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戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 

Festa News Vol,22 
2016年 12月 13日 

   発行 戸塚っ子いきいきアートフェスティバル実行委員会 

  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 

  横浜市戸塚区戸塚町 120（スギフォート内） 045-861-3381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 周年！700 人の出演者を迎え盛大に開催することができました。各校の演奏、発表はもちろん素晴らしかった

です！また 10 周年を記念して募集した愛唱歌「戸塚っ子マーチ」のお披露目も行われ、出演者全員で合唱しました。

これからも 20 周年、そして 100 周年を目指して出演者とともにスタッフも頑張っていこうと思います。 

 

 

植木保彦先生 

「素晴らしいフェスティ
バルがこれからも、ずっと
続いてほしい」と熱いメッ
セージをいただきました。 

全体合唱 
「戸塚っ子マーチ」 

 

この日のために、そして

これからのために完成し

た 

♪戸塚っ子マーチ♪ 
作詞作曲してくれた子ど

もたちと編曲を担ってく

れたフェリス女学院大学

のたかの先生、原さんも

駆けつけていただき、華

やかな雰囲気の中でピ

アノバージョンと吹奏楽

バージョンを気持ちを揃

え、出演者全員で歌いま

した。皆に愛される愛唱

歌になってほしいと思い

ます。みんな、覚えてくだ

さいね！ 

 

 

 

 

 

10th 
Anniversary 

2016.10.1 今回の目玉は！愛唱歌「戸塚っ子マーチ」のお披露目 

合同バンド「Totsuka All Stars」は、第１回のステージ
から毎年続けている名物企画です。今年は過去最多の
8 校（戸塚高・上矢部高・大正中・深谷中・名瀬中・
秋葉中・舞岡中・戸塚中）の選抜メンバー１00 名が
♪ マイフェアレディ ♪を元東京シティフィルの植木先
生の指揮、指導のもと、学校や年齢の枠を超えて、心
を一つにして素敵な演奏を披露してくれました。 

 
 

 

 

今年は 8校！の合同演奏について、多くの声が寄せられました！ 

一つの合同バンドを組み皆で演奏を成功させるという目標に向かって合同練習などに取り組んできました。これらの過程があっ

たからこそ思い出に残る演奏ができたと思っています。また吹奏楽界でご活躍されている植木先生に合同練習の際には指導して

いただき、本番では植木先生の指揮で演奏させていただき大変嬉しかったです。多くの人と交流をする機会を大切にしたいと改

めて感じることができました（戸塚高校・荻島里帆）普段こんなに囲まれて吹く機会がないためとても良いサウンドで吹けて嬉

しかったです（舞岡中・上野）あまり高校生のみなさんと演奏する機会がないのでいい経験ができました。高校生の皆さんはと

ても上手で学ぶことがたくさんありました（深谷中）多人数での合奏を体験することができ、自分の課題を発見できたりたくさ

ん学べたりとてもためになりました（舞岡中・橋本）この機会はまだまだ経験の浅い僕にとって大変貴重な時間となりました（舞

岡中・古瀬）多人数で合奏することで、いつもは発見できないことを見つけることができました（舞岡中・川名）2 年連続参加

させてもらったので去年よりも良い意味でリラックスできて楽しむことができました。皆で心を一つに演奏できたと思います

（名瀬中）合同演奏してみて自分に足りないところをたくさん見つけることができました。また部員一人ひとりが刺激をもらえ

たので、ぜひ来年もあったらいいなと思いました（上矢部高吹奏楽・鈴木麻由）去年より参加校も増え、より多くの人数で吹く

難しさや楽しさを学べる良い機会となり今後の自分たちの演奏に活かしていきたいと思います（大正中）高校生の先輩は音程、

吹き方と全てがピッタリでたくさん学ばせて頂きました。普段は中学生との交流はありますが高校生の先輩方と一緒に演奏させ

て頂く機会はあまりないので良い経験をさせていただきました（秋葉中・山本知佳）戸塚高校そして他中の方々と植木先生の指

揮で演奏できたことをとても誇りに思います。いつもと違う空気、いつもと違う場所、いつもと違うメンバーと新鮮なことがた

くさんあり最初は緊張しましたが隣にいてくださる戸塚高校の方や他の中学校のみなさんがとても優しくリラックスして楽し

んで演奏することができたと思います。ありがとうございました（秋葉中・井上未悠） 

 

 

 

 閉会の言葉も
10 周年を記念し
てゲストを招聘、
彼は小学校から
高校まで 8 年間
連続して出演し
てきました。今年
の閉会の言葉で
の出演で 9 年連
続を達成しまし
た。長い間ありが
とう！ 

10周年記念愛唱歌『戸塚っ子マーチ』を初体験！ 
 

戸塚っ子いきいきアートフェスティバルにとって非常に大切な「戸

塚っ子マーチ」の初披露に立ち会うことができて、大変嬉しく思っ

ています。出演者全員での合唱にはとても感動しました。演奏して

いた私たちが出演していた子どもたちやお客様からたくさんの元

気をいただくことができました（戸塚高校・荻島里帆）戸塚っ子の

人たちと「戸塚っ子マーチ」を歌えてとても楽しかったです（川上

小・亀崎真由）普段の学校生活では感じられない他の中学校のハー

モニー、高校生のさらに深くより響くハーモニーを身近に感じられ

刺激を受けました。会場全体で吹奏楽も含めて「音楽で一つになる」

というのを感じられたのが何よりも良かったと思います（舞岡中・

伊吾田）練習のときはリズムが難しかったけれど、当日全員で歌っ

たらとても歌いやすかったです。たくさんの人でハモって声もまと

まっていたのですごいと思いました（東汲沢小）歌と演奏が合わさ

ってきれいでした（深谷中）いつも少人数なので久しぶりに大勢で

歌えて楽しかったです（上矢部高合唱）全員が一丸となって歌うこ

とができ良いなと思いました。また合唱する機会があったらいいな

と思いました（上矢部高吹奏楽・鈴木麻由）思いのつまった「戸塚

っ子マーチ」はとてもすてきな歌だと思いました（名瀬小） 

 

自分たちが考えた歌がたくさんの人に歌ってもらえてうれしかっ
たです。ピアノ伴奏では、はげしく、でも華やかな曲でした。吹奏
楽バージョンでは、楽器のハーモニーがとてもきれいでした。「戸
塚っ子マーチ」がこれからも歌われてほしいです（戸塚小５年・代
田希実）とても覚えやすいメロディーでした。フェリスのお姉さん
がドレスで出てこられた時は席で見ていた皆の背がスッとのびて
「わぁ～」と聞こえてきて微笑ましかったです（倉田小） 
たくさんの学校が集まって、あんな多人数で歌うことはあまりない
ので楽しかったし、皆の歌声がホールに響いて、すごく気持ちよか
ったです（名瀬中）初めて歌った「戸塚っ子マーチ」はとても親し
みやすく明るいので戸塚にあった歌だなと思いました。私は伴奏側
でしたが合唱側の人たちは戸塚への思いなどをこめて、笑顔で歌え
ていたのではないかなと思いました（大正中）全体で統一感があっ
て良かった（秋葉中・藤原優花）すごく皆さんの声が揃っていてき
れいでした。そして作詞作曲された方、楽しい歌だったので明るく
歌えました、ありがとうございます（横浜桜陽高・三島麗美名）年
齢も幅が合って人数も多い団体、少ない団体といろんな合唱が聞け
て楽しかったです（上矢部高合唱・佐藤） 
大変盛り上がったエンディングに参加させて頂き光栄でした。あり
がとうございました（フェリス・フラウエンコーア） 
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《吹奏楽》大正中学校 

 

 

 

 

《ダンス》横浜桜陽高校 

   

 

 

 

 

 

《和太鼓》東俣野小学校 

 

 

《吹奏楽》深谷中学校 

＜吹奏楽＞大正中学校 

(^^♪人数は他に比べ少ないですが、明るく楽しい演奏

ができ、お客さんにも楽しんでもらえたと思います（大

正中） 

  

《ダンス》倉田小学校 

 

 

COMING SOON 
戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 

第 10 回作品展 平成 29 年 1 月 14・15 日 

戸塚区役所 3 階 多目的スペース（大） 

第 20 回ステージ発表 平成 29 年 1 月 14 日 

戸塚公会堂 

詳細は、まもなく発表！ 

 

 

《合唱》川上小学校 

  

 

 

 

《合唱》東汲沢小学校 

 

《吹奏楽》上矢部高校 

 

  

《合唱》名瀬小学校 

 

(^^♪ステージに上がった時に、スポットライトを
浴びて緊張しましたが、気持ちをこめてきれいな声
で歌えたと思います（名瀬小） 
 
 

 

 

《吹奏楽》戸塚高校 

 

(^^♪お客様との距離がとても近く、お客様と私達
で一体感が生まれたように感じました。お客様の温
かさや、笑顔を直接肌で感じることができ、演奏さ
せていただいた私たちもとても暖かい気持ちにな
りました。また日頃お世話になっている地域の皆様
に感謝の気持ちを込めて演奏させていただきまし
た。この思いが皆様に少しでも届いていたら嬉しい
です。（戸塚高校・荻島里帆） 
 

(^^♪小学生から大人の方までいろいろな方に上矢
部の演奏を披露することができて嬉しかったです。
見てくださった方みんなが盛り上がってくれたの
で部員のみんなも楽しく演奏することができまし
た（上矢部高吹奏楽・鈴木麻由） 
 

(^^♪トップバッターで入室から場当り、スタンバ
イまであわただしかったですが、子ども達もいつも
通り、ダンスについてはいつも以上にできたと思い
ます。初めての舞台の子も楽しんでダンスができ良
い経験になりました（倉田小） 
 

(^^♪静かな雰囲気の中、踊らさせていただいて
演奏される方の心に少しでも BLOSSOM の魅
力が伝わっていればいいなと思っています。と
ても楽しく発表ができたので良かったです。あ
りがとうございました。（横浜桜陽高・三島麗美
名） 

(^^♪去年もアートフェスティバルに出演させてもらい
ましたが、去年よりも良い演奏ができたと思います。来
年はもっといい演奏ができるように頑張ります（深谷中） 
 

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 

Festa News Vol,22 
2016年 12月 13日 

    主催  戸塚っ子いきいきアートフェスティバル実行委員会 

    共催 ☆戸塚区青少年指導員協議会 ☆湘南とつか YMCA

    ☆戸塚区 PTA 連絡協議会   ☆戸塚区役所 

 

 

  

  

《吹奏楽》舞岡中学校 

 

(^^♪今まで練習してきたことを信じて自分たち

の音楽を楽しくお客さんに伝えることができた

のではないかなと思っています（舞岡中・角守） 

  

《コーラス》フェリス女学院大学フラウエンコーア 

 

(^^♪初参加で勝手が少々不安でしたがスタッフの皆
様の素晴らしいサポートによりステージに立つこと
ができ、客席の温かな雰囲気でメンバーは伸び伸び
演奏できました（フェリス・フラウエンコーア） 
 ありがとうございました。 
（委員会） 

 
 10th 

Anniversary 

(^^♪練習のときは皆の音がバラバラで何度もやり直し、本
番直前までそろわなかった音が、本番はすごくきれいな音
を出すことができ、演奏が終わった時のはく手がすごくう
れしかったです（東俣野小・6 年井桁美優） 
 

(^^♪他のパートの音をききながらたのしく発

表することができました（川上小・石川愛海） 

(^^♪「魅せるパフォーマンス」の目標が今回この戸
塚っ子で達成できたと思っています。練習に練習を重
ね細かいところまで注意しました。演奏中お客さんの
顔を見ると笑顔でとても楽しんでくれているように
感じました。私たちのおかしさが伝わる個性あふれた
演出で楽しんでくださってとても嬉しいです。次もた
くさん練習してもっと完成度の高い、お客さんをワッ
と言わせるステージにします。（秋葉中・井上未悠）
曲にスタンドをつけるなど工夫をしました。（秋葉
中・山本知佳）会場を上手く湧かせることができたと
思う（秋葉中・藤原優花）今回の演奏はとても好評だ
ったと聞き、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。周
りの方の盛り上がりのおかげで私たちも楽しんで演
奏できました（秋葉中・中根実咲） 
 

戸塚っ子いきいきアートフェスティバルの今年のテーマは 「さあ、未来のベルを鳴らそう♪」 
可愛らしい小学生のダンスから幕を開けた第 19 回ステージ発表。素敵な歌声を響かせてくれた合唱 5 校のどこまでも届くような素敵な歌声に魅せられました。和太鼓の力強さと気持ちを揃

えたバチさばき！カッコイイ高校生のダンス！見とれてしまいました。過去最多の 8 校が出演した吹奏楽部、中学生のフレッシュな気持ちと観客を楽しませたい気持ちは十分に堪能出来まし

た。高校生の演奏はさすがに素晴らしい！ホールからはもっともっと聴きたいと声があがっていました。どの学校も、それぞれのカラーが表現された、素敵な演奏でした！今回特別に参加し

てくれたフェリス女学院大学のコーラスのみなさん、まずはドレスにビックリ！そして歌声にうっとり！10 周年のステージに華を添えてくれました。 

このフェスに出た！観た！手伝った！そういう気持ちが一つになり、みんなが「チーム戸塚」の一員になった瞬間でした。会場はいつまでもその余韻を楽しんでいるようでした。 

 

 

(^^♪ぼくは、はじめてアートフェスティバルに
出ました。ステージの上でライトをあびてとても
きんちょうしました。家の人に「ニコニコ笑顔で
歌えたね!!」と言われました。たくさん練習した
から、２曲きれいに歌えました。楽しいアートフ
ェスティバルになりました（戸塚小・増田琳） 

 
 

 

  

《合唱》戸塚小学校 

 

(^^♪１曲目は聴いて下さる皆さんに楽しん
でもらえるよう、ふりをつけて歌いました。
緊張して笑顔は少なくなってしまったけれど
楽しんでもらえていたら嬉しいです/2 曲目
はコンクールでも歌った曲でした。夏にたく
さん練習し、たくさんの先生方に教えてもら
い、ぐんと上達しました。その成果を発表で
き嬉しかったです（東汲沢小） 
 

 

《吹奏楽》名瀬中学校 

 

 

 

《吹奏楽》戸塚中学校 

(^^♪第 1回から連続参加の戸塚中吹奏楽部、神奈川県コン

クール銀賞の実力をいかんなく発揮しました（委員会） 

 

 

《吹奏楽》秋葉中学校 

(^^♪３学年全員で大きな舞台で演奏するのは
初めてだったので緊張したけど楽しく演奏する
ことができてよかったです（名瀬中） 
 
 
 

   

《合唱》上矢部高校 

 

 

(^^♪普段はあまり大勢の方の前で発表する機
会がないので、たくさんの方に私たちの演奏を
聴いていただけて良かったです。楽しく歌うこ
とができました（上矢部高合唱・前田唯華） 
広いところで歌えたので良い経験になりました
（上矢部高合唱） 
 
 

 

《ダンス》横浜桜陽高校 
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