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笑顔キラキラ☆未来へジャンプ！
1 月 16～17 日に行われた戸塚っ子いきいきアートフェスティバル！第 9 回作品展では小学生から高校生まで
の個性が溢れる作品が並び多くの人たちの心を豊かにしてもらいました。ステージでの発表や作品は完成されたも
のですが,ここに至るまでのそれぞれの努力を思い浮かべると、より一層感動させてもらえました。一生懸命な子ど
もたちの元気と笑顔で、大人も笑顔になることができたアートフェスティバル。出演者の皆さんにあらためて拍手
を送りたいと思います＼(^o^)／

戸塚高校調理部と区役所３階
102Cafe がタッグを組んで
２週間に渡りグルメな戸塚区
民の舌を唸らせました。ステー
ジでは「試作と試食を繰り返し
た、レシピ作りは苦労もあった
けど、形になって嬉しい！」
「野菜の食べやすさを工夫し、
チーズとソースの相性も良く
美味しい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。

第 9 回作品展

テーマポスター

今年度のテーマ「笑顔キラキラ☆未来へジ
ャンプ！」をモチーフにした区内の中高生
がポスターを描いてくれました。テーマが

第１８回
ステージ
発表

同じでもバラエティに富んだ力作が揃い
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。

上矢部高

戸塚高校バトン部＆豊田中吹奏楽部
合同ドリル演技
バトンとマーチングの見事な競演！中学生と高校生が、そ

舞岡高

横浜桜陽高

秋葉中

戸塚高

汲沢中

れぞれの個性を活かした、素晴らしい演技を披露しまし
た。戸塚高校の 1 年生は、
「豊田中とのコラボは、普段は
できない貴重な体験ができた。初めてで緊張しました」と
感想を話してくれました。異年齢間のとても良い交流がで
きたようです。観客のみなさんも会場をいっぱいに使った
発表を十分に堪能されていました。

やきもの体験教室の作品が展示さ
れました！！
完成したお皿を持って先生役の上矢部高 2 人と、
生徒役の秋葉中の二人が感想を発表しました。
指導した高校生は、(^^♪小学生をうまくサポー
トできた/教える体験は自分のためにもなった/
小中学生の作品は発送が豊かで上手だったと発
表。教わった中学生からは、(^^♪初めてでドキド
キしていたけど楽しかった/最初は難しかったけど
慣れてきたら楽しく夢中になりました、と発表しま
した。4 人ともまた機会があれば一緒にやってみ
たいと嬉しそうに話してくれました。

境木中

(^^♪自分では思いつかないような作品を皆さん作っていて
すごいと思いました（上矢部高校陶芸部 北川侑香）緊張し
ましたが、高校生と一緒にステージに立ててうれしかっ
たです（秋葉中美術部 谷川 瑞紀）
（横浜桜陽高

馬場せりな）

平戸中

戸塚中

深谷中

豊田中

舞岡中

名瀬中

南戸塚中

全体合唱♪ビリーブ♪
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午前中は深谷中・平戸中・舞岡中、午後は豊田中・秋葉中の合同演奏によりそれぞれ 300 人を超える出演者全員で大合唱を披露しました。会場に響く小学生か
らまでの美しく力強い歌声はフィナーレにふさわしい素敵な贈り物でした＼(^o^)／
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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！

茶道体験
今年度初めて茶道の実演を行いました。緊張しながらも学んで
きた作法、おもてなしの心を表現していました

すぐに歌える歌で良かったです（南戸塚小和太鼓）うしろから上手な歌声がきこえてきて、歌いやすかったです（下郷小）吹奏楽の演奏がすごかったです（下郷小）みんなで歌うと一つになれた感じ
がしました（下郷小）みんなキレイにうたえてよかった（YMCA）初めてだったけど、うたえてよかった（YMCA）普段は一緒に歌うことのない他校の方たちと一緒に「BELIEVE」を歌うことで、気持ちが
一つになり、戸塚っ子いきいきアートフェスティバルをよい形で締めくくれたのでよかったです（豊田中合唱）小さい子たちもハキハキと歌っていて、かわいらしいなと思いました。舞台の袖でスタ
ッフさんたちも歌っていて本当に全体での合唱なのだなと思い感激しました（上矢部高放送 波田野翠）秋葉中と豊田中のブラスバンドと戸塚っ子の歌声のハーモニーがとてもきれいでよかったと思
いました。全体合唱はいつ聴いてもすごくいいなと思います（戸塚小 5 年 大川想良）歌詞の意味を感じて、全員がやさしい気持ちで歌うことができたと思います。初めて会った人もいましたが、全員
で心を一つにして、ハーモニーもきれいに響かせることができました（舞岡中１年 外舘依千花）元気に歌えて気持ちよかったです（秋葉中美術部 田中 未希）出演者だけでなく、会場のお客様の歌
も、私たちの演奏と一体となることができてよがったと思いました（豊田中吹奏楽）それぞれ違う発表をしていてバラバラだったけれど、最後は全員で同じ歌を歌い、一つになったように感じました。
歌っているときに、今まで成功するかという不安や、練習で大変だったこと、ステージで踊って楽しかったことなど色々なことを思い出して歌いました（秋葉小 中根百萌）全体で歌うことで、この場
でみんな一つになれたと思います。大人の方も歌ってくださったので、より良い believe になったと思います。改めて believe の歌詞の良さに感動しました（平戸中）ハーモニーがよかったです。み
んな楽しそうだった（戸塚高バトン）とても良い曲だった、学校でも練習していき覚えることができた。全体で歌うことができてよい体験ができた（平戸小）中学生の生演奏で歌って、恥ずかしさも
あったけれど、気持ちよかった（柏尾小）吹奏楽部の演奏にあわせて合唱できました（深谷小 木藤 心）歌うときは笑顔を忘れずにと思ったけど、あまりの緊張で笑顔になれませんでした。けれどす
ごく楽しかったです（俣野小 西村明華）普段は部活の人としか一緒に歌わないので地域の人や他の学校の人と歌うのは新鮮で楽しかったです（南戸塚中合唱）みんなで歌うのは、はずかしかったけ
どうまくうたえてよかった（南戸塚小ダンス）
「ビリーブ」を歌ったときにみんなの心がひとつになったきがしました。きれいに大きな口で歌えて良かったです（南戸塚小ダンス）少しはずかしかった
です。でも一致団結できたきがします（南戸塚小ダンス）恥ずかしかったけどみんなで歌ったからよく歌えた。いい歌だった～！（南戸塚小ダンス）とてもきれいだった。参加できてよかった（南舞
岡小）楽しかった（南舞岡小）はもっていて素晴らしかった。とてもきれいだった（南舞岡小）他校の様子がわかってとてもよかった（南舞岡小）吹奏楽の演奏で歌えるなんてめったにできないので
嬉しかったです（東汲沢小）後ろから楽器の音が響いてきてすごかったです（東汲沢小）感想を寄せてくれたみなさん、ありがとうございました
《合唱》南舞岡小学校

《和太鼓》柏尾小学校

《合唱》豊田中学校

第９回
作品展

(^^♪・緊張しましたが、自分の仕事をこなすことができました（南戸塚中茶
道 片岡明日美）アートフェスティバルでの茶道の披露は初めてのことだっ
たので、緊張や不安はありました。しかし、来ていただいたお客様にも喜ん
でいただけたのでやって良かったなと感じることができました。いい経験に
なりました。（南戸塚中茶道 望月桃花）初めて自分達でお茶をお出しする
機会を頂いてとても良い経験になりました。（南戸塚中茶道 田中薫美）
《吹奏楽》秋葉中学校

(^^♪本格的なステージで発表することができた/上手に発表
できた/楽しく発表できて、良い経験になった（南舞岡小）

(^^♪緊張してとまどったけれど、上手くできた（柏尾小）
《ダンス》秋葉小学校

《吹奏楽》豊田中学校

(^^♪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）
《バトン》戸塚高校

(^^♪客席の前の方に小さい子がたくさん座っていて表情が良く
見えたのですが、笑顔で楽しそうに手拍子をしてくれていたので、
とても嬉しかったです。これからも幅広い世代の方々に楽しんで
いただけるような構成を考え、演奏していきたいと思います（大
場沙織）いつもよりも遠くをイメージして吹くことができました。
ただ、いつもならできていた部分が急にできなくなってしまって
いたので、本番で１００％の力が発揮できるように、練習からも
っと取り組んでいかないといけないと思いました（山中優真）今
回は「指揮者、
（譜面台も）ない！」という初めての試みで、思っ
た以上にダイナミックな演奏ができました（秋葉中）

(^^♪たくさんの人の前で演奏できて楽しかったです。
今まで練習してきた演出や音の強弱がしっかりと表現
できたと思います（豊田中吹奏楽）

(^^♪3 学年全員が力を合わせてつくりあげたダンスでした。緊
張と不安の中で協調性を学び、他学年との「絆」も深まったと
感じています。観客のみなさんに見られて踊るのは不安もあっ
たけれど、踊り始めたらドキドキとワクワクでいっぱいになり
ました。終わったらみんな笑顔だったのでよかったです（秋葉
小 三好 真由）ダンスを覚えることは大変でしたが、本番では、
みんな緊張していたけれど、だんだん笑顔になっていって最高
のステージになったと思います。ステージ上で踊れるなんて夢
のようでした。
（秋葉小 森田 さくら）

(^^♪校内発表の練習段階の発表でしたが、発表の場を与えてもらっ
て踊ることができてよかった。笑顔で踊るようにしました（戸塚高
バトン）

–

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル
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《ダンス》南戸塚小学校

＜ぞうけい＞平戸小学校
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《和太鼓》深谷小学校

(^^♪さいしょはすごくきんちょうしたけど「じょうずにで
きたよ」といってくれたので、うれしかったです/きんちょ
うしたけど、えがおとポーズをがんばることができてうれし
かったです。つくるとき、キャンディでハートをつくるのが
たのしかったです/とってもかっこよかった気がした（平戸
小）

(^^♪きんちょうしたけどガンバしたのでよかった/今まで
の練習の成果を出せて良かったと思います。またとてもき
んちょうしたけど他学年とも協力できて良かったと思いま
す/とてもきんちょうしました。でも楽しかったです！！/
まちがえずに全部おどれてよかった！（南戸塚小ダンス）

(^^♪上手くできてよかった/たのしかった。次は皆でそろって踊りたい/次は
ミスをなくしたい/かっこよく踊りたい/前より上手におどれた（YMCA）

《合唱》東汲沢小学校

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 第１８回ステージ発表
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、俣野小・下郷小・東汲沢小・南戸塚中・南舞
岡小・戸塚小・豊田中の澄んだ歌声にうっとり、平戸小のファッションショーに顔をほころばせ、深谷中・平戸中・舞岡中・
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・
南戸塚小のダンスは可愛らしさと力強さの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歓声と拍手がわ
《ダンス》横浜桜陽高校
きあがり、観客の皆さん、出演者もスタッフもみんな笑顔でいっぱいになりました(^O^)

(^^♪放課後もみんなで練習して本番、みんなで練習の成果
を出してがんばりました/最後の発表になるアートフェステ
ィバルで自分たちの力を出して頑張りました（深谷小 木藤
心）

《合唱》戸塚小学校

《合唱》下郷小学校

(^^♪私たち 6 年生にとっては最後の発表でした。今までに 6
回、出させいただきました。大好きな曲を歌えたのでとても
楽しかったです。とてもいい思い出になりました。ありがと
うございました（東汲沢小 6 年）

司会は上矢部高校放送同好会の
お二人です。持ち前の美声で上
手に進行してくれました

《合唱》南戸塚中学校

《合唱》俣野小学校

(^^♪私は、自分の出番が来たときはとても緊張しまし
たが、ステージの上に立った時には緊張も忘れ、楽し
く歌えました。来年も合唱団へ入って、同じステージ
で歌いたいと思いました（5 年大八木 菜月）今まで、
たくさん練習してきましたが、練習のときよりも声を
一つにして歌うことができました。今回は最高の発表
になったと思います（5 年大西 史透）

《吹奏楽》深谷中学校

(^^♪きんちょうしたけれど、これまでたくさんれ
んしゅうしてきたから、いいえんそうができて、
(^^♪歌うときは笑顔を忘れずにと思ったけど、あまりの緊張で
笑顔になれませんでした。けれど楽しかったです（俣野小 西村
明華）

たのしかったです/代表で話すのはきんちょうし
たけれど、うまくできてよかったです（下郷小）

(^^♪前日まで上手にできるか心
配でしたが、当日は自分でも驚くく
らい冷静に、そして楽しく司会をす
ることができました（上矢部高放送
波田野 翠）

(^^♪みんな緊張していて練習どおりにはいかなかっ
たですが、反省会で「楽しかった」という声が多くあ
がったので良かったです（南戸塚中合唱）

《太鼓》南戸塚小学校

《吹奏楽》平戸中学校

１０周年記念事業として公募し
て い た 愛 唱 歌 は 、全 １ １ 作 品 の
中から厳正な審査の結果、東
戸 塚小 西島 君他 数名 により 作
詞作曲された「戸塚っ子マー
チ」に決まりました、次回第１９
回ス テージ でお 披露 目の予定
です、こうご期待！！！

《吹奏楽》舞岡中学校

(^^♪少ない人数ですが、馴染みのある曲「故郷～希望へ
の序曲～」を迫力のある演奏を届けてくれました！

(^^♪とても盛り上がって楽しく演奏することがで
きました。観客のみなさまがとても笑顔できいてく
ださったので緊張がほぐれました（平戸中）

(^^♪曲一つ一つに合ったうたい方で、全員がノリ
ノリでできたと思います。自分たちだけでなく、ホ
ールに来ている方全員が楽しめるような演奏がで
きました（舞岡中 2 年 角守 幸）

愛唱歌決定！

(^^♪たくさんの太鼓を広いステージで思いきりたたくこ
とが出来ました/初出場でしたが太鼓運搬などお手伝いい
ただき何も心配せず演技が出来ました（南戸塚小和太鼓）

–

豊田中・本物みたいな紙粘土作品

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル
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小学生の絵画

名瀬中・生け花
戸塚高校・書道

第９回作品展

小学生の絵画

１月 16～17 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 初登場
の書道と生け花が新たな彩りを演じ、二日間で 2000
人近く訪れた来場者を楽しませてくれました。

横浜桜陽高校・絵画
平戸中学校・横断幕

《ダンス》横浜桜陽高校
東俣野特別支援学校の作品

東品濃小学校の立体作品

戸塚高校・絵画
第 9 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

公文国際学園・クロッキー

小学生の絵画

南戸塚中・体育大会看板

汲沢中学校・絵画

焼き物体験：秋葉中学校､平戸中学校､舞岡中学校､南戸塚中学校､
川上北小学校､品濃小学校､下郷小学校､名瀬小学校､東品濃小学
校､矢部小学校
個別作品：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､汲沢中学校､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､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､戸塚小学校､鳥が丘小学校､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

舞岡高校・絵画

小学生の絵画

COMING SOON
戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 2016

今年度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
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。来年度は戸塚っ子いきいきアートフェスティバルは 10 周年を
迎えます。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！

第 10 回やきもの体験教室
平成 28 年８月
第 19 回ステージ発表 平成 28 年 10 月 1 日
第 20 回ステージ発表 平成 29 年 1 月・日
第 10 回作品展 平成 28 年 1 月・～・日
詳細は、まもなく発表！

