
第 2回 チャリティーコンサート&セラピードッグ講演会

日ano Duo浅 野 純 子 施滝罪予
国際セラピードッグ協会代表 。「名犬チロリ」「いのちをつなぐ」の著者

大木トオル氏と
セラビードッグ不
お迎えして
2013年 10月 6日 (日 )

14:00開演 (13:30開場)17:00閉 演 (予定)

仙台市戦災復興記念館・記念ホール 全席自由 一般3,000円 学生2,000円

協力/国際セラピードッグ協会

後援 /(株)ヤマ八ミュージックリテイリング仙台店 0)可 ゴヒ新報社
プレイガイド/(株)ヤマ八ミュージック仙台店 カワイミュージックショップ仙台 藤崎 仙台三越

協賛/(株)ジェー。シー・アイ (有)八ウスキープ

主催/AKT お問い合わせ 090… 7282…5211



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

タルを開催。同年東京オペラシティでショ

バンリサイタル開催。2000年井口愛子先生

に捧げる 2台のピアノとソ回のタベを開

催。2002年、2007年、2010年イ山台、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

フアンスキの各氏に師事。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。宮城教育大学非常勤講師。

宮城県出身。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 トゥーロ・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

芸術選奨新入賞受賞。平成 7年度宮城県芸

術選奨受賞。宮城学院女子大学名誉教授。

蒻 渕

大木 トオル
音楽家。

国際セラピードッグ協会代表、

ユナイテッド・セラピー・ジャパン

lNC代表

弘前学院大学客員教授、

社会福祉学者 (日 米)、

日本被災犬保護代表

東京日本橋人形町生まれ。1976年

渡米、米国在住。全米音楽界で唯

一、東洋人ブルースシンガーとし

て全米ツアーを成功させるなど、人

種の壁を乗り越えて世界的に活躍

する。ゼネラルプロデューサーと

しても多くのビッグアーティスト

を育て、日米のブラックミュージックの架け橋として長く活躍、「ミスター

イエローブルース」と称賛される。

一方、動物愛護家として日米の友好・親善に貢献。捨て犬達と被災犬達の救

助と共にセラピー ドッグ育成のパイオニアとして動物介在療法の普及を

36年にわたり行つている。障害者施設、老人施設、病院、教育の現場などで

活動し、日米の各施設で多くの症例と成果を出している。セラピー ドッグ訓

練カリキュラムの考案者として活動中。

【著書】

『伝説のイエ□―・ブルース』(文藝春秋 1983年 )

『キラ星たちのレクイエム (鎮魂歌 )』 (誠文堂新光社 1998年 )

『名犬チロリ』(マ ガジン八ウス 2004年 )

『アイコンタクト～最強のセラピードッグ 名犬チロリ写真集～』(バ ットコー

ポレーション2006年 )

『動物介在療法 セラピードッグの世界 』(日本経済新聞出版社 2009年 )

『名犬チロリ～日本初のセラピードッグになった捨て犬の物語～』(岩崎書店

2011年 )

『いのちをつなぐ』(岩崎書店 2012年 )

【音楽 CD】

(ソニーレコード、エイベックスレコード、ドリーミュージック)多数
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国際セラピー ドッグ協会 (東京・大木 トオル代表)では、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ために、福島県内の被災犬を多く保護して 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活動を行つています。

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。

AKT代表 浅野 純子
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セラピードッグ 丁HERAPY 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 66年の歴

史があり、日本でも大活躍している。

彙
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Message

皆様、本日はお忙しい所、第 2回チヤリティーコンサート&セラ

ピードッグ講演会にお集まり下さりありがとうございます。沢山の

皆様の応援の元 昨年より「東日本大震災で被災した犬達をセラピー

ドッグ刺 との取組みをなさっておられる、国際セラピードッグ協

会へご協力をさせて頂いております。

今回はチャリティーコンサートのみならず、協会代表の大木トオ

ル先生、セラピードッグ達をお迎えし、初の試みとなります音楽と

犬達のコラボレーションのステージです。音楽と動物というピュア

な存在を通し、皆様方とのつながり「ライン」をよリー層深めさせ

て頂けましたら幸いです。

AKT代表 浅野純子

場 宦

大木 トオル
音楽家。

国際セラピードッグ協会代表、

ユナイテッド・セラピー・ジャバン lNC

録

弘前学院大学客員教授、

社会福祉学者 (日 米)、

日本被災犬保護代表

東京日本橋人形町生まれ。1976年渡米、

米国在住。全米音楽界で唯一、東洋人ブ

ルースシンガーとして全米リアーを成功

させるなど人種の壁を乗り越えて世界的

に活躍する。ゼネラルプロデューサーと

しても多くのビッグアーティストを育

て、日米のブラツクミュージックの架け

橋として長く活躍、「ミスターイエローブ

ルース」と称賛される。

一方、動物愛護家として日米の友好・親善に貢献。捨て犬達と被災犬達の救助と共にセ

ラピードッグ育成のパイオニアとして動物介在療法の普及を36年にわたり行つている。

障害者施設、老人施設、病院、教育の現場などで活動し、日米の各施設で多くの症例と成

果を出している。セラピードッグ訓練カリキュラムの考案者として活動中。

【著書】
r伝説のイエロー・プルースJ(文藝春秋 1983年 )

'キ
ラ星たちのレクイエム(鎮魂歌),(誠文堂新光社 1998年 )

『名犬チロリJ(マガジン八ウス2004年 )

'ア
イコンタクト～最強のセラピードッグ名犬チロリ写真集～,(パ ツトコーボレーション2006年 )

'動
物介在療法セラビードッグの世界 |(日本経済新聞出版社 2009年 )

'名
犬チロリ～日本初のセラピードッグになつた捨て犬の物語～J(岩崎書店 2011年 )

『いのちをつなく,(岩崎書店 2012年 )

【音楽CD】 (ソニーレコード、エイベックスレコード、ドリーミュージック)多数
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<第 1部/コ ンサー ト>14:00～ 15:00

モーツアルト〓グリーグ
ソナタ 八長調 K545(2台 ピアノ)

シューマン

子供の情景 作品 15(連弾・Ki「chner編 )

グリーグ
ペールギュント 第1組曲 作品46(連弾)

チャイコフスキー

花のワルツ (2台 ピアノ・Economou編 )

第 1ピアノ 浅野純子

第 2ピアノ 浅野 繁

―
 休憩 

―

<第 2部/講演>15:30～17:00

①講師大木トオル氏
②セラピードッグ達のエキジビジョン

日本初のセラピードッグ
チロリ



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 ワルシヤワにてリサイタル。

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バン没後 150年

記念リサイタルを離 同年東京オペラシテイでショバンリサイタ′閉鼎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

ンスキの各氏に帥事。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

浅野 純子 /z彪 ″

浅野 繁″夕″彪″

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。井口愛子氏に師事。

1970年 第 39回 日本音楽コンクールピア/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 文佃宇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 ケランジエリ氏に師事。

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 (nfIL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、ヴアイオリニス ト」ヽ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。宮城学院女子大学名誉教授。



現在、被災地の行政が運営する被災犬保護施

設 (シ ェルター)に収容されている東日本大震

災の被災犬たちですが、震災から 2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」に混迷していますも

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 【東京 :

大木トオル代表】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、震

災直後より国及び自治体にも働きかけを行いつ

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■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―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

CAnimal Asgsted TherapyAA丁 )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ニ 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。

セラピーードッグ 彙  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 66年

の歴史があり、日本でも大活躍している。
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本部・工場 : 宮城県黒川郡大和町松坂平な卜2

‐      ITEL.(022)344-3222‐ ‐FAX.(022)344-3229
URL:http://wwwjci-1000nen cё 」p .  E― mali:」 ciqCi-100onen COjp
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