
作品展示 10月5日（水）～10日（月・祝）

10月8日（土）・9日（日）舞台発表

8日（土）10時～18時／ 9日（日）10時～17時

前半：5日（水）～7日（金）／後半：8日（土）～10日（月・祝）
10時～16時（5日・8日のみ13時～16時）

開催期間

会場

入場料
無料

戸塚区総合庁舎3階

戸塚公会堂

戸塚区民文化センターさくらプラザギャラリー、
多目的スペース大、区民広間、アートコリドー※

※アートコリドーは、戸塚っ子いきいきアートフェスティバル実行委員会との連携展示

主催：戸塚区民まつり実行委員会　　共催：戸塚区役所
連絡先：戸塚ふれあい文化祭事務局(戸塚区地域振興課)　電話 866-8416　FAX 864-1933

戸塚

いきいきと 明日の戸塚と 文化祭

令和4年度 第29回

作品展示

舞台発表

戸塚区のマスコット
ウナシー
のマスコッ戸戸塚塚区のののマスコットト
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至横浜

至大船

ごあいさつ

戸塚ふれあい文化祭
企画委員長

西川 久生

主催者　あいさつ
　戸塚ふれあい文化祭は、区民まつりの一環として『ふれあいのある活気あ
ふれる地域文化の促進』を目的に、文化活動に取り組んでいる区民の皆様が、
日ごろの成果を発表する場として、また地域の方々との交流の場として開催
しており、今年で29回目を迎える歴史ある文化祭です。
　今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により3年ぶりの開催となりま
すが、参加する方、ご覧になる方すべての皆様の安全を第一とし、区民の皆
様に安心して楽しんでいただけるよう、戸塚ふれあい文化祭企画委員会で検
討を重ねてきました。
　展示部門では、戸塚区総合庁舎を会場とし、絵画、書道、華道など、様々な
ジャンルの作品展示を楽しむことができます。舞台部門では、戸塚公会堂を
会場とし、ダンス、日本舞踊、吹奏楽など、幅広い世代の出演者により活気
あふれる舞台発表になることを期待しています。
　戸塚ふれあい文化祭が地域に根差したイベントとして発展しますよう、区民
の皆様のご理解とご支援をお願い申しあげご挨拶といたします。

戸塚区長

國本 直哉

「令和4年度（第29回）戸塚ふれあい文化祭」の開催に寄せて
　第29回戸塚ふれあい文化祭の開催、おめでとうございます。
　戸塚ふれあい文化祭企画委員会の皆様には、企画・参加者募集から当日の
運営までご尽力いただき、ありがとうございます。
　文化・芸術は、あらゆる世代の皆様が楽しむことができるものであり、個人
の生活を豊かにするだけではなく、人と人とを結びつけ、まちの活気や魅力の
原動力となるものです。
　新型コロナウイルス感染症は未だ収束の見通しがたっていない状況ですが、
そんな中でも戸塚区は、文化・芸術活動を生活の一部として楽しんでいらっ
しゃる方が多く、戸塚ふれあい文化祭は、作品を創り出す方、舞台に立つ方
はもとより、来場してくださるお客様に支えられています。
　ご来場者の笑顔は参加者の励みになっていることでしょうし、参加者と来場
者がお互いに “ふれあう”ことは、戸塚に関わるすべての人がいきいきと笑顔
があふれ、元気な戸塚の実現につながっていくと信じています。
　歴史ある戸塚ふれあい文化祭が、未来に向けてより一層発展していくこと
を願っています。

主催：戸塚区民まつり実行委員会

共催：戸塚区役所

連絡先 戸塚ふれあい文化祭事務局
（戸塚区役所 地域振興課）
横浜市戸塚区戸塚町16番地17
電話：045-866-8416
FAX：045-864-1933
Mail：to-bunka@city.yokohama.jp

戸塚センター
3階　公会堂

戸塚駅周辺

戸塚小学校

柏尾川

戸塚消防署

戸塚郵便局

西口バス
センター

トツカーナトツカーナ

戸塚駅

戸塚
アンダーパス

西口西口

国道1号

JR東海
道・横

須賀線

旭町通
図書館通

戸塚区総合庁舎 3階
戸塚区民文化センター
さくらプラザ ギャラリー、
多目的スペース、区民広間 ほか

共
立
病
院

市
営
地
下
鉄
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舞台
部門 戸塚公会堂 舞台スケジュール

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

10月8日（土） 10月9日（日）

倉田組（ダンス）
10：40～ 11：10

アロハ パイナップル フラ（フラダンス）
11：15～ 11：45

みんなの手話ダンス フラワー東戸塚（手話ダンス）
11：50～ 12：20

Tea Harmony（ゴスペル）
12：25～ 12：55

Oriental Gem（ベリーダンス）
13：00～ 13：30

セイハダンスアカデミー アピタ戸塚（キッズダンス）
13：35～ 14：05

レフア・ラアケア遠峰フラスタジオ（フラダンス）
15：15～ 15：45

カ ウア キリフネ（ハワイアンフラ）
16：55～ 17：25

上矢部高校ダンス部（ダンス）
17：30～ 18：00

Bright Brass（金管アンサンブル）
15：55～ 16：25

La donna gioia（女声アカペラアンサンブル）16：30～16：45

ANNYS（キッズチアダンス）11：10～11：25

戸塚文化協会
日本舞踊部（日本舞踊）・

新邦舞部（新舞踊）・横浜鴎舟会（民謡）
14：10～ 15：10

開場 9：30

上矢部高校フォークソング部（バンド演奏）
10：00～ 10：30

戸塚高校ダンス部・バトン部（バトンを使った踊り・ダンス）
10：00～ 10：30

ハラウ オ 川上（フラダンス）
10：35～ 11：05

沖縄三線の会やーるーず（三線演奏と唄と踊り）
11：35～ 12：05

ハーラウ・フラ・オ・カフラオナネア（フラダンス）
12：10～ 12：40

日本手話ダンスクラブ ハイネ（手話ダンス）
12：45～ 13：15

戸塚区民吹奏楽団（吹奏楽演奏）
13：25～ 13：55

戸塚文化協会 戸塚区民オーケストラ（室内楽）
14：00～ 14：30

フラスタジオ ロケラニ（フラダンス）
14：35～ 15：05

尺八 遊吹く会（尺八演奏）
15：10～ 15：40

H&Bフラオルオル（フラダンス）
15：45～ 16：15

まいおかぶらす（吹奏楽演奏）
16：25～ 16：55
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展示
部門 戸塚区総合庁舎3階 会場・スケジュール

戸塚区民文化センターさくらプラザ　ギャラリー戸塚区民文化センターさくらプラザ　ギャラリー

10月10月 5日（水）…１３：００～１６：００
6日（木） ・7日（金）…１０：００～１６：００
5日（水）…１３：００～１６：００
6日（木） ・7日（金）…１０：００～１６：００

10月10月 5日（水）…１３：００～１６：００
6日（木） ～10日（月・祝）…１０：００～１６：００
5日（水）…１３：００～１６：００
6日（木） ～10日（月・祝）…１０：００～１６：００

10月10月 8日（土）…１３：００～１６：００
9日（日） ・10日（月・祝）…１０：００～１６：００
8日（土）…１３：００～１６：００
9日（日） ・10日（月・祝）…１０：００～１６：００

前  半 後  半

水彩画
内  容 出展者・団体名

実演1

水彩画

水彩画

切り絵、水彩画等 実演2

実演6

実演8

似顔絵等 実演3

SILVER オリジナル 手創りジュエリー

四季彩の会

戸塚アート

恒陽彩会　スケッチ部

大森 洋太郎

石田 正一

和氣 恒子

仏像（木彫り）
内  容 出展者・団体名

いけ花
書道作品の軸装

戸塚仏像彫刻の会

戸塚文化協会　華道部

戸塚文化協会　書道部

多目的スペース（大）多目的スペース（大）

和布手工芸
内  容 出展者・団体名

お家で体験4

お家で体験7

オルネフラワー

絵画、書、写真、手工芸、小物等

神田 綾子

レガーロ　矢口 美世子

戸塚区老人クラブ連合会

茶道の系譜・会記の掲示・お点前
内  容 出展者・団体名

折り紙、くす玉、色紙

フェザーフラワー

戸塚文化協会　茶道部

戸塚文化協会　工芸部
（折り紙 桜の会）

さくらの会

手作り絵本 絵本工房 にじいろのたね

陶芸 夢陶 鳥が丘

区民広間区民広間

福祉団体作品
内  容 出展者・団体名

戸塚区社会福祉協議会（福祉団体） いけ花
内  容 出展者・団体名

戸塚文化協会  華道部

実演、お家で体験5和服リフォーム

連携展示

内  容 出展者・団体名

和服リフォーム「和児」

10月10月 5日（水）…１３：００～１６：００
6日（木） ～10日（月・祝）…１０：００～１６：００
5日（水）…１３：００～１６：００
6日（木） ～10日（月・祝）…１０：００～１６：００

アートコリドーアートコリドー

区内小中高生のポスター
内  容 出展者・団体名

戸塚っ子いきいきアートフェスティバル実行委員会

　戸塚区内の生徒・児童が「わたしと戸塚の未来予想」をテーマに描いたポスターを出展
します。小中高の幅広い年代が描いた、自分、そして住む街の未来についての思いを感じ
ていただけると嬉しいです。
　戸塚区は小中高特別支援学校が４４校あり、市内の中でもとても校数が多く、それぞれの
交流が難しい環境です。戸塚っ子いきいきアートフェスティバル実行委員会は、その44校

の一生懸命を一堂に会し、ステージや絵画などで参加する【芸術の発表の場】として活動しています。
　異年齢の交流を通じて子どもたちが、そして大人も一つになることにより、戸塚の街に愛着を持ってもらい、
アートを通じて街の活性につながってほしいと願っています。
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戸塚駅東口
ラピス商店会

レストラン
情報コーナー

総合案内
トツカーナ
連絡

戸塚駅方面へ

多目的
スペース（大）

戸塚区総合庁舎
3階

ア
ー
ト
コ
リ
ド
ー

ア
ー
ト
コ
リ
ド
ー

戸塚区民
文化センター
さくらプラザ
ギャラリー

区民広場

実演

水彩画

10月 ５日 14時～ 1時間程度

見学自由1

実演

いけ花

10月 8日 13時

見学自由8

実演

切り絵創作

事前申込不要です。
どなたでもお気軽に
ご参加ください。

10月 ５日～7日

2 実演

似顔絵

10月 ５日～7日

3

お家で体験

和布の豆ストラップ

定員：20人/日  費用：100円
10月 ５日～7日

4

お家で体験

折り紙作品

定員：なし  費用：500円
10月 8日～10日

7

実演、お家で体験

和布のコサージュ等

定員：20人/日
費用：500円～1,000円

※実演は無料

10月 ５日～10日

5 実演

茶道のお点前

定員：6人/回 茶花の栞つき

10月 日 13時～15時30分
日 10時～15時30分
日 10時～15時

8
9
10

6

展示部門　実演・お家で体験コーナー

参加費無料

見学自由 見学自由

1

2

3

4

5 8

6 7
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参加団体紹介舞台部門

日付 団体名

（土）

出演内容 団体紹介

8
日

（日）

9
日

上矢部高校フォークソング部

倉田組

バンド演奏

ダンス

フラダンス

手話ダンス

ゴスペル

ベリーダンス

キッズダンス

日本舞踊

新舞踊

民謡

フラダンス

金管アンサンブル

女声アカペラ
アンサンブル

ハワイアンフラ

ダンス

バトンを使った
踊り・ダンス

フラダンス

キッズチアダンス

沖縄の楽器・三線
演奏と唄と踊り

フラダンス

手話ダンス

吹奏楽演奏

室内楽

フラダンス

尺八演奏

フラダンス

吹奏楽演奏

アロハ パイナップル フラ

Tea Harmony

Oriental Gem

セイハダンスアカデミー アピタ戸塚

戸塚文化協会 日本舞踊部

戸塚文化協会 新邦舞部

戸塚文化協会 横浜鴎舟会

レフア・ラアケア遠峰フラスタジオ

Bright Brass

La donna gioia 

カ ウア キリフネ

上矢部高校ダンス部

戸塚高校ダンス部・バトン部

ハラウ オ 川上

東戸塚チアダンスANNYS☆ブロッサム

沖縄三線の会やーるーず

ハーラウ・フラ・オ・カフラオナネア

日本手話ダンスクラブ ハイネ

戸塚区民吹奏楽団

戸塚文化協会 戸塚区民オーケストラ

フラスタジオ ロケラニ

尺八 遊吹く会

H&Bフラオルオル

まいおかぶらす

みんなの手話ダンス フラワー東戸塚

倉田小学校で活動中のダンスクラブです。新メンバー大募
集中！  https://kurata-1991.crayonsite.info/

45人の部員で毎日放課後に活動しています。日ごろの練
習の成果を披露できるのがとても楽しみです！

アロハの心を大切に、楽しくレッスンしています。パイナッ
プルが大好きなメンバーです。

市内を中心に、障がい者を含めた老若男女が、手話を通し
て音楽の楽しさや喜びを共有できるよう活動しています。

毎月第１・第３土曜日に東戸塚や緑園都市でめっちゃ楽しく
歌ってます♪老若男女どなたでも歓迎！ 子連れ大歓迎！

「いつまでも若々しく健康的に」をモットーに、楽しく魅力あ
るステージをお届けします。見る人も一緒に笑顔に！

アピタ戸塚にあるダンス教室です。またふれあい文化祭に
出演できて嬉しいです。一生懸命踊ります。

伝統のある美しい所作や日本舞踊の研修向上、地域の交流
を大切にし、子どもたちの育成にも努めています。

歌謡曲や民謡・古典等に合わせて楽しく踊ります。14流派
の会員一同、各地域で活動し健康維持に寄与しています。

北は江差追分、南は黒田節と各地民謡を稽古し、老人施設
などでボランティア活動をしている会です。

地域の皆様に元気と笑顔を届けることをモットーに、６歳～
80代の皆でゆったりとレッスンしています。

金管楽器によるアンサンブルです。明るく輝きのあるサウ
ンドを目指して練習しています。

結成11年のアカペラアンサンブルです。主に教会音楽を
歌っています。今回は女声のみで歌う初のステージです♪

生徒達の練習成果を生演奏でお贈りします。笑顔で♪楽し
く♪曲の意味を伝えて踊ります！

2年生14人、1年生25人で活動中です。笑顔とダンスで
戸塚を熱く盛り上げます！！

アロハの心を大切にしながら、子どもから大人までフラを楽
しんでいます。見学・体験大歓迎です。

３歳～小学生（品濃小や平戸小等）のメンバーが多く在籍し
ています。見ている人を笑顔にできるよう頑張ります。

手話への理解の輪が少しでも広がってほしいという思いを
込めて、笑顔と共にお届けします。見学いつでもOKです。

吹奏楽をより身近に楽しんでいただくために結成した吹奏
楽団です。皆さんが知っている曲を中心に演奏します。

『戸塚区にオーケストラの響きを』を合言葉に活動しています。
今回は、室内楽の演奏をお楽しみください。

戸塚駅周辺で活動しています。フラダンスでリフレッシュして、
一緒にココロとカラダの元気を目指しましょう！

「音楽の街とつか」のイベントで、ポピュラー楽曲を演奏し、
尺八の音色を皆さんと一緒に楽しんでいます。

ハワイの心地よい風や心からの笑顔を感じていただける、
そんなフラを目標に、無理せず楽しく練習しています。

舞岡高校吹奏楽部OBの有志が集まり、美容と健康をモッ
トーに、のんびり楽しく活動しています。

戸塚高校ダンス部・バトントワリング部は、校内発表を中心
に積極的に活動しています！ 本日はお楽しみください。

やーるーとは沖縄の言葉でヤモリのことです。唄や踊り、
太鼓に笛、なんでもやーるーず！笑顔と元気をお届けします。

ハワイの曲に乗って、年齢関係なく楽しく練習しております。
心に癒しの時間を、あなたもご一緒にいかが？
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参加団体・個人紹介展示部門

会場 日付 出展者・団体名 出展内容 出展者・団体紹介

5日（水）～
7日（金）

8日（土）～
10日（月・祝）

四季彩の会

戸塚アート

水彩画

水彩画 月２回、教室にて基本的な事を学び、また月１回スケッチ会
を実施して楽しく親睦を図っております。

恒陽彩会　スケッチ部 水彩画 月２回、教室で絵画の基本を学び、戸外で現場の風景スケッ
チを楽しんでいます。一緒に水彩画を描きませんか。

大森 洋太郎 切り絵、水彩画等 独自の発想で絵に取り組んでいます。切り絵を主に、水彩
画、ペン画など。

石田 正一 似顔絵等 似顔絵は自己流で作成し、ほかに油絵、水彩画等に取り組ん
でいます。

和氣 恒子 SILVER オリジナル
手創りジュエリー

オリジナルアクセサリー作品です。アクセサリーの修理相談
お受けします。

戸塚仏像彫刻の会 仏像（木彫り） 戸塚地区センターで月に２回の教室を開いて12年。ゆっく
り楽しくがモットー。未経験者の入会を歓迎します。

戸塚文化協会　華道部 いけ花 毎月第３土曜日「いけ花を楽しむ会」、12月正月花の講習会
で地域の方の参加。戸塚地区センターで花席常時出瓶です。

戸塚文化協会　書道部 書道作品の軸装 日々の研鑽した作品を多くの皆様方に観ていただき、より
以上の学びに励みたいと思います。

水彩画を学ぶ仲間です。趣味とはいえ、より上手になりた
いと意欲を持って取り組んでいます。初心者も大歓迎です。

ギ
ャ
ラ
リ
ー

会場 日付 出展者・団体名 出展内容 出展者・団体紹介

5日（水）～
7日（金）

8日（土）～
10日（月・祝）

5日（水）～
10日（月・祝）

神田 綾子

レガーロ　矢口 美世子

和布手工芸

オルネフラワー ワイヤーで花葉を作り立体に組み立てます。あなたの一つ
の物を作ります。交流広場で月１回お稽古しています。

戸塚区老人クラブ連合会 絵画、書、写真、
手工芸、小物等

区老連五千余の仲間は「元気で楽しく生きる」それがお世
話になった社会への恩返しと頑張っています。

戸塚文化協会　茶道部 茶道の系譜・会記
の掲示・お点前

今回はお点前のみですが、栞を差し上げます。毎月第３土
曜日、戸塚地区センターにて「お茶を楽しむ会」を開催。

戸塚文化協会　工芸部
（折り紙 桜の会）

折り紙、くす玉、
色紙

美しい折り紙で、くす玉や色紙仕立ての作品です。皆の力
作をぜひ楽しんでください。

さくらの会 フェザーフラワー 北国から輸入した白鳥やアヒルの羽根を染色して、季節の
花のアレンジ、ブローチを展示します。是非ご覧ください。

絵本工房 にじいろのたね 手作り絵本 絵も文も製本も手づくりで１冊の本を完成させる会です。
個性豊かなメンバーが集まって楽しく活動しています。

夢陶 鳥が丘 陶芸 鳥が丘及びその近隣地域在住のメンバーによる陶芸作品です。
県立上矢部高校の地域施設開放における日頃の成果を展示します。

古布を利用して小物・アクセサリー等を手作りしています。

多
目
的
ス
ペ
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ス（
大
）

会場 日付 出展者・団体名 出展内容 出展者・団体紹介

5日（水）～
7日（金）

戸塚区社会福祉協議会
（福祉団体）

戸塚文化協会　華道部

福祉団体作品

いけ花 毎月第３土曜日「いけ花を楽しむ会」、12月正月花の講習会
で地域の方の参加。戸塚地区センターで花席常時出瓶です。

和服リフォーム「和児」 和服リフォーム 和服をリフォームして、壁掛や洋服、小物等を作り、展示や
参加型の体験会を行い、皆さんと交流を楽しんでいます。

様々な福祉団体が一つになって、障害のある方の手作り作
品を展示します。是非ご覧ください。

区
民
広
間

会場 日付 出展者・団体名 出展内容 出展者・団体紹介

5日（水）～
10日（月・祝）

戸塚っ子いきいきアート
フェスティバル実行委員会
★連携展示

区内小中高生の
ポスター

戸塚ふれあい文化祭との連携展示
（3ページをご覧ください。）

ア
ー
ト
コ
リ
ド
ー

戸塚区総合庁舎３階

戸塚区民文化センターさくらプラザ

8日（土）～
10日（月・祝）






