今年のテーマは「笑顔かがやけ・未来の戸塚へ」
観覧した皆さん、スタッフそして出演者のたくさんの笑顔でいっぱいでした

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル
––
Festa

News

戸塚高校・豊田中学校
合同ドリルチーム
午後の部のオープニング
を飾ってくれた演奏には、会
場全体が圧倒されました。高
校生と、中学生が何気ない顔
で発表していますが、ここに
至るまでは大変な努力をし
ているのです。一糸乱れぬそ
の発表はとても２校の合同
チームとは思えぬアートフ
ェスティバルならではの素
晴らしい演奏でした。
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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
第 16 回ステージ発表 1/17・第 8 回作品展 1/17～18

①

横浜市戸塚区戸塚町 120（スギフォート内） 045-861-3381

子どもと大人の笑顔が輝くアートフェスティバル！
1 月 17～18 日に行われた戸塚っ子いきいきアートフェスティバル！今回のステージは２１団体 総勢５８６人の発表となり、
9 時 40 分の開演から 16 時 30 分の閉幕までバラエティ豊かな演目が続き、観客はもちろん、我々スタッフも元気をもらいまし
た。作品展では二日間にわたり小学生から高校生までの個性溢れる 400 点以上の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^)／

(^^♪戸塚高校のバトン部も方々との合同ステージドリルでは、観ている方々に楽しんでもらえるような演奏が出来たと思い
ます（豊田中吹奏楽）/豊田中学校吹奏楽部のみなさんとやらせていただいた発表は、私たちなりにたくさん練習した成果が
本番で生かせたと思います。楽しみながら発表することが出来ました（戸塚高）
《夏休みやきもの体験教室感想発表》

全体合唱 ♪ ビリーブ ♪
午前の部は深谷中と秋葉中、午後の部は舞岡中と豊田中
の合同演奏での出演者全員による全体合唱は、恒例になっ
たとはいえ、アートフェスティバルでなければ、観ること
のできない大イベントです。学校や年齢の枠を越え、息の
揃ったハーモニーを披露しました。清らかで、美しく、そ
して力強い歌声が響き、出演者と観客が一つになり会場は
温かい雰囲気に包まれました。素敵な合唱だったと観客の
方からお褒めの言葉もいただきました＼(^o^)／

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！
皆の声がよく聞こえていた（YMCA 進藤真歩）/たくさんの方が参加していたので迫力があり、しかもまとまっていて、すばらしかったです
（上矢部高 波田野 翠）/お客さんの方向を見て歌うことはなれてなくて口が大きく開けませんでした。でも「ビリーブ」という歌の歌詞は
大好きなので歌っていて気持ちよかったです（南戸塚小 宇田天音）/吹奏楽部のみなさんが伴奏をしてくれたので、歌いやすかったです。
なぜなら、歌声とのハーモニーがすごく良かったからです。参加者全員で歌った「ビリーブ」はよくひびいていて気持ちよかったです（戸
塚小 溝部 樹）/深谷中と秋葉中の演奏がすてきでした（深谷小）/出演者が一体となって歌っていて良かったです（舞岡中
平安名桃香）/
戸塚高校 調理部
吹奏楽の音と合唱の声を合わせたものとなっていてとても楽しく歌うことができました、大勢の人々が合わさった声はとても迫力があると
思います。もっと歌い、もっと聞きたいなと思いました。良い機会でした（豊田中合唱部）/他の学校の人たちと１つの合唱ができて良かっ
たです（豊田中合唱）/ほかの学校の声と俣野小学校の声があっていて、私たちの声がよくひびいていることがわかりました（俣野小 西村
明華）/豊田中と舞岡中の合同演奏に合わせ歌えて生演奏で迫力があり、少し違った合唱が楽しめました（戸塚高）/豊中と舞中の演奏があ
ったので歌いやすかったし、とてもきれいでした（柏尾小 菅野美織）/吹奏楽の演奏がとてもすごかった（柏尾小 遠矢小優季）/歌いやす
い曲を選んでくれて良かった（横浜桜陽高 高平近介）/ たくさんの歌声が会場に響き、ダイナミックなひとつの歌になっていて、気持ち
良かったです（下郷小 藤間弘聖）/吹奏楽の演奏で歌えたのが楽しかった。後ろから楽器の音が響いてきてすごかった（東汲沢小）/大勢
の方と一緒に発表ができて良かったです（豊田中吹奏楽）/毎年、豊田中と一緒に吹くので、すごく良い刺激になります。これからの活動の
参考となったのでよかったです(舞岡中吹奏楽)/ 合同演奏の為に合同練習を行ったことにより、お互いの良いところを生徒たちが自ら見つ
けることができていたのでよかった（秋葉中）/たくさんの人数で演奏ができて楽しく、そして私にとっても部にとっても貴重な経験になり
ました。より良い演奏をするため練習ではお互いの意見を交換し合うなど、秋葉中さんとの交流も深まったと思います（深谷中吹奏楽）み
んなでうたうことの楽しさが改めてわかったプログラムでした。そして全員でうたった時の迫力が今でも忘れることができません。また機

今回初めて司会を専門家にお願いしました、
上矢部高校放送同好会“波田野 翠さん”で
す。持ち前の美声で聞き取りやすくスムーズ
に進行してくれました。応援に来てくれたウ
ナシー嬉しそうでした。
《湯のみ》

夏休みやきもの体験教室
上矢部高校の生徒と OB が講師となり、小学生
と中学生が作品を作りました。窯焼きは高校生
がバッチリ仕上げて大満足の作品が出来あがり
ました。
《ランプシェード》

第 16 回ステージ発表
では、やきもの体験教
室での完成作を持って
先生役の上矢部高 2 人
と、生徒役の品濃小、
下郷小の二人が感想を
発表しました。
指導した高校生は、
(^^♪緊張したけど良
い経験だった/教える
手順を考えることは新
鮮/小中学生の作品が
想像していたよりも上
手だったと発表。
教わった小学生から
は、(^^♪思っていたよ
り土が固くてビック
リ！弟にプレゼントす
るために大きめにそし
て弟の好きな魚をデザ
インしてみました。弟
は喜んでくれましたと
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

–

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル
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《バトン》戸塚高校

＜ぞうけい＞平戸小学校

《和太鼓》深谷小学校
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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 ☆湘南とつか YMCA
☆戸塚区 PTA 連絡協議会

☆戸塚区役所

②

《青春ソーラン》深谷中学校

(^^♪全員とても良くできていたと思います/トップバッター
で、きんちょうして、まちがえちゃったりした子もいたけど
がんばっていました（深谷小特設和太鼓クラブ）

(^^♪発表は取り組み途中なところもあり足りない部分
もありましたが、笑顔で踊ることが出来ました
（戸塚高バトントワリング部）

(^^♪アートフェス楽しかったです。子どもたちにとってよい経験
となりました。ありがとうございました（平戸小）

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 第１６回ステージ発表
第 16 回
ステージ
発表
(^^♪楽しく参加できました/いつも地域でやっているソーラン節を
公会堂で発表できて良かったです（深谷中ソーラン）

俣野小・下郷小・戸塚小・豊田中・東汲沢小・南戸塚中・横浜桜陽高がすてきな歌声にうっとり、平戸小のファッションショーに顔をほ
ころばせ、深谷中・秋葉中・舞岡中・豊田中の吹奏楽部はそれぞれの学校のカラーが表現された、かっこいい演奏でした！パワフルなバ
チさばきをみせてくれたのは深谷小と柏尾小、体中が和太鼓のリズムでしびれました。湘南とつか YMCA と深谷中はよさこいソーランを
演舞しました、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でした、会場内では一緒に掛け声も聞こえました。南戸塚小の
《ダンス》横浜桜陽高校
バトンとなわとび、そして戸塚高校のバトンとポンポンの演技は練習を重ねてきただけあって美しい！どの学校も最高のパフォーマンス
を魅せてくれました。会場も出演者もスタッフも笑顔でいっぱいになりました(^O^)

《合唱》俣野小学校

《なわとびダンス》南戸塚小学校
《合唱》戸塚小学校

《合唱》豊田中学校
(^^♪ダンスを入れながら歌うのは普段の 2 倍難しいと思うの
で、本番前はとても不安でしたが楽しく歌うことが出来まし
た。アカペラの曲は曲の特性を活かして歌うことを意識しまし
た。ありがとうございました/歌うことと同時にダンスも入れ
た発表をし、楽しかったです。まだ課題点があるので克服して
いきたいと思います/もっと良い演奏が出来たと思いました。
心がければすぐに改善できることばかりだと思いました（豊田
中合唱部）
《吹奏楽》舞岡中学校

(^^♪当日まで練習した成果がでていたと思います・会
場では小学生が多かったので次は小さい子も盛り上が
れるような曲を持っていこうと思います（舞岡中 平安
名桃香）

(^^♪学校とは違う緊張感があって終わってからも足
がガクガクとふるえていました。いつもとは違う大き
なステージでやらせてもらいすごくきちょうな、けい
けんができました。アートフェスティバルでの「キモ
チ」を忘れずにこれからもなわとびをがんばっていき
たいと思います

(^^♪たくさん練習をしたので、自信を持って歌うことができました。歌い
終わると、大きな拍手がおき、お客さんの笑顔が見えたのでうれしかったで
す。これからも、お客さんを笑顔にできるように、心をこめて歌いたいです
（戸塚小 4 年 内田柚希）

(^^♪本番はとてもきんちょうしていました。でも自分たちの練習を
思い出し私もみんなも心を一つに歌うことができたと思います。ま
た小学校最後の音楽会、一人一人が声を出せ私自身も悔いなく歌え
ました（俣野小 長瀬結迪）

《合唱》南戸塚中学校
《バトン》南戸塚小学校

(^^♪学校で朝練習をしたり、クラブの友達とおしえ
あったり、家でもたくさん練習をしました。本番で
はすごく緊張したけど練習したことを全部だしきっ
たのでよかったです。またアートフェスティバルに
出たいです。（南戸塚小 西山珠々）

《ダンス》YMCA とつか学童クラブ

(^^♪楽しくおどれた。うまくいってよかった（YMCA とつか学童クラブ

進藤真

歩）
(^^♪楽しか

た

他の学校もすてきだ

た（YMCA とつか学童クラブ

清水寛

(^^♪去年とは 出演している団体が違って 新鮮さがありました/他の学
校の合唱が たくさん聴けて とても良かったです。また来年も参加した
いです/練習のように歌えなく悔しい思いをしました。でもこれがきっか
けとなり、もっともっと練習しようという気になることができました。
いい経験となりました（南戸塚中 首藤実咲）

––

《吹奏楽》秋葉中学校

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル
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第 8 回作品展
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今年度のテーマ「笑顔かがやけ、未来
の戸塚へ」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。

2015 年 3 月 5 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 ☆湘南とつか YMCA
☆戸塚区 PTA 連絡協議会

☆戸塚区役所

テーマポスター

③

《和太鼓》柏尾小学校
上矢部高

戸塚高

秋葉中

汲沢中

(^^♪今回は曲的にゆったりとしていたので、もし来年もこのような
機会があればノリの良い曲を選び会場を盛り上げても良いと思った
（秋葉中）
《合唱》下郷小学校

第 16 回
ステージ
発表

舞岡高

(^^♪和太鼓クラブで出演するのは３回目でした。楽しく
たたくことができたのでよかったです（柏尾小６年 菅野
《ダンス》横浜桜陽高校
美織）/最後の演奏だったけど完璧にできてよかった（柏
尾小６年 遠矢小優季）

《合唱》東汲沢小学校

横浜桜陽高

(^^♪練習時間が少なくて不安なところもあったけれど思ったよりじ
ょうずに歌えて良かったです（下郷小 伊藤 賢）/次はもっとたく
さん練習して、もっといい合唱にしたいです（下郷小 清水健太）

豊田中
境木中

戸塚中

名瀬中

(^^♪はじめて３年生も参加したので、いつもとはちがう合唱ができてよか
った/入るタイミングを間違えてしまったところがあったけれど、前に出た
ときより声はひびかせられたと思う（東汲沢小）

《吹奏楽》豊田中学校

《吹奏楽》深谷中学校
(^^♪本番前日まで体調不良などでなかなか全員が揃わず合奏が
できなかったので不安もあったけど、目立ったミスもなく楽しく
演奏できたと思います（深谷中吹奏楽）
《合唱》横浜桜陽高校

(^^♪座奏ではまだまだ課題があると感じたので、お客様に伝わる演
奏をすることが出来るように頑張りたいと思います（豊田中吹奏楽）

(^^♪個々に課題などはありましたが、部員全員で楽しく歌えました
（横浜桜陽高 馬場せりな）

舞岡中
(^^♪個々に課題などはありましたが、部員全員で楽しく歌えました
平戸中

深谷中 （横浜桜陽高

馬場せりな）

南戸塚中

「戸塚やさいのドリア」コラボメニュー
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
ージの発表では、戸塚の野菜を使ってのレシピ作りは完成までには苦労もあったけど、形になって嬉しい！来年も新
しいメニューに取り組みたいと意欲を見せてくれました。メニューボードも工夫を凝らした手作りです。

–

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル
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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 ☆湘南とつか YMCA
☆戸塚区 PTA 連絡協議会

④

☆戸塚区役所

第８回
作品展
上矢部高校・陶芸

戸塚高校・書道
小学生の絵画

第 8 回作品展
１月 17～18 日に戸塚区役所３階区民広間に於いて、
区内３６校からの出展による作品展を開催しました。
400 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。

《ダンス》横浜桜陽高校
汲沢中・絵画/秋葉中・プッシュステンド

平戸中学校・モザイク

名瀬中・生け花
東品濃小学校の立体作品

東俣野特別支援学校の作品

舞岡高校・絵画

小学生の絵画
第 8 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､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
やきもの体験教室の作品
平戸中学校､深谷中学校､舞岡中学校､川上北小学校､
品濃小学校､下郷小学校、名瀬小学校､矢部小学校
自由作品
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、境木中学校､豊田中学校､名瀬中学校、
平戸中学校、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､南舞岡小学校､
深谷台小学校､平戸台小学校

小学生の絵画
南戸塚中・生け花

公文国際学園・クロッキー

COMING SOON
戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 2015

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル 2014 はいかがでしたでしょうか？今年度も戸塚区の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校全４５校の１７００人以上の子
どもたちが参加してくれました。子どもたちの頑張りと笑顔を見ていると不思議と大人も元気になってきます。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。きっと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。
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９回やきもの体験教室
平成 27 年８月
第 17 回ステージ発表 平成 27 年 10 月 3 日
第 18 回ステージ発表 平成 28 年 1 月 16 日
第 9 回作品展
平成 28 年 1 月 16～17 日
詳細は、まもなく発表！

