
　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 Peace And Favor Rest On Us
2 The Worshipper In Me
3 Looking For You
4 You Are Good

5 The Blessing Of Abraham
6 Lean On Me
7 Soldier On

都合により曲目・曲順は変わることがあります。

www.knowgospel.com

2.The Worshipper In Me

I live and breathe You God

I live to give You glory

With everything I have

I’m here finally

I’m calling forth

The worshipper in me

Lord, You are my strong tower

My help and my strength

May my life bring You praise

I desire to know Your ways

With everything I have

I’m here finally

I’m calling forth

The worshipper in me

Freely I give You all of me

I give You my worship, my worship

With everything I have 

I’m here finally

I’m calling forth

The worshipper in me

私は生き、あなたを呼吸します、神よ

私はあなたに栄光を捧げるため生きる

私の持てるすべてで

ついにここまで来ました

私は呼び起こします、

私の内なる礼拝者を

主よ、あなたは私の強いやぐら　私の助け、私の力

どうかこの人生があなたへの賛美となりますように

あなたの道を知らせてください

私の持てるすべてで

ついにここまで来ました　私は呼び起こします、

私の内なる礼拝者を

喜んで、私のすべてをあなたにお捧げします

捧げます、私の礼拝を

私の持てるすべてで

ついにここまで来ました

私は呼び起こします、

私の内なる礼拝者を

(Javen Campbell)

いと高きところにおられる神に、栄光あれ
神のいつくしみが私たちのただ中にある
いまこの時、栄光を神にささげよう
持てる力を尽くして、歌おう　最高のほめ歌を!

平安と恵みが、私たちの上にとどまっている
神との和解、恩恵が、私たちに与えられている
心に平安を得て、愛されている
栄光を神に、ささげよう
いまこの時、栄光を神にささげよう
最高のほめ歌を、歌おう力の限り！

さあ、立ち上がろう 救い主を、ほめたたえよう
さあ、共にささげよう
いまこの時、栄光を神に
最高の賛美をささげよう！

平安と恵みが、私たちの上にとどまる
栄光、神にあれ！

Glory to God in the highest
The favor of God is among us
Glory to God today
With our best praise our highest

Peace and favor rest upon us
Peace and favor rest upon us
Peace and favor rest upon us
Glory to God  We give 
Glory to God today
With our best praise our highest

Everybody get up
Lift the Savior up we give
Glory to God today
With our best praise

Peace and favor rest on us
Glory to God Glory to God

1.Peace And Favor Rest On Us (Kurt Carr )

(Kirk Franklin)

To all my people in the struggle

You think God’s forgotten about you

Here’s some pain medicine Let’s go!

 

You’re in your car, you’re at the house,

on your job Be encouraged, boo Come on!

I've been down so long,

I've been hurt for so long,

There were times

I thought I'd never see the break of day

It was hard for me to see Your plan for me

And I tried to believe surely it won't last always

So night after night

I prayed “Lord, don't take Your joy from me”

And then late one night

I read in Your love letter that it's gonna get 

better

 

Don’t You know that

I've been looking for You

I realize nothing else will satisfy me

I'm so glad I found You

Now that I'm changed no one can

keep me away from You

 

You’ve been so good to us

You brought us from a mighty long way

That’s why we love You　Come on!

When my enemies tried to come for me

And they thought

that my world was coming to an end

All the while You knew that I would make it 

through

I feel closer to You now than when I first began

Jesus, You are

You are my sunlight after the rain

Wherever You are

I just wanna be near You

I'm so glad I can hear You

いま、苦しみもがいているきみへ
自分は神に忘れ去られたんだと、感じているきみへ
この歌はその痛みに効く薬だよ
 
いまきみは、車の中で聴いているかな、家にいるか、
仕事中かな?　きみを励ましたいんだ、さあ！

長いこと落ち込んでいた ずっと痛みを抱えてきた
もしかすると二度と
朝陽を目にすることはないかもって、思った時もあった
あなたが用意してくださっている計画は
辛すぎて見えなかった
こんな状態はいつまでも続くものじゃないと信じたくて
毎晩、毎晩 
主よ、どうかあなたの喜びを取り去らないで、と祈った
そんなある夜更け
あなたのラブレターにこう書いてあるのを見つけたんだ
この状況は益とされてゆく
 
わかっているでしょう？
ずっとあなたを探していたんだ
他の何も私を満たすことはできないと分かった
あなたを見つけることが出来てほんとうによかった
私は新しくされた
もう誰も、私をあなたから引き離すことはできない

あなたはいつも良くしてくださった
遠い遠いところから、引き寄せてくださった
だからあなたを愛します
 
私を憎む者たちが、襲いかかってきた時
これで私もおしまいだと、敵が考えていた時
そんな時も、私はきっと耐え抜くと、
あなたにはわかっていた
今は前よりずっと、あなたを身近に感じられる
ジーザス、あなたは あなたは雨上がりに輝く陽の光
あなたがどこにいようと ただあなたのそばにいたい
あなたの声が聞けるようになってほんとうによかった
 

3.Looking For You

(Israel & New Breed)4.You Are Good

①Lord You are good, and Your mercy

endureth forever　×２

②People from every nation and tongue,

From generation to generation. 

③We worship You

Hallelujah, Hallelujah

We worship You

For who You are　×２

And You are good! 

You are good, all the time,

All the time, You are Good.　×２

 

①くりかえし

②くりかえし 

③×２　くりかえし

For who You are,

For who You are...

And You are good!

神よ、あなたは素晴らしい方
あなたの恵みはとこしえに
尽きることがない

肌の色も言葉も超えて
世代から世代へと

あなたを讃えます
ハレルヤ！ハレルヤ！
あなたを讃えます

あなたが、
あなたであるがゆえに
あなたはいつくしみ深い方
昨日も、今日も、永遠に
神よ、あなたは素晴らしい方


