
　200 0年9月にシンガーでありディレクターであったデリック・パニエ牧師により
神様を全身で心の底から讃える素晴らしい音楽「GO S P E L」を世に発信する為に
結成される。
　以来、様々な年齢や職業のメンバーが参加しているが、魂のこもったゴスペルを一人でも
多くの人に届けるべく、歌詞の意味・背景を学びながらブラックゴスペルを心から感じること
を大切に歌っている。
　過去4回のオリジナルライブの開催をはじめとして、市内各商業施設のイベント・
区 民 センター 主 催コンサ ート・大 学 祭 などに出 演 するほか 、旧 厚 生 年 金 会 館や
札幌ドームにおいて行われたゴスペルフェスティバルで全道のゴスペルクワイアと共演、
またホームグラウンドである宮の森フランセス教会にて行われた東日本大震災復興支援
ゴスペルライブに出演するなど積極的にゴスペルの持つメッセージを発信し活動を展開。　
　2007年に創立者のデリック・パニエ牧師が天に召されたが、メンバーが志を引き継ぎ、
愛を大切にゴスペルを歌い続けている。

※クワイア名の「KNOW GOSPEL」とは、世界の皆様に「ゴスペルを知ってください！」
という故デリック・パニエ牧師の強い思いを込め命名。

ノウ ゴスペル

1 Silent Night
2 Total Praise
3 The Lord Shall Reign
4 Oh Happy Day

5 Tastify
6 My Life My Love My All
7 Peace And Favors Rest On Us
8 Lean On Me

都合により曲目・曲順は変わることがあります。

www.knowgospel.com

1.Silent Night

Silent night,   holy night

All is calm,    all is bright

Round yon virgin,  Mother and Child

Holy infant so   tender and mild

Sleep in heavenly peace

Sleep in heavenly peace

Silent night,   holy night

Son of God,   love's pure light

Radiant beams from Thy  holy face

With the dawn of redeeming grace

Jesus, Lord at Thy birth

Oh Jesus, Lord at Thy birth

Sleep in heavenly peace 

静けさに満ちた夜、聖なる夜
すべては穏やかで、すべては輝いて
あの母と子の周りを取り囲む
聖なる神の御子は優しく、おとなしく
天の御国の平安に包まれて眠る
天の御国の平安に包まれて眠る

静けさに満ちた夜、聖なる夜
神の御子、それは純粋な愛の光
聖なる御顔から、まばゆい輝きが放たれる
罪人をあがなう恵みの時代の夜明けが来た
主イエスが、お生まれになった
ああ、私たちの救い主がお生まれになった

平安に包まれて
静けさに包まれて
眠っておられる・・・

2.Total Praise

Lord, I will lift mine eyes 

to the hills

Knowing my help is coming from You

Your peace You give me

In time of the storm

You are the source of my strength

You are the strength of my life

I lift my hands in total praise to You

Amen

主よ　私は立ちはだかる山々に向かって
目をあげます
私の助けはあなたから来ると
わかっていますから
嵐のただ中にいる私に
あなたが与えてくださる、あなたの平安

あなたこそ、私の力のみなもと
あなたこそ、この人生を生きてゆく力
私は両手を掲げ、私のすべてであなたを
賛美します

アーメン

(Richard Smallwood)

主はとこしえに統べ治める

とこしえに・・・

王はとこしえに統べ治める

主イエスが空を引き裂くように来られる時

キリストにある死者はよみがえり

わが救い主とともに天へ帰り、

そこに住まう

その時生き残っている私たちは

一瞬のうちに変えられて

空中で救い主なる主とお会いする

そして王は、とこしえに統べ治める

ラッパが鳴りひびくとき

我らはよみがえり

空中で主とお会いする

その時生き残っている者たちは

一瞬のうちに変えられて

永遠に生き、治める者とされる

そして王は、とこしえに統べ治める

門よ

おまえたちのかしらを上げよ

栄光の王がはいって来られる

And He shall reign forever and ever

And he shall, and he shall, 

ever and ever

And the King shall reign 

forever more

When Jesus cracks the sky 

The dead in Christ shall rise

To go back with my Savior 

and live with him there, yeah

And we who yet remain

In a twinkling we shall be changed 

To meet our Lord and Savior 

in the air, oh

And the King shall reign forever more, oh

When the first trumpet sounds

We’ll get up from the ground

To meet Him in the air

Those of us who remain 

in a twinkling shall be changed

And live ever more to reign 

And the King shall reign forever more, oh

He shall reign, Oh, Oh, Oh, Oh

Lift up your heads　　All ye gates

And the King of glory

Shall come in

4.The Lord Shall Reign (Mississippi Mass Choir)

★
Oh happy day     [C] Oh happy day 
Oh happy day    [C] Oh happy day   
When Jesus washed  [C] When Jesus washed  
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
Washed my sins away [C] Oh happy day   
Oh happy day        [C] Oh happy day  

Lalalalalalalalala　　　 [C] Lalalalalalalalala 

Oh happy day     [C] Oh happy day 
Oh happy day     [C] Oh happy day   
When Jesus washed   [C] When Jesus washed  
When Jesus washed  [C] When Jesus washed  
When Jesus washed [C] When Jesus washed  
Washed my sins away

Lalalalalalala     [C] Lalalalalalala 
Lalalalala   　　 [C] Lalalalala 

★★
He taught me how to watch fight and pray,
Fight and pray!
And live rejoicing every, everyday  everyday!

★REPEAT
★★REPEAT

Oh happy day ×7
Oh happy day !

5.Oh Happy Day

イエスが罪を洗い流してくれた時
それが幸せな日
主イエスは私に教えてくれた
ものの観方、戦い方、そして祈り方を
日々、喜びに満たされて生きることを
オーハッピーデイ！


