
大木トオル氏とセ

チャリ
ラピードッグたちをお迎えして器

ぉ

1‐ 辣

協力:一般財団法人 国際セラピードッグ協会

後援:(株 )ヤマハミュージックリテイリング仙台店 カワイミュージックショップ仙台 河北新報社

プレイガイド:(株 )ヤマハミュージックリテイリング仙台店 カワイミュージックショップ仙台 藤崎

協賛:(株 )ジェー・シー・アイ (有 )ハウスキープ仙台杜ライオンズクラブ

主催:AKT お問い合わせ:090728252H

曹

巫

ティー コンサート
浅野純子の音楽と大木トオル氏の講演

共演  浅野繁 (Pf。 )浅野みけら (Vl.)

2015年ill月 8日 (日 )

12:30開場/13:00開演/16:00終演

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1,500円

こども(小学生以下)先着50席限定無料

片窪糧宿博】島雰ン会もありま計



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。仙台、東京

にてリサイタルを行う。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イでショパンリサイ

タルを行う。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。全日本ピ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|ス 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ピア

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、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ピアニ

ストとして共演。仙台ニューフイル、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。

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ブス音

楽学部に奨励金を得て入学。2010年 学士号取得3

2012年修士号取得。2013年同大学院パフォーマー

デイプロマ取得。同大学ではソロヴァイオリンをキャ

サリーン・ウィンクラー、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・ツヴァイス 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。2012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。

【著書】

『伝説のイエロー・ プルース』(文藝春秋 1983年 )

『キラ星たちのレクイエム(鎮売歌 )」 (誠文堂新光社 1998年 )

『名犬チロリ』(マ ガジンハウス 2004年 )

『アイコンタクト～最強のセラピー ドッグ 名犬チロリ写真集～』

(バ ツ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 20H年 )

『いのちをつな く・』幡 崎書店 2012年 )

『風になった名犬チロリ』 (岩 崎書店 2013年)

『わが心の犬たち』 (三一書房 2013年 )

『がんばれ!名 犬チロリ』(岩 崎書店 2014年 )

『チロリのまなざし奇跡をおこすセラピー ドッグ』 (リ ープル出版

2014年) などベス トセラー多数

【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

スペシャルゲスト
大木 トオル

音楽家。一般財団法人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年にわたり行っている。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。

く一般財団法人 国際セラピー ドッグ協会>

〒1040061 東京都中央区銀座81113 エリザベスビル4階

TEL 03-5537-2815     F″( 03-5537-2817

HP httpプハぃゃW tllerapydog a oryEmail info@therapydog a org

一般財団法人 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年がかりで教育し、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っています。今回のチャリテイーコンサートでは、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



第 4回東日本被災犬保護プラザ活動支援

大木トオル氏とセラピードッグたちをお迎えして

チャリティーコンサート

浅野純子の音楽と大木トオル氏の講演
共演 浅野繁(Pf。 )浅野みけら(Vl.)

2015年 11月 8日 (日 )

13:00開演

仙台市戦災復興記念館記念ホール

協 賛

(一財)国際セラピードッグ協会

(株)ヤマハミュージックリテイリング仙台店
カワイミュージックショップ仙台 河北新報社

(株)ジェー0シー・アイ (有)ハウスキープ

仙台杜ライオンズクラブ
主 催 AKT

力

援

協

後



<第 1部/コンサート>13:00～ 14:00

ドビュッシー Primo浅野純子 SecOndo浅野繁
ゴリウォーグのケークウォーク

アラベスク 第1番

エルンスト Ⅵ.浅野みけら
シューベルトの「魔王」による大奇想曲

パラディス Ⅵ.浅野みけらP■浅野純子
シチリアーノ

ショバン(ミ ルシュタイン編曲)

ノクターン 嬰ハ短調 遺作

ドビュッシー Pl浅野純子

月の光

ショパン

幻想即興曲

シューベルト Primo浅野純子 SecOndo浅野繁
人生の嵐 D。947

- 休憩 一

<第2部/講演>14:30～ 16:00

大木トオル氏
(音楽家。一般財団法人 国際セラピードッグ協会代表)

「被災犬をセラピードッグに

～命あるものは幸せになる権利がある～」

。日本の動物愛護についてのお話し(スライド上映)

。大木トオルと名犬チロリの感動ドキュメンタリー映画上映
聖路加国際病院名誉院長 日野原重明先生監修

・セラピードッグ達のエキシビション



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。仙台、東京にてリサイタルを

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
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

ョパンリサイタルを行う。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。

全日本ピ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 |八 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。

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F号第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、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う。
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って
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。

浅野繁

浅野純子



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′ヽ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、インディアナ大学ジェ

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
パフォーマーァィプロマ取得。同

大学ではソロヴァイオリンをキャサ

リーン。ウィンクラー、フェデリコ。ア
ゴスティーニ、シッビ・バーンノ`―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・ツヴァイス ブレング・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

育に携わる。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。2012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

語教室講師を勤める傍ら、自身の

ヴァイオリン演奏を追求している。

音楽家。(一財)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

年にわたり行っている。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】

『伝説のイエロー・ブルース』(文藝春秋 1983年 )

『キラ星たちのレクイエム(鎮魂歌洵(誠文堂新光
社 1998年 )

『名犬チ回り』(マ ガジンハウス2004年 )

『アイコンタクト～最強のセラピードッグ名犬チ
回り写真集～』(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つた

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 )

『風になつた名犬チロリ』(岩崎書店 2013年 )

『わが心の犬たち』(三―書房 2013年 )

『がんばれ!名犬チロリ』(岩崎書店 2014年 )

『チロリのまなざし奇跡をおこすセラピードッグ』
(リ ーブル出版 2014年 )などベストセラー多数
【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】
く(―財)国際セラピードッグ協会>
〒1040061 東京都中央区銀座81113
エリザベスビル4階
TEL 03-5537-2815
FAX 03-5537-2817
HP httpノ /www therapydog a org/
Email info@therapydog― a or9



皆様、本日はお忙しいところ

第4回東日本被災犬保護プラザ活動支援
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。
2012年 より思いがけないご縁に導かれ、

皆様の応援のもと「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、

(一財)国際セラピードッグ協会への協力を致しておりま九
この場をお借りして、皆様のご支援に厚く御礼申し上げま丸

このチャリティーコンサートが、

皆様の心の琴線に触れますことを願っておりま丸
AKT代表 浅野純子

～ご協賛いただいた方々～
敬称略、掲載名は各々のご希望によっていま丸

この他、お名前の掲載を希望されなかった方々もいらっしゃいま丸
ご協力ありがとうございました !

いずみ動物病院

有限会社 ハウスキープ

仙台杜ライオンズクラブ

株式会社 ノアール

株式会社 テクノリビング

有限会社 八木会計センター

有限会社 エース企画

株式会社 庄子運送

社会福祉法人 陽光福社会

株式会社ジェー・シー・アイ

有限会社 仙台弦楽器
カラカミ観光(杓ホテル瑞鳳

南中山内科クリニック

郡山市 0アベ動物病院

株式会社 福島クリエーティブ

(杓 アースロック・テクノロジーズ

セラピードツグ

httr■ 》中9
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
トレーニングを受けた犬
達。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67年の歴
史があり、日本でも大活
躍している。

日本初のセラピー ドッグ名犬チロリ



飼い主の都合で捨てられてしまった犬達と、

東日本大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、

引き取 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

(一財)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引き取 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、

晴れてセラピー ドラ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、

(一財)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。

チャ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。

一人ひと一口Ｎ一】

りのために介護・福祉の未来をクリエイト

…
…
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