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　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 Looking For You

2 Silent Night

3 Lean On Me

4 Oh Happy Day

5 One Word

6 Love Theory

7 Holy Holy Holy

都合により曲目・曲順は変わることがあります。

www.knowgospel.com

3.Lean On Me

This is for that little child with no father
For that man that doesn't have a place to stay
For that little boy living with AIDS
Can I tell you a story, tell you a story
You can lean on me

There's a man  Standing on the corner
He has no home  He has no food
And his blue skies are gone 
Can't you hear him cryin' out

And there's a girl
Searching for a father and a friend
Praying that the storm someday will end
But instead of walking away
Open up your heart and say

I am here
You don't have to worry 
I can see your tears
I'll be there in a hurry when you call
Friends are there to catch you when you fall
Here's my shoulder, you can lean on me

Oh, there's a child 
Who is sick and begging to be free
But there is no cure for his disease
He looks up to his mother and

As she hold , his hand 
Prayin' that someday  The sun will shine again
And the pain will end

I am here
You don't have to worry 
I can see your tears
I'll be there in a hurry when you call
Friends are there to catch you when you fall
Here's my shoulder, you can lean on me

Tell me, how can I, how can I love Jesus
When I've never seen His face
Yeah, I see you dying
And I turn and walk away

So hold my hand
Let me take you to a friend of mine
He's waiting just to ease your troubled mind
Yeah, yeah, He loves you more than you'll ever know
'Stead of walking away
Open up your heart and say

I am here
You don't have to worry 
I can see your tears
I'll be there in a hurry when you call
Friends are there to catch you when you fall
When you call, friends will be there to catch you when, 
catch you when you fall
Here's my shoulder, you can lean on me
Thank you Jesus, yeah
Here's my shoulder, you can lean on me
Here's my shoulder, you can lean on me
You can lean on me
Lean on me, yeah, yeah
You're my friend but you're also my brother
Here's my shoulder, you can lean on me

これは、父親のいないあの小さな子のために
今夜泊まるところもない、あの男性のために
エイズとともに生きる、あの男の子のために
僕の話を、聞いてくれるかい？
寄りかかかっておいで

そこに、男がいる・・・街角に立っている
彼には家も無く、食べるものもない
希望という名の青空も、どこかへ行ってしまった
彼の心の叫びが、聞こえるだろう？

そこに、少女がいる
お父さんを、友と呼べる人を、探し求めている
この嵐がいつか過ぎ去ることを祈りながら・・・
そんな彼らの前をただ通り過ぎる代わりに
心を開いて、こう言ってみよう

私がいるよ
心配しなくていい
私には見える   あなたの涙が
あなたが呼べば、急いで駆けつけるよ
倒れそうな時そばにいて支えるのが友達だから
さあ、もたれかかっていいんだよ

そこに男の子がいる 
病気に苦しみ、そこから解放されたいと願っている
でもその病に治療法は無い
彼はお母さんを見上げ・・・

お母さんは彼の手を握りしめ
ただ祈る・・・いつかまた太陽の光が輝くように
そしてこの苦しみが、終わる時が来るようにと

私がここにいる
心配しなくていい
私には見える   あなたの涙が
あなたが呼べば、急いで駆けつけるから
倒れそうな時そばにいて、受け止めるのが友達だから
さあ、肩をかすよ、もたれかかっていいんだよ

教えてくれよ
いったいどうやってイエスを愛せるというんだ？
その顔さえ見たこともないのに・・・
そう、きみが死に向かっているのを見ながら
私は背を向け、歩み去るなんて・・・

だから、私の手につかまって
私の友のところへ、きみを連れて行きたいんだ
彼はきみの悩みを和らげようと、待っておられる
きみが想像もできないほど、きみを愛しておられる
黙って通り過ぎるんじゃなくて心を開いて、こう言おう

私がいるよ
心配しなくていいんだよ
あなたの涙が見える
あなたが呼ぶなら、急いで駆けつけよう
倒れそうな時そばにいて、受け止めるのが友達だから
あなたが呼ぶとき、もうダメだっていう時、
支えるのが友達だから
さあ、私によりかかって
イエスさま、感謝します
さあ、私によりかかって
さあ、私に信頼して
私に頼っておいで
頼っておいで
私の友であり、兄弟でもあるのだから
さあ、私に、よりかかっておいで

(Kirk Franklin)

(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
 

1.Looking For You

2.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・・・


