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コラボメニュー

《調理部》戸塚高校

考案したメニューを
区役所３階にある１
０２cafe が商品化。
ステージでは調理部
の活動について発表
してもらいました。
修学旅行からインス
ピレーションを得た
メニューですが、
実際に食べたお客様
も満足いただけた一
品となりました。

10 周年ありがとう！

2017 年 3 月 7 日
協賛：横浜未来看護専門学校・

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル実行委員会事務局

(有)テクレア・スギフォート

横浜市戸塚区戸塚町 120（スギフォート内）

045-861-3381
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戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 2016 を開催しました！
第 20 回
ステージ
発表

第 20 回 ステージ発表 １月 14 日 戸塚公会堂
第 10 回 作品展 １月 14～１5 日 戸塚区役所３階多目的スペース
全体合唱 戸塚っ子マーチ
10 周年を記念してつくられた愛唱歌「戸
塚っ子マーチ」今回もみんなで歌いまし
た。午前の部では深谷中と平戸中、午後の
部は豊田中と秋葉中の合同吹奏楽メンバ
ーの迫力のある伴奏で、気持ちを一つに大
合唱です。できたばかりの曲ですが、少し
ずつ皆さんに覚えてもらって、誰もが知っ
てる、口ずさめる、聞いたら戸塚を思い出
す、そのような歌になってほしいと思って
います。各学校にＣＤを配布してあります
のでぜひ聴いて、覚えて、歌ってみてくだ
さいね(^o^)丿
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栄養満点

たっぷり野菜のタコライス

第 10 回作品展

ラザニアに仕上げられ
た」と話してくれまし
た。メニューボードも工
夫を凝らした手作りで
す。

テーマポスター
「さあ、未来のベルを
鳴らそう♪」テーマに
力作が揃いました。そ
れぞれの豊かな感性
に惚れ惚れしてしま
います。今回はチラシ
にも利用しました。

戸塚高

上矢部高

舞岡高

汲沢中

横浜桜陽高

境木中

大正中

よい交流となった全体合唱について、多くの声が寄せられました！
何年も続けて浸透していければなと思います（深谷小）フィナーレって感じがしてとてもかっこよかったです（南戸塚小バトン）いつも学校で歌っている戸塚っ子マーチ
を他の学校の人と歌えて良かったです。さらに歌うだけでなく、吹奏楽の方と歌うことができ、迫力があって楽しかったです（東汲沢小）学年も学校も違う人たちと一緒

秋葉中

豊田中

名瀬中

平戸中

舞岡中

南戸塚中

にうたうことができて、とてもうれしかったです。戸塚は良い町だなと思いました。また、歌だけでなく、２つの学校が楽器で演奏しているのをきいて、迫力があったし、
協力して楽器を演奏する姿がかっこ良かったです。ウナシーもかわいかったです。（南戸塚中山形葉月）深中との交流はとてもよかったです（平戸中）「戸塚っ子マーチ」
はとてもリズムが良く、歌いやすい曲です。きれいな声で、リズムにのって楽しく歌えて良かったです（戸塚小伴田 匠）軽快なリズムで親しみやすいメロディーです。一曲
を全員で歌うことにより全員が心を一つにできました（戸塚中碇ひとみ）子供にきかせたいと思っていたので、今日きかせることができてよかった。やはり人数が多い
と迫力があります（名瀬小）それぞれで発表したところが最後はみんなで一つになる一体感がいいなと思いました（秋葉小）うきうきした、かわいい詞の歌でした。演
奏もかっこよく、戸塚の子どもたちの愛唱歌として広がっていくと良いなぁと思いました（戸塚高）秋葉中との合わせ練習は、初め堅苦しい雰囲気で始まったのですが、
合奏していくうちにだんだん話すようになり楽しい忘れられない経験ができました。本番では会場内での心が音楽でつながったとかんじました（豊田中鎌田結衣）とて
も声がきれいえ、戸塚っ子らしさが出ていたと思います。みんな元気に歌っていて、次の戸塚っ子いきいきアートフェスティバルが楽しみになりました。（秋葉中市川晃
菜）感想を寄せてくれたみなさん、ありがとうございました

戸塚中

深谷中

–

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル

Festa

News

《合唱》東汲沢小学校

《ダンス》YMCA とつか学童クラブ

《バトン》南戸塚小学校

Vol,23

《青春ソーラン》深谷中学校

2017 年 3 月 7 日

主催

–
戸塚っ子いきいきアートフェスティバル実行委会

共催 ☆戸塚区青少年指導員協議会
☆戸塚区 PTA 連絡協議会

☆湘南とつか YMCA
☆戸塚区役所

2/4

《和太鼓》深谷小学校

(^^♪とてもきん張したけど、みんなで声を合わせて歌うことができ
て良かったです。今回は初めて三年生もいっしょの発表でしたが、練
習でも協力して活動でき、楽しく歌えました（東汲沢小）

(^^♪いつもふれ合えない他校の人たちや地域の人たちに
見てもらえることができて良かったです。
きんちょうせず出来ました（南戸塚小ダンス）

(^^♪踊れて楽しかった/最後の部分の振り付けが間違えそうだったけ
れど、間違えずにできた/緊張した/兄弟で出たかった。（YMCA）

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 第 20 回ステージ発表

(^^♪練習を重ねて本番にのぞみました。アートフェスティバル
が最後の演奏ということで気をひきしめてできました。緊張か
らか早くなってしまったところもあったかと思いますが、精一杯
できたと思います。とてもよく頑張ったと思います（深谷小）

太鼓の深谷小、南戸塚小、柏尾小からは、伝統の技を受け継ぐ力強さを感じ、合唱では俣野小・下郷小・東汲沢小・・南舞岡小・戸塚小南戸塚中・豊田
中・戸塚中の澄んだ歌声にうっとり、深谷中・平戸中・秋葉中・豊田中の吹奏楽はそれぞれの学校のカラーが表現され、会場を沸かせてくれました。湘
南とつか YMCA・秋葉小・南戸塚小のダンスとバトンは可愛らしさも、力強さもありどちらも見ることができて一挙両得！戸塚高校のバトンの演技は
さすがお姉さんたち、キレがあって美しい！どの学校も練習してきた成果が発揮され、最高のパフォーマンスを魅せてくれました。どの発表にも大きな
《ダンス》横浜桜陽高校
歓声と拍手がわきあがり、観客の皆さん、スタッフはもちろん、出演した子どもたちもみんな笑顔でいっぱいになりました(^O^)
第 20 回
ステージ
発表

《バトン》戸塚高校

《合唱》下郷小学校

司会は上矢部高校放送同好会の
府川菜々香さんです。午前から
午後の部フィナーレまで長時間
でしたが、持ち前の美声で見事
に進行してくれました

《合唱》南戸塚中学校

《吹奏楽》深谷中学校

(^^♪練習してきたことが上手に演技にあらわれました。バトン
を落とさずに投げることができて良かったです。（戸塚高バトン
高１）小中学生が温かな雰囲気で見てくださったので、あまり緊
張せず演技ができました。（戸塚高バトン高１）

《合唱》戸塚中学校

(^^♪第 1 回から毎年出演してくれる深谷中。今年は部員
も増えて迫力の演奏を披露してくれました。

(^^♪今までで一番いい発表ができました。（下郷小
内藤悠月）緊張したけどこれまで長い時間練習してき
た成果が出せたのでよかった（下郷小 横山由希菜）

《吹奏楽》豊田中学校
《合唱》俣野小学校

(^^♪本校合唱部では、本番に弱く、緊張して声が出なくなることがよく
あります。本日は練習時間も少なく不安な要素がたくさんだったので
すが、何とか練習と同じ位の声量で歌うことができました。このような
機会を与えて下さりありがとうございます。（戸塚中 碇ひとみ）

(^^♪今年も出演させていただきありがとうございました。豊田中
だけでの座奏は一曲でしたが、自分たちなりの演奏をすることが
できました。聴いてくださる皆様に楽しんでいただける演奏になる
ようこれからも頑張っていきます（豊田中吹奏楽 熊澤萌海）

(^^♪毎回、素敵な歌声を響かせてくれた特設合唱団。合併のため学校名
は無くなってしまいますが、これからもそれぞれの学校で新たな活躍を祈
っています。アートフェスでの皆さんの歌声は決して忘れませんよ！！

(^^♪今日のためにたくさん練習したかいがありました。特
に２曲目の「ハピネス」はノリの良い曲なため、みなさんを楽
しませられるようにするにはどうすれば良いか考え、今日
をむかえました。「ロマンチストの豚」では何度も練習してき
た所がしっかりきまって良かったです。「ハピネス」では明るく
うたえ、ステージに立つ私たちも楽しめたと思います。緊張
していた部員も、うたい終わった後には達成感でいっぱいだ
ったようです（南戸塚中合唱 山形葉月）

《太鼓》南戸塚小学校

(^^♪地域や保護者、他の学校の人たちに演奏をきいて頂くよい
機会を頂き感謝しています。子どもたちは発表に向けて大変意
欲的に活動し、技術的にも精神的にも大きく成長できました（南
戸塚小和太鼓）
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やきもの
体験教室の
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夏休みに上矢
部高校で作成
したお皿が完
成し、作品展に
ならびました。
ステージでは
代表がその時
の様子などを
発表しました。
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《合同ドリル》戸塚高・豊田中

戸塚高校バトン部＆豊田中吹奏楽部
合同ドリル演技
こちらも恒例となった、バトンとマーチングの、
中学生と高校生の見事な競演！個性を活かした、
素晴らしい演技を披露しました。

第 10 回
作品展

(^^♪とても緊張しました（名瀬小）落ち着いて発表できました(秋葉中)とても緊張しましたが、小・中学
生が「また作ってみたい」と話していたので、やりがいを感じました（上矢部高）

第 20 回
ステージ
発表

《朗読劇》上矢部高校

《合唱》戸塚小学校

《合同ドリル》戸塚高・豊田中
《合同ドリル》戸塚高・豊田中

(^^♪初めての朗読劇でした。表現豊かな発表に、
皆が空想の世界に飛んでいきました

《ダンス》秋葉小学校

(^^♪私は、指揮者を見て、大きな声で歌えました。
また歌詞の意味を伝えられたと思うので、良かったです。
次に歌うときは笑顔で歌いたいです（戸塚小 5 年 遊馬 渚）

《合唱》豊田中学校

《和太鼓》柏尾小学校
《合同ドリル》戸塚高・豊田中

(^^♪・今年は３曲ともアップテンポな曲だったので練習のときに速い動きで

ぶつかってしまったりしましたが、限られた時間の中で高校生の皆さんと集
中して取り組めました。見てくださった方に「かっこよかった」と思っていた
だけるマーチングを目指してこれからもがんばります（豊田中 内山若菜）
自分たちだけで練習している時は不安でしたが、合同リハーサルを経て、
本番でも上手に演奏・演技ができたと思います。中学生と一緒に発表でき
て楽しかったです。（戸塚高高１）
(^^♪見事なばちさばきで、観客を魅了しました

(^^♪3 本番に向けて休み時間練習した成果が十分に出せたと思います。
子どもたちも充実した表情をうかべていました。ステージにあがりスポット
ライトを浴びて多くの方に発表できたことは貴重な体験だったと思います。
「楽しかった」「また出たい」と子どもたちは言っていました!!（秋葉小）

《合唱》南舞岡小学校

(^^♪1 曲目は雰囲気をつくって演奏することができたと思い
ました。でも少しあせってしまい自分の練習どおりにできない
所もあったので残念でした。2 曲目は自分ではとても楽しんで
演奏することができたので、良かったです（豊田中合唱）

《吹奏楽》秋葉中学校

《吹奏楽》平戸中学校

(^^♪音も気持ちも息のそろった演奏でした。素敵な演奏を公会堂に響かせ観客を
楽しませてくれました。

(^^♪冬休み明けてすぐの発表で少し緊張気味でしたが、いつも歌っている
音楽室とは違い、ホールで歌うことの気持ち良さを味わうことができたと
思います。（南舞岡小）

(^^♪今回の戸塚っ子いきいきアートフェスティバルも秋葉中学校吹奏楽部らしさが出ていて、とても良い
発表でした。演奏していてとても楽しかったです。（秋葉中 鈴木さくら）
スタンド、演奏、司会、暗譜。すべてを全力でできたと思います。次回のアートフェスティバルも楽しみです
（秋葉中 澤部あかり）

–

第 10 回作品展

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル

Festa
主催

News

Vol,23
2017 年 3 月 7 日

–

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル実行委会

共催 ☆戸塚区青少年指導員協議会
☆戸塚区 PTA 連絡協議会

☆湘南とつか YMCA
☆戸塚区役所

第 10 回
作品展

4/4

１月 14～15 日に戸塚区役所３階多目的スペースに於
いて、区内 38 校からの出展による作品展を開催しま
した。500 点を超えるやきもの体験教室の作品・区内
中高生によるポスター・小中高特別支援学校の自由作
品がならび、小学生のかわいい作品、中学生の感性あ
ふれる作品、高校生の巧みな作品、そして今回 初めて
参加してくれた明治学院大学の作品も!色とりどりの作
品は感動ともに、ほっこりもさせてくれました(^o^)
10 周年記念 歴代ポスター展
横浜桜陽高校・舞高高校の作品

《ダンス》横浜桜陽高校
戸塚高校書道・南戸塚中、名瀬中生け花

上矢部高校・陶芸

上矢部小学校・絵画
小雀小・立体作品

戸塚高校・絵画
豊田中・ランプシェード
第 10 回作品展

参加校

ポスター：上矢部高校､戸塚高校､
舞岡高校､横浜桜陽高校､秋葉中学校､汲沢中学校､境木中学校
大正中学校､戸塚中学校､豊田中学校､名瀬中学校､平戸中学校､
深谷中学校､舞岡中学校､南戸塚中学校
焼き物体験：秋葉中学校､深谷中学校､
倉田小学校、品濃小学校､名瀬小学校､矢部小学校
個別作品：明治学院大学、上矢部高校､戸塚高校､舞岡高校､
横浜桜陽高校､公文国際学園､秋葉中学校､境木中学校､
豊田中学校､名瀬中学校､平戸中学校､舞岡中学校､
南戸塚中学校､東俣野特別支援学校､
秋葉小学校､上矢部小学校､川上北小学校､汲沢小学校､
小雀小学校、境木小学校､大正小学校､鳥が丘小学校､
戸塚小学校､名瀬小学校､東品濃小学校､東戸塚小学校､
舞岡小学校､俣野小学校､南舞岡小学校､深谷小学校､
深谷台小学校､平戸台小学校

汲沢小学生の絵画

平戸中学校の作品
東品濃小学校・立体作品

俣野小学校の立体作品

名瀬小学生の絵画

公文国際学園・クロッキー

境木中学校の作品

COMING SOON
10 周年の戸塚っ子いきいきアートフェスティバルはいかがでしたでしょうか？戸塚区の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校全４５校の１８００人以上の子どもた

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 2017

ちが参加してくれました。素敵な発表、作品が多数発表されて元気をたくさんもらうことができました。戸塚っ子いきいきアートフェスティバルは１５年２０年と、こ

第 11 回やきもの体験教室
平成 29 年８月
第 21 回ステージ発表 平成 29 年 10 月 1 日
第 22 回ステージ発表 平成 30 年 1 月・日
第 11 回作品展
平成 30 年 1 月・～・日
詳細は、まもなく発表！

れからも子どもたちと共に歩んでいきます。今まで以上に、子どもの元気を発表できる場として、そして戸塚の子どもと大人の笑顔がいつまでも続くように、実行委員
はまた新しい内容を企画していきます。完成した愛唱歌をみんなで合唱しながら、子どもたちも今まで以上にすてきな姿を見せてくれると思います。次回のアートフェ
スを楽しみにしていてください。
来年度の、戸塚っ子いきいきアートフェスティバルを楽しみにお待ちください！

