
浅野純子の音楽と大木 トオル氏のお話
共演 浅野繁 (Pf。)浅 野みけら(Vl。)

2014年 11月 11日 (火)

一・ と、、もππヰー

ショバン(ソロ)

ノクターン Op.9-1、 Op.9-2

ブラームス(連弾)

ワルツ Op.39より抜粋

ブラームス(デュオ)

ヴァイオリンソナタ Op.108第 3番

18:30開場/19:00開演
ルーテル市ヶ谷ホール
チケット前売3,000円 (当 日500円増し)

大木トオル氏 (お話)

(音楽家・国際セラピードッグ協会代表)

シューベルト(連弾)

.  幻想曲 D。940  ■
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多くの被災犬を保護し、セラピードッグとしての訓練を行う、

国際セラピードッグ協会の活動を応援します。

セラピードッグcherapy DoD

触れ合うことによつて人の心身のケアを行い「動物介在療法」に貢献する

卜L/一ニングを受けた犬達。

認知症や脳梗塞の後遺症のリハビリ、言語障害の改善等大き<貢献して

いる。
日本初

暫莞
―ドツグ 米国では66年の歴史があり、日本でも大活躍している。
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東日本被災犬保護プラザ活動支援
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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、またポーランド各地にて演奏

活動を行う。
1990年 ワルシャワにてソロリサイタル。
1994年ポーランド・カリシフィルオーケ
ストラと協演。1995年 、1997年仙台で

リサイタル開催。
2000年 井口愛子先生に捧げる2台ビ

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。
2008年 全日本ビアノ指導者協会特別

指導者賞受賞。2011年、2012年、
2014年同協会指導者賞受賞。その他

様々なコンクールの審査員を務める。
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。
全日本ビアノ指導者協会正会員。宮

城教育大学非常勤講師。2012年有志

団体AKTを立ち上げ、国際セラピー

ドッグ協会に協力、チャリティーコンサー

ト活動にも取り組んでいる。

浅野繁
宮城県加美町出身。佐々木美佐子氏
の指導でピアノを始め、後に庄司芳
武、石橋ときわ、大西愛子の各師に師

事。1964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 |こ 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。ソロリサイタ
ルの他、宮城フィルハーモニー管弦楽

団(現仙台フィル)等のオーケストラと協

演。またヤナーチェク弦楽四重奏団とも

ゲストビアニストとして共演。仙台ニュー

フィル、鹿児島交響楽団など、アマチュ

アオーケストラとの協演も行う。1994年
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。1974年 ヴァイオリエスト小林武史氏
との国際交流基金の要請による東南ア

ジア演奏旅行。1982年 同氏と日中国

交回復10周年記念音楽使節。また、ア

メリカ、ポーランドなど、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。

浅野みけら
宮城県仙台市出身。4歳から木越直彦
氏の指導のもとヴアイオリンを始める。そ
の後河野芳春、小林武史各氏に師事。
2005年 第7回 バッハホール音楽コン

クール高校生部門第1位、最優秀賞受

賞。2006年より渡米、インデイアナ大学
ジェイコブス音楽学部に奨励金を得て

入学。2010年学士号取得。2012年修
士号取得。2013年 同大学院パフォー

マーディプロマ取得。同大学ではソロ

ヴァイオリンをキャサリーン・ウインク

ラー、フェデリコ・アゴステイーニ、シッビ・

バーンハードソン各氏に師事。室内楽に
は主にパシフィカ・カルテットの指導を受
ける。在学中に学校内外の多数のオー

ケストラで交響曲、オペラ、バレエ等多
様な演奏経験を積むほか、また幼児教

育においても、ミミ・ツヴァイグ、ブレン

ダ。ブレナー各氏の監督のもと、子供の

ための音楽教室や地域の小学校音楽

教育に携わり、研鑽を積む。2007年、
2008年、2009年にウィーンに夏期留

学。ソロヴァイオリンの他、ドイツ語、室

内楽を学ぶ。2011年アスペン音楽祭

参加。2013年 カリフォルニア州ナパバ

レーにて、パフォーミングアートセンター

フェロー第1期生に就任。地域の音楽教

育、文化発展を目的とし、音楽大使とし

て教育、音楽活動に努める。2014年 同
プログラムを修了。7月 に帰国。ヤマハ

英語教室講師を勤めながら、独自の音

楽活動を展開していく予定。

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・ジヤパンINC代
表 弘前学院大学客員教授、社会福祉

学者 (日 米)、 東日本被災犬保護プラ
ザ代表
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。捨て大達と被災犬達の救
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37年
にわたり行つている。 障がい者施設、
高齢者施設、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□一・ブルース』(文藝春相 983年 )

『キラ星たちのレフイエム(鎮 魂歌 )』 (誠 文堂新光社

1998年 )

『名犬チロリ』(マ ガジンハウス 2004年 )

『アイコンタフト～最3含のセラピードッグ 名犬チロリ写

真集～』(バットコーボレーション2006年 )

『動物介在療法 セラピードッグの世界 』(日 本経済新

間出版社 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～』皓 崎書店 2011年)

『いのちをつなぐ』(岩崎書店 2012年 )

『風になった名犬チロリ』皓 崎書店 2013年 )

『わがなの犬たち』(三―書房 2013年 )

【音楽CD(ソニーじコード、エイベックスレコード、ドリー

ミュージック)多数】

く国際セラビードツグ協会〉

〒1040061東 京都中央区銀座81113
エリザベスビル4階
TEL 03-5537-281 5  FAX 03-5537-2817
HP http://www therapvdog a org/

Ema hfo@therapvdog a or8

ルーテル市ケ谷センター
〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町 1-1

TEL 03-3260-8621

【各線 市ヶ谷駅下車下車】
」R総武線 地上出日 徒歩7分

都営地下鉄新宿線 Al出 □ 徒歩7分

東京メトロ有楽町線 5,6番 出口 徒歩2分

東京メトロ南北線 5,6番 出日 徒歩2分

スペシャルゲスト

ルーテル市ヶ谷ホール

新宿区市ヶ谷砂土原町 11
03-3260-8621

シャープ   マクドナルド露璽    ソニ~



2014年 11月 11日 (火)
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ショパン 浅野純子

ノクターン

第1番 変口短調 Op.9-1

第2番 変ホ長調 Op.9… 2

ブラームス      PrimO浅野純子Secondo浅野繁

4手のためのワルツOp.39より抜粋

ブラームス Vl。 浅野みけら Pf.浅野純子

ヴァイオリンソナタ 第3番 二短調 Op.108

第1楽章 Allegro

第2楽章 AdagiO

第3楽章 Un poco presto e con Sentimento

第4楽章 Presto agitato

休憩

お話動物介在療法～足 犬との命の絆～ 大木トオル氏

音楽家・国際セラピードッグ協会代表

シューベルト      PrimO浅野純子 Secondo浅野繁

4手のための幻想曲 へ短調 D。940

Allegro molto rnoderato― ]LargO―

Allegro vivace― Tempo l°



%

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、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。ポーランド給費留学生としてヮル
シヤワ・ショバン音楽院マスターコース
に留学。1986年帰国。仙台、東京に

てリサイタフレを行う。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協演。1992
年、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開催。同

年東京オペラシテイでシヨパンリサイ
タフレを行う。2002年、2004年、2007
年、2010年仙台、東京にてリサイタ
ルを開催。これまで八島幸男、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事。
2008年全日本ピアノ指導者協会特
別指導者賞受賞。2011年、2012年、
2014年 同協会指導者賞受賞。全日
本ビアノ指導者協会正会員。その他
様々なコンクールの審査員を務める。
現在演奏活動を行うと共に後進の育
成にも力を注いでいる。
宮城教育大学非常勤講師。
2012年有志団体AKTを立ち上げ、
国際セラピードッグ協会に協力。チャ

リティーコンサートにも取り組んでいる。

浅野繁

宮城県加美町出身。佐々木美佐子
氏の指導でビアノを始め、後に庄司
芳武、石橋ときわ、大西愛子の各氏に

師事。1964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。ソロリサイタルの他、官城フィル
ハーモニー管弦楽団 (現仙台フイル)

等のオーケストラと協演。またヤナー

チェク弦楽四重奏団ともグストピアニ

ストとして共演。仙台ニューフィル、鹿
児島交響楽団など、アマチュアオーケ
ストラとの協演も行う。1994年宮城教
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。
1974年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。1982年同氏と日中国
交回復10周年記念音楽使節。また、
アメリカ、ポーランドなど、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6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。



浅野みけら 蜀 鏃

宮城県仙台市出身。4歳から木越直
彦氏の指導のもとヴァイオリンを始め
る。その後河野芳春、小林武史各氏
に師事。
2005年第7回バッハホール音楽コン

クール高校生部門第1位、最優秀賞受
賞。2006年より渡米、インデイアナ大
学ジェイコプス音楽学部に奨励金を

得て入学。2010年学士号取得。
2012年修士号取得。2013年同大学
院パフォーマーディプロマ取得。同大
学ではソロヴァイオリンをキャサリー

ン・ウインクラー、フェデリコ。アゴス

ティーニ、シッビ。バーンハードソン各氏
に師事。室内楽には主にパシフィカ・カ
ルテットの指導を受ける。在学中に学
校内外の多数のオーケストラで交響
曲、オペラ、バレエ等多様な演奏経験
を積むほか、また幼児教育において
も、ミミ・ツヴァイグ、ブレンダ。ブレナー

各氏の監督のもと、子供のための音
楽教室や地域の小学校音楽教育に

携わり、研鑽を積む。2007年、2008
年、2009年 にウィーンに夏期留学。ソ
ロヴァイオリンの他、ドイツ語、室内楽
を学ぶ。20H年アスペン音楽祭参
加。2013年カリフォルニア州ナパバ

レーにて、パフォーミングアートセンター

フェロー第1期生に就任。地域の音楽
教育、文化発展を目的とし、音楽大
使として教育、音楽活動に努める。
2014年同プログラムを修了。7月 に帰
国。ヤマハ英語教室講師を勤めなが
ら、独自の音楽活動を展開していく予
定。

シθdαI GンθSt

大木トオル 晰 晰

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・ジヤパン
INC代表 弘前学院大学客員教授、
社会福祉学者 (日 米)、 東日本被災
犬保護プラザ代表
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37年にわたり行つている。 障が
い者施設、高齢者施設、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□一・プルース』0璽腱静k198鍼D
『キラ星たちのレクイエム(鎮魂翻  〈誠文堂新光
社 1998年)

『名犬チロリ』〈マガブンハウス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 ツトコーポレーション2006
0
『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ツグになった
捨て犬の物語～』(岩崎書店 201宦つ
『いのちをつなぐ』(岩崎書店 2012年 )

『風になった名犬チロリ』〈岩崎書店 2013年 )

『わからの犬たち』(三一書房 2013年 )

【音楽CD(ソ ニーレコード、エイベックスレ∃―
ド、ドリーミュープック)多数】
く国際セラピードツグ協会〉
〒104-0061 東京都中央区銀座8-11-13

エリザベスビル4階
TEL 03-5537-2815
FAX 035537-2817
HP http//wwwtherapydor∞ rg/

Emal infoOtherapydog aorg



ご挨拶

皆様、本国はお忙しい所東日本被災犬保護プラ

ザ活動支援 in TOkyoチ ャリティーコンサートに

お集り下さいましてありがとうございます。

2011年 3月 11日 の大震災以来、多くの事が変わ

り私自身様々な経験を致しました。思いがけない

ご縁に導かれ、皆様の応援の元「東日本大震災で

被災した犬達をセラピードッグヘ」との取り組み

をされている、国際セラピードッグ協会へ協力を

致しております。地元仙台にて一昨年より毎年開

催しておりますチャリティーコンサー トは、この

10月 で第 3回 を迎えました。東京の皆様にも音楽

と動物というピュアな存在を通し、改めて「絆」

を深めさせて頂けましたら幸いです。

今夜は1986年 に留学先のポーランドから帰国後

にリサイタルを行つた思い出深いルーテル市ヶ谷

ホールにて、国際セラピードッグ協会の大木 トオ

ル代表をお招きしてのステージです。

今回のテーマは「祈り」です。Play&Pray.

演奏が祈りになることを願つて…。

AKT代表 浅野純子



セラピードッグ丁herapy Dog

触れ合うことによって人の
心身のケアを行い「動物介
在療法」に貢献する トレー
ニングを受けた犬達。
認矢□症や脳梗塞の後遺症の

リハビリ、言語障害の改善
等大きく貢献している。
米国では66年 の歴史 があ
り、日本でも大活躍してい

る。

―1静‐来‐参や一―孝埓接 ‐メ'夕 '一を,κ'表・桝′争―‐孝磯‐業一場Ⅲ…

飼い主の都合で捨てられてしまった犬達と、東日本人震

災のなかで行き場を失った犬たちは「動物愛護センター」

に「保護」され、ヨ|き取り手が見つからなければ数日後に

は殺処分されてしまいます。

殺処分ゼロを目指し、犬たちを社会に役立てることに

よって世の中を変えていこうという活動をしているのが国

際セラピードッグ協会です。

全国から処分寸前の犬たちをヨ|き取り、適切な治療を施

し、セラピードッグとして育てます。

2年以上かけて厳しい訓練を受け、8青れてセラピー ドッ

グの認定を受けた犬達は、全国の高齢者施設や医療施設な

どで、障害、病気、社会復帰に苦しむ人々の治療に当たり

ます。その活動は、日々、素晴らしい希望の光と奇跡をも

たらしています。

このコンサー トは、国際

セラピードッグ協会代表の

大木 トオル氏の熱い思いに

共感し、音楽活動を通して

サポートをしている有志団

体AKTに よる催しです
`チヤリティーの収益金は、

東日本被災犬保護プラザ活

動支援に充てられます。

日本初セラピードッグ名犬チロリ


