
い体の能都へ.そこにピンポン玉をイメージしてください.

それがあなたの体の中.13‑丹田です.

歌える環塊を快く作ってくれる人たちが周†目白,る｡
そんな'心遣いに､自然lC出てきた言葉が

●' Th an ks●'

でした.

今年6親王､いよいよプラッシェアッブライブ.

沢山の人に支えられて浩勤できることくく威謝し歌いたいと思います｡
向山を美(ゆみちゃん)だっこでゴスペル

2012年度TAGの活動の一つ､ 2購由利細部‑ぴあにて開催
♪音響 療先生のワークショップ♪
音響ワークショップ風趣

げたのはとても勉強になりました.

岡本寺子(たいちゃん)だっ亡でゴスペル

音の出る基本やマイクの青の拾い方などの実戦､とてもわかりやすく勉強
になった他､スチマネとして搬入時からセッティングの見学､貨問ランチタ
イム､とても亙寮の濃い甑でした,また向春以外にも､セッティング中でも
丁寧に鈎即こ各れくださった'Jt邪魔してすいませんでした. )､音律屋の

裏話や音響釦､ら見た短寅著の話やカ･,ヨ良く見えろ方法など窃白く話して
下さった生｢音響｣の勉強だけでなく｢音響屋の凍さん｣がとても暖かく
ステキな音響きんだとわかりました.プラッシェアップがさらに楽しみに
なった再でした･だっこメンバーは手どもが大雪できなかったため凍みた
人は敵名で残念でしたが､学んで来た向春をできるだけ丁寧にメンバーに伝
えたいと思います.

TAG

基礎均な鴨からちょっとしたポイント障､素人の私たちにもとても令
団やすく説明して噴きました･今まで卸､い理航分かられ､ままくこ､
これはダメ･こうした方姉,いとやっていた事も今田旺ゼ油を散れ揚
個人姉は､ 8の亭巻きがスムーズにできないので､ぜひ‑ゾを撒江坂き
たかったのですか･時間がなく残机なかったのか残念です.ステマネの符一
歩として､次回のステージまでにマスターしかと惑います.
また､辞職を通して､ブラッシ‑アップで嫁さんとご一統来ることがとで
も花巻なのだと東成しました言の鵬で学んだことを最大限に活かせるよ
う･線描も即込んで行きかと愚います｡あ持てとうございました.
槍垣美紀(みき)だっこでゴスペル

基礎知識から突端までとてもわかりやすく翻していただき大変勉強にな
りました･いいに音響さんの技黄と感性が大切である掴･･bいりSLた.
虚音を聴きながら歌うこと､マイクの津軽や位置で璃こえ方が変わる暗､
デモ演奏で東成できました･唖から･音縛機材の疎い扱い方をお開きし
て､もう我が.手をステージにれずるのか掃く掴ました.今までや.ではい けか､ことすべてやつていました.手ども封鎮考えたいです.桑しい謀議 をあ掴.t'とうございました.

定期理事総会を開催
( 2013‑3･30ゆいぴあ4F会議室)10名出席

編集後缶馬橋騎手@TAG常任理事

1. 2012年度活動報告､会計報告･‑理事長

ゴスぺlい8の淡いJ･'担重しなけれIrと､少しでも苦いうちにと

2. 2013年度常任理寧選出,各理事紹介‑･JUNKO先生
3. 2013年度規約改正,‑理車長活動計画,方針･‑JUNKO先生

お引き受けし.未知のこと色々体験し成城しています.

詳細は掲泰板で!

皆さんはか)版刷りをご存じです小で(5時余前の折閲作成)
今回の新郎乍日訪ソゴンで出来る小心椀でしたが､挑職してあました.
ったか一編集ですが､ご精読をよろしくお願いします.

mGの組織図に2013年度の役員を紹介します｡
よろしくお願い申し上げます｡

代表JUNKO
儲節義ディレクター)

さら‑ブラッシュアップ

onevoice!Practicemakcspe鳴ct!

常任理事

理曹長:鰻丼太郎
(ゴペック)

代表代理

三宅弘晃

ゴペック代表

山崎明
ばれたんリーダー

副理曹長:坪野みゆき

酒井孝子

(ばれたん)
鴫Ik活g Gospel代表

[

合田 之彦

会計秘雷:萬橘静子
(ゴスペル18)

ゴスペル18代表

木下新二
藍尊:槍壇美紀
(だっこでゴスペル)
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だっこでゴスペル代表

曲原智子
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