
第5回東日本被災大保護プラザ活動支援
ー

セ ラ

―ト
純子と仲間たち～

共演 浅野 繁 坂本矢口穂

2017年 6月 11日 (日 )

仙台市戦災復興記念館記念ホール

131301謁 場  14100所ド寅 16:301冬演

全席自由  一般 3,000円  学生 |,000円

小学生無料 (但 し保護者同伴のこと)

ドビュッシー 小組由よりに 弾)
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多くの被災犬達を保護し、セラピードッグとしての

育成を行う、(一財)国 際セラピードッグ協会の

活動を応援しま丸 AK丁代表 浅野純子

セラピードッグは、人の′0身のケアをする「動物介在療法」に貢献していま

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ち、

米国では69年の歴史があり、日本でも大活躍していま丸

協力:(一財)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イ山台 河比新報社

協賛:(株 )ジェー・シー・アイ (有ン ウヽスキープ 仙台杜ライオンズクラブ

プレイガイド:ヤマハ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
主催 :AKTお 問い合わせ: 090-7282-5211

「雨だれ」(ソ ロ)

英雄ポロネーズ (ソ ロ)

F ポーランド舞由より健 弾)

他

モシュコフスキ
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浅野 繁浅野 純子
福島県出身。1977年第21回全東ゴヒピアノコン
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・カリシフィメレ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。2012年有志団体AKTを 立ち上「六

(一財)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。

大木 トオル

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811-13
エリザベスビル4階

TEL:03-5537-2815 FAX:03-5537-2817
HP:http1//vv、νM/therapydog― a org/

Email info@therapydog― a org

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。井回愛子氏に

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。ソロリサイタルの他、コンチェルトのソリ
ストとして仙台フィルハーモニー管弦楽団、レ
ニングラード交響楽団、仙台ニューフィル等と

協演。1994年には宮城教育大学管弦楽団と
ベートーヴiン作曲ピアノ協奏曲全曲演奏会
を行つた。室内楽の分野ではヴアイオリエスト
の小林武史氏、ヤナーチェク弦楽四重奏団と

共演するなど多くの演奏会を行つている。1974

年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。

坂本 知穂

岩手県出身。桐朋女子高等学校音楽科、同大
学音楽学部演奏学科卒業後、国立ワルシャワ
ショパン音楽院(現ショパン音楽大学)研究課
程を最優秀で修了。これまでに松田真由美、浅
野純子、奥村洋子、藤井一興、大野員嗣、アンジ
ェイ・ステファンスキ、タチアナ・シェバノワの

各氏に師事。またレギナ・スメンジャンカ、ディ
ーナ・ヨッフェ各氏等からも薫陶を受ける。
「⊂仕ta dl Barletta」 国際音楽コンクール1位及
びショパン特別賞、Racconigi国際音楽コンク
ール3位など多数受賞。音楽評論家」osef
Kans翅氏より『素晴らしいテクニックだけでな
く、同様に感受性豊かな音楽の色彩感と成熟
した解釈で魅了させる』、『フェスティバルでの

本当の発見である』としてポーランド音楽誌に

紹介される。また第二次大戦時のポーランド
での実話を基に作られた、パントマイムとのコ

ラボレーション作品『木は全て見ていた～パヴ
ィヤクの日本人形～』はメディア (p/P、 NHK)に
紹介され、2010年にパヴィヤク博物館より感

謝状を授与されている。音楽祭、愛知万博ポ
ーランド館ショパン演奏会、NHKFM「名曲リサ
イタル」出演など 演奏活動を続けながら現在
は後進の指導にもあたる。2014年ショパン国
際ピアノコンクールinASIA才旨導者賞受賞。

音楽家。一般財団法人 国際セラピードッグ協会代表、一般社団法人 大木動物愛護協会代表、弘前学

院大学客員教授、ユナイテッドセラピージャパンIN⊂代表、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39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】 『チロリものがたり』(絵本塾出版2017年 )

『チロリ』(ト ゥーヴアージンズ2016年 )

『伝説のイエロー・ブルース』(ト ウーヴアージンズ2015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 )

『がんばれ!名犬チロリ』児童推薦指定図書・全国読書感想文指定図書 (岩崎書店 2014年 )

『わが心の犬たち』(三―書房 2013年 )

『風になつた名犬チロリ』(岩崎書店 2013年 )

『いのちをつなぐ』児童推薦指定図書・全国読書感想文指定図書 (岩崎書店 2012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 )『

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 )

『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 )

『名犬チロリ』(マガジンハウス2004年 )『キラ星たちのレクイエム(鎮魂歌)』 (誠文堂新光社 1998年 )

『伝説のイエロー・ブルース』(文藝春秋 1983年)  等ベストセラー多数

【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
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第5回東日本被災犬保護プラザ活動支援

大木トオフレ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

浅野純子とイ中間たち
共演 浅野繁(Pl)坂本知穂(Pl)

2017年6月 11日 (日 )

14:00開演

仙台市戦災復興記念館記念ホール

(一財)国際セラピードッグ協会

(杓ジエー・シー・アイ (有)ハウスキープ

仙台杜ライオンズクラブ

(株)ヤマハミュージックリテイリング仙台店

河北新報社 カワイミュージックショップ仙台

AKT

力

賛

協

協

援
催

後
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ドビュッシー 小組曲より「小舟にて」

(連弾)浅野純子 &浅野繁

講話:被災犬をセラピードッグヘ ～人と犬の絆～

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)

セラピードッグ達のエキシビション

= 休憩 一

シューベルト

ショパ ン

ショノくン

ショパ ン

モシュコフスキ

軍隊行進曲 第1番
ロンド D。951

(連弾)浅野純子 &浅野繁

雨だれ

(ソ ロ)浅野純子

英雄ポロネーズ

(ソ ロ)坂本知穂

ムーアの民謡風な歌による変奏曲より

(連弾)浅野純子 &坂本知穂

ポーランド舞曲
1.マズルカ
2.マズルカ

3.ポロネーズ

4.クラコヴィアク

(連弾)坂本知穂 &浅野純子



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。2012年

有志団MKTを 立ち上ヤ八

(一財)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。宮城教育大学非
常勤講師。

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、コ

ンチェルトのソリストとして仙台フィ
ルハーモニー管弦楽団、レニング

ラード交響楽団、仙台ニューフィル

等と協演。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っ

た。室内楽の分野ではヴァイオリ
ニストの小林武史氏、ヤナーチェ

ク弦楽四重奏団と共演するなど多
くの演奏会を行っている。1974年

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。館ムジカ主宰。

浅野 繁



坂本 知穂

岩手県出身。桐朋女子高等学校

音楽科、同大学音楽学部演奏学

科卒業後、国立ワルシャワショパ

ン音楽院(現ショパン音楽大学)研

究課程を最優秀で修了。これまで
に松田真由美、浅野純子、奥村洋

子、藤井一興、大野員嗣、アンジェ

イ・ステファンスキ、タチアナ。シェ
バノワの各氏に師事。またレギナ・

スメンジャンカ、ディーナ・ヨッフェ

各氏等からも薫陶を受ける。
「citta di Barletta」 国際音楽コン

クール1位及びショパン特別賞、
Racconigi国 際音楽コンクール3

位など多数受賞。音楽評論家

Josef Kanski氏 より『素晴らしいテ
クニックだけでなく、同様に感受性
豊かな音楽の色彩感と成熟した

解釈で魅了させる』、『フェステイ
バルでの本当の発見である』とし
てポーランド音楽誌に紹介される

。また第二次大戦時のポーランド
での実話を基に作られた、パント
マイムとのコラボレーション作品『

木は全て見ていた～パヴィヤクの

日本人形～』はメディア(TVP、
NHK)に紹介され、2010年 にパヴ
ィヤク博物館より感謝状を授与さ
れている。音楽祭、愛知万博ポー

ランド館ショパン演奏会、NHK
FM「名曲リサイタル」出演など、

演奏活動を続けながら現在は後
進の指導にもあたる。2014年ショ
パン国際ピアノコンクールinASIA

指導者賞受賞。

大外(トオリレ(スペシャルゲスト)

音楽家。一般財団法人 国際セラピ

ードッグ協会 代表、一般社団法人

大木動物愛護協会代表、弘前学院
大学客員教授、ユナイテッドセラピ

ージャパンINC代表、社会福祉学

者 (日 米)東 日本被災犬保護プラザ

代表。一般社団法人 大木動物愛

護協会代表。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39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】
『チロリものがたり』(絵本塾出版 2017年 )/『チロリ』
(ト ウーヴアージンズ 2016年 )/『伝説のイエ回―・ブ
ソレース』(ト ウーヴアージンズ2015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 )/『がんばれ!名犬チ回り』児童推薦指定図書
・全国読書感想文指定図書 (岩崎書店 2014年 )/

『わが心の犬たち』(三―書房 2013年ン『風になつた
名犬チロリ』(岩崎書店 2013年 )/『いのちをつなぐ』
児童推薦指定図書・全国読書感想文指定図書 (岩崎
書店 2012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 )/

『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 )/『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～』0ヾットコーポレーショ
ン2006年 )/『名犬チロリ』(マ ガジンハウス2004年 )『

キラ星たちのレクイエム(鎮魂歌)』 (誠文堂新光社
1998年 )/『伝説のイエロー・ブルース』(文藝春秋
1983年 )等ベストセラー多数
【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



皆様、本日はお忙しいところ第5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まり下さりありがとうございま丸
2012年よリスタートしましたこのチャリティーコンサートは、

皆様の様々な御協力、御支援に支えられ丸五年を迎えま丸

皆様方の応援からたくさんの勇気、ギフトをいただきました。
この場をお借りして厚く御礼申し上げま丸

「音楽と動物」というかけがえのない存在が、

私たちをどれだけ癒し、励まし、支えてくれているか…
このコンサートを通じて皆様とご一緒に、

今一度その意味を考えてみたいと思いま丸

心より感謝を込めて

AKT代表 浅野純子

～ご協賛いただいた方々～

有限会社 ハウスキープ

仙台杜ライオンズクラブ

社会福祉法人 陽光福社会
有限会社 エース企画

川原法律事務所
空調技工 株式会社
株式会社 庄子運送
株式会社 ノアール

有限会社 八木会計センター

株式会社 テクノリビング

株式会社 ジェー0シー・アイ

株式会社ヤマハミュージックリテイリング仙台店~有
限会社 仙台弦楽器

ホテル瑞鳳
株式会社 福島クリエーティブ

郡山市.アベ動物病院
わたなべ音楽教室

館ムジカ

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す。

ご協力ありがとうございました !



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つた犬たちは「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(一助 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 ドッグの認定を受けた犬達は、全国の高齢者施

恣纏層堡覺訴奮手Fを5再勤層テL管貪礫暑ξttk窯全角晃

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じ

、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。

セラピードッグ 角虫れ合 うことによって人

のヾ身のケアを行い「動

物介在療法」に貢献する

トレーニングを受けた大

逹。 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69年 の歴

史があ り、 日本でも大活

曜 している。

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://wwwtherapydog― a org/

Email info@therapydog a.org

ThCrapwrlDog

日本初のセラピー ドッグ名犬チロリ

一人ひとりのために介饉
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