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チャリティーコンサート

～Duoの午後～

2012年 11月 4日 (日 )

14:00開演 (13:30開場)

仙台市戦災復興記念館 0記念ホール

全席自由 3,000円

国際セラピー ドッグ協会

(株)ヤマ八ミュージック東北仙台店

(株)ヤマ八ミュージック東北仙台店 カワイミュァジックショップ仙台 藤崎 仙台三越

AKT お問い合わせ 090…7282¨5211
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国際セラピー ドッグ協会 (東京 。大木 トオル代表)が、東日本大震災で被災した犬達をセラピー ドッグ

に生まれ変わらせる「日本被災犬終身保護センター」を今夏東京都内に開設されます。福島県内の被災犬

約 100匹 を保護して 2年がかりで訓練し、被災者の心身のケアに役立ててもらおうという試みです。

今回のチャリティーコンサー トでは、必要経費を除く収益金をその活動支援に使わせて頂きます。

浅野 純子
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セラピー ドック J19 THERAPY DOG

触れ合うことによって人の心身のケアをする「動物介在療法」に貢献する犬。単なる癒しだけでなく

認知症や脳梗塞の後遺症のり八ビリ、言語障害の改善などに役立つとされる。米国では約 60年の

歴史があり、日本でも大活躍している。

浅野 純子

福島県出身。

1977年 第 21回全東北ピアノコンクール第 1位入賞。文部大臣賞受賞。

1984年 東京音楽大学ピアノ演奏家コースを優等賞を受賞して卒業。その後、

ポーランド政府給費留学生として ワルシャワ・ショパン音楽院マスター

コースに留学。

1986年 帰国その後仙台東京をはじめポーランド各地にて演奏活動を行う。

1990年 ワルシャワにてリサイタル。

1994年 ポーランド・カリシフィルオーケス トラと共演。

1995年、1997年 仙台でリサイタル開催。

1999年 ポーランド・クラクフ日本美術技術センターにてショパン没後 150年

記念リサイタルを開色 同年東京オペラシティでショパンリサイタル開イ亀

2000年 井口愛子先生に捧げる 2台のピアノとソ回の夕べを開催。

2002年、2007年、2010年 仙台、東京でリサイタル開催。

これまでに八島幸男、三浦浩、斉藤久子、井口愛子、関根有子、A・ ステファ

ンスキの各氏に師義 現在、演奏活動を行うと共に、後進の育成にも力を入れ

ている。全日本ピアノ指導者協会正会員。2008年特別指導者賞受賞。

2011年′2012年 指導者賞受賞。その他様々なコンクールの審査員を務める。

浅野 繁

1949年 宮城県小野田町 (現・加美町)に生まれ、9歳より佐々木美佐子氏の指導

でピアノを始め、のちに庄司芳武氏に師事。

1963年 第 8回「全東北ピアノコンクール」第 1位、文部大臣賞受賞。

1965年 桐朋学園高校音楽科に入学。以後留学まで井口愛子氏に師事。

1970年 第 39回「音楽コンクール」ピアノ部門第 2位入賞。

1976年 桐朋学園高校音楽部を音楽賞を得て卒業。

1976年 文化庁在外研修員としてスイスに留学し、アル トウーロ・ベネデッティ

=ミ ケランジェリ氏に師事。

1980年 帰国。

東京、仙台を中心に各地で演奏活動を再開。リサイタルの他、宮城フィル (現イ山台

フィル)等オーケス トラと協演、ヤナーチェク弦楽四重奏団と協演がある。仙台

ニューフィル、鹿児島交響楽団等アマチユアオケとの協演も度々行つており1994

年には宮城教育大学管弦楽団とベー トーヴェン作曲ピアノ協奏曲全曲演奏会を

行つた。また、国際交流基金の要請による東南アジア演奏旅行(1974年 )、 日中国交

回復 10周 年記念音楽使節(1982年 )の他、アメリカ・ポーランド等、国外での演奏

活動も行つている。昭和 62年度宮城県芸術選奨新人賞受賞。平成 7年度宮城県芸

術選奨受賞。



チャリティーコンサート

～DuOIの午後
～

‐2012‐ 年‐11月 4日 (日 )

|‐ 1   14:00開 演  |‐

仙台市戦災復興記念館 1記念ホ■ル

援

力

催

後

協

主

国際セラピードツグ協会   ‐ ‐

(株)ヤマ八ミ三■ジック東北仙台店

AKT‐      ‐      |



鋪擬憑―――平9ジ賀9 _ず酸‐

皆様、本日はお忙しい所、チャリティーコンサート

Ouoの午後"にお集まり下さりありがとうございます。

様々なご縁に支えられへこのチャリティーコンサート

に至っております。

今回のテーマは「シェア (分かち合しつ」です。

私の愛する犬達と音楽を通して、素晴らしいひとときを

皆様方と共有出来ますことに心より感謝申し上げます。

そして、少しでもお役に立てるチャリティーとなり

ましたら幸いです。

AKT代表 浅野純子

震災後、多くの皆さんの中に生きる勇気と心のケ

アーが問われる時代になりました。現地で活躍するセ

ラピードッグ達に素敵な音楽が支えになることを願っ

ています。今まさに浅野繁さんと浅野純子さんの素晴

らしい音楽は、多くの皆さんの心に響くことでしよう。

そして、このチャリティーが被災犬達の命を救います。

心より感謝を込めて・・・

国際セラピードッグ協会

代表 大木 トオル

セラピー ドッグ 曖む 丁HERAPY DOG

触れ合うことによつて人の心身のケアをする「動物介在療法」に

貢献する犬。単なる癒しだけでなく認知症や脳梗塞の後遺症のリ

ハビリ、言語障害の改善などに役立つている。米国では約 65年

の歴史があり、日本でも大活躍している。



ドビュッシー

小組曲 (連弾)

1.小舟にて

2.行列

3.メ ヌエット

4.バ レエ

ラヴェル

タープランの墓(連弾・Carban編 )

1.前奏曲

2.フ ォルラーヌ

3.メ ヌエット

4.リ ゴードン

一
体 憩

―

ラモ‐

ガヴォットと変奏曲(2台ピ〃・Doebber編 )

ラフマニノフ

組曲第 1番「幻想」 (2台ピアノ)

1.舟歌

2.夜 と愛と

3.涙

4.復活祭

第 1ピアノ 浅野純子

第 2ピアノ 浅野 繁
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浅野 純子

福島県出身。

1977年 第 21回全東北ピアノコンクール第 1位入寅。文部大臣賞受賞。

1984年 東京音楽大学ピアノ演奏家コースを優等賞を受賞して卒業 その後、

ポーラン ド政府給費留学生として ワルシャワ・ ショバン音楽院マスター

コースに留学。

1986年 帰国その後仙台、東京をはじめポーランド各地にて演奏活動を行う。

1990年 ワルシャワにてリサイタル。

1994年 ポーラン ド・カリシフィルオーケス トラと共演。

1995年、1997年 仙台でリサイタル開催。

1999年  ポーラン ド・ クラクフ日本美術技術センターにてショパン没後 150年

記念リサイタルを圧朧圭剛軍東京オペラシティでショバンリサイタ′И顎L
2000年 井口愛子先生に捧げる 2台のビアノとソロのタベを開偽

2002年、2007年、2010年 仙台、東京でリサイタル開儀

これまでに八島幸男、三浦浩、斉藤久子、井口愛子、関根有子、A・ ステファ

ンスキの各氏に帥乳 演奏活動を行うと共に後進の育成にも力を入れている。

全日本ピアノ指導者協会正会員。2008年 特別指導者賞受賞。

2011年 ,2012年 指導者賞受賞。その他様々なコンクールの審査員を務める。

現 在 宮城教育大学非常勤講師
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浅野 繁

1949年 宮城県」督 田町 (現・加美町)に生まれ、9歳より佐々木美佐子氏の指導

でピアノを始め、のちに庄司芳武氏に師事。

1963年 第 8回全東北ピアノコンクール第 1位、文部大臣賞受賞。

1965年 桐朋学園高校音楽科に入学。井口愛子氏に師事。

1970年 第 39回 日本音楽コンクールピアノ部門第 2位入賞。

1972年 桐朋学園大学音楽学部を音楽賞を得て卒業。

1976年 文化庁在外研修員としてスイスに留学し、アル トウーロ・ベネデッティ

=ミ ケランジェリ氏に師事。

1980年 帰国。

東京、仙台を中心に各地で演奏活動を再開。リサイタルの他、宮城フィル (現仙台

フィル)等オーケス トラと協演、ヤナーチェク弦楽四重奏団と協演がある。仙台

ニューフィル、鹿児島交響楽団等アマチュアオケとの協演も行つており 1994年 に

は宮城教育大学管弦楽団とベー トーヴェン作曲ピアノ協奏曲全曲演奏会を行つ

た。また、ヴァイオリニス ト小林武史氏との国際交流基金の要請による東南アジア

演奏旅行(1974年 )、 日中国交回復 10周年記念音楽使節 (1982年)の他、アメリカ・

ポーランド等、国外での演奏活動も行つている。昭和 62年度宮城県芸術選奨新人

賞受賞。平成 7年度宮城県芸術選奨受賞。



現在、被災地及び各地の行政が運営する被災犬保護

センターに収容されている東日本大震災の被災犬たち

です力ヽ 震災から 1年半以上を経過した現在、飼い主

との再会を果たせず、また、新しい飼い主を見つける

ことが難しいと判断された犬たちの「処分Jに混迷し

ています。

また、これらの保護施設 (シ ェルター)は恒久的な

ものではなく、いずれ閉鎖されてしまいます。そのた

め国際セラピードッグ協会鵬睡貢。銀座:大木 トオリИ場司

では、被災犬たちの最終的な「終身保護センター」を

建設することを目標に昨年の震災直後より国及び自治

体にも働き力ヽすを行いつつ行動を続けておられます。

この「終身保護センター」では被災犬の保護を行う

だけでなく、同時に適性のある犬たちにセラピー ドッ

グの訓練を行います。保護された犬たちがセンターの

中で、ただ一生を終えるのではなくセラピー ドッグと

して動物介在療法 CAnirrtal Assisted■Ⅱ印ヴⅥ⊃ を

行い、再び世に出て行くという好循環を実現するため

の第一歩です。

今回のチャリティーコンサー トは、センター建設の

ためのご協力とさせて頂きます。

ありがとうございました。



嚇


