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第2837回 村山年度 第20回 会報 2018 1-23 司会 吉光寺政雄君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  井出法君 （出席規定の免除会員数7名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 1月23日 37（7） 31(3) 6(4) 93.9% 

前回 1月 9日 37（7） 32(5) 5(2) 91.4% 1 94.2% 

お客様 

 ㈲高徳花火工場 
代表取締役 飯田国夫様 

会長挨拶 村山茂会長 

 講師は第２６５０地区（福井県）パストガバナー刀
根(とね)荘兵衛(しょうべい)様（敦賀RC）で、ざっく
り申し上げれば、ロータリーの職業奉仕の現状に
ついて、本来、友情と事業上の利益を求める職業
人の集まりであるのに、人道的奉仕団体との認識
がそれを上回るようになっているのではないか？
今や、様々な奉仕団体のひとつに埋没してしまっ
ているのではないのか？ 
 創立当初のロータリーは、友情と事業上の利益
が多くの共感を呼び、会員は固有の商売や専門
職種における唯一の代表者（同業者排除）でした。
例会は話し合う場所の共有（例会場）でした。その
結果、飛躍的な会員の増加と入会願望者など、多
くの実業家を惹きつけました。 
 職業人の集まりとしてのロータリーの意義は、自
己を成長させる（心を磨く）こと。職業上のメリットを
感じること。自分の事業の発展（精神的・物質的互
恵）。職業人の友情・友愛などを実感できること。
ロータリーとは職業人の集まりと同時に人道的奉
仕を行う団体である。このことを改めて世界に提言
すべき。 
 このようなお話しでありました。ロータリーとは職
業人の集まり・・・とありますように、「職業人の集ま
り」であるということを前列に置いたうえで、人道的
奉仕とのバランスを執る。人道的奉仕を前列に置
いたバランスではありません。私は、そのように感じ
た次第です。 
 その他細かいところでは、サービス＝奉仕ではな
い。このことから、日本のロータリアンと世界のロー
タリアンとの間で齟齬が生じていること。職業奉仕
の概念の歴史的変遷と近年のRIにおける職業奉
仕の扱いが、目に見えて少なくなってきていること
などを述べられておりました。 
 私も、ロータリーは何をする団体なの？ライオン
ズとどう違うのと尋ねられることがございます。その
時は、異業種の集まりで、先ずは自分の事業を磨
き上げ、お客様に喜んでもらい、結果として利益が 

 皆様、今日は。本日のご挨拶は、今月の月間行
事であります職業奉仕についてお話しいたします。
実は、去る１月２０日（日）石山桂子職業奉仕委員
長、植竹一裕幹事とともに、地区職業奉仕研究セ
ミナーに参加してまいりましたので、その中で印象
に残ったと申しますか、覚えている範囲でお話しさ
せていただきます。 
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出ると同時に、そのことが社会貢献あるいは奉仕
になるのではないのか。そうした事業者が集まり、
内外の青少年の育成・支援そして、様々な形での
地域社会への貢献等をしている組織です。こう申
し上げております。ライオンズのことは解りません。 
 少し大雑把で不正確な部分もあろうかとは思いま
すが、私も、ロータリーは職業奉仕が重要であると
思っております。以上、本日のご挨拶といたします。
ご清聴有難うございました。 

幹事報告 植竹一裕幹事 

村山年度第20回幹事報告 
 回覧物をお伝えいたします。 

1. 2月3日に開催されます2018-19年度IMの出
欠表の回覧です。出欠をお知らせ下さい。 

2. 米山記念奨学会からハイライト米山226号が
届きました。 

3. 栃木いのちの電話より冊子が届いておりま
す。 

4. 国際交流協会より、association news が届
いております。 

5. 被害者支援センターとちぎより、センター
ニュースが届いております。 

6. 西那須野ロータリークラブより会報が届いて
おります。 

 第2550地区ガバナー事務所より、2019-20年度
地区委員委嘱状が届きました。秋間忍公共イ
メージ委員と澤田吉夫会員組織委員にそれぞ
れお渡しいたしました。 

 藤﨑社会奉仕委員長へのお渡し書類です。 
1. 巻狩祭り実行委員会議開催のおしらせ。 
2. 栃木いのちの電話より、赤い羽根募金を通

しての支援依頼 
3. 日本赤十字社より、卓話と支援の依頼 

支援依頼につきましては、本日の理事・役
員会での検討議案となります。 

 例会終了後、第11回理事・役員会を開催致し
ます。理事・役員の方はお残り下さい。 

委員会報告 大島三千三副会長 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

スマイルボックス委員会 
委員長 鈴木隆子君 

 スマイルボックスよりご連絡いたします。本年度も
丁度半分が過ぎましたので、本日皆様のレター
ボックスに現時点でのスマイルボックスの合計額を
お入れ致しました。どうぞ後半もよろしくお願い致
します。 

ニコニコボックス 相馬征志君 

齋 藤 幸 夫 君 遅くなりましたが、今年も宜しく
お願いします。 

鳥 居 輝 一 君 高徳花火、飯田国夫様、卓話
よろしくお願いします。 

福 田 逸 男 君 孫が誕生しました。 

豊 田 哲 司 君 結婚祝いありがとうございまし
た。 

黒 澤 洋 一 君 今年が良い年でありますように

月 江 寛 智 君 結婚祝い有難うございます。 
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次回例会         平成30年1月30日       担当 ロータリー財団 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

1月23日欠席(敬称略) 
荒井昌一・大森貞男・瀬尾紀夫・檜山達郎 
平山博・戸野俊介 

前回 1月 9日分メークアップ(敬称略) 
齋藤幸夫 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

会計 鳥居輝一君 

 本年度も会計を担当しております鳥居です。村
山年度の会計内容は概ね予定通りに処理をして
おります。強いて一点のみ申し上げますと会員の
皆様にニコニコボックスへのご協力を早めにお願
いする次第です。 
 さて、本日は外来卓話で時間を頂いております。
外来卓話者をご紹介申し上げます。卓話者は飯
田国夫様でプロフイールは以下の通りです。 
 昭和39年3月5日生まれ 
 昭和58年3月 栃木県立益子高等学校卒業 
 昭和58年4月 花王石鹸(株)[現花王(株)]栃木

研究所入社 
 昭和63年4月 父に弟子入りし花火職人となる 
 平成19年有限会社高徳花火工場代表取締役

就任 
現在に至る 
 では、これから飯田様に「花火あれこれ」と題して
卓話を頂きます。宜しくお願い致します。 

 ㈲高徳花火工場 
代表取締役 飯田国夫様 

「花火あれこれ」     
 私は、1964年、昭和39年生まれの54歳です。栃
木県東部の市貝町という所で生まれました。地元
の高校を卒業後、地元の企業に就職しました。そ
の後、24歳で、家業である花火会社に入社します。 
 当社は、主に打ち上げ花火の製造、打ち上げを
行なっています。県内外の花火大会をはじめ、町
内会の祭りや、学校行事、団体のイベント、ブライ
ダル花火の演出等々、大規模、小規模問わず、
様々な花火に関する業務を執り行っています。私
は、弊社の4代目当主となりますが、創業は明治29 

年、1896年で今年で123年目になります。弊社以外
にも、代々続いている花火屋は、大体四代目か五
代目が多く、その殆どが百年企業です。歴史あるこ
の業界ですので、花火にまつわるエピソードも数多
くありますので、ここでひとつ紹介しましょう。今では、
あまり聞くことが無くなってしまいましたが、昭和の
半ば辺りまでは、花火が打ち上がる毎に｢た～ま～
や～｣「か～ぎ～や～」と声が掛かりました。これは、
江戸時代に名を馳せた、「鍵屋」「玉屋」という花火
屋を称えて屋号を呼んだものです。今から360年前
に鍵屋が創業した時に守り神だったお稲荷さまの
狐が咥えていたのが鍵だったので「鍵屋」その後、
鍵屋から暖簾分けして独立した花火屋の屋号が、
もう一方の狐が咥えている玉にあやかって「玉屋」と
なった訳です。こうした永い歴史のある業界で、私
が果たす役割は何かと考えた時に思うのは、日本
の伝統文化、伝統技術と言ってもいいと思う、日本
の花火が、如何に人の役に立つかという事以外に
ないと思います。 
 今からもうすぐ8年になりますが、東日本大震災が
起きて、多くの尊い命が失われた時、直ぐに被災
地気仙沼へ炊き出しのボランティアに行った時の
事でした。震災後、まだ間もないのに、気仙沼の人
達は、既に復興に向けて前に歩き出していました。 
その姿に心を動かされた私は、何かに導かれるか
のように、1年後に再び気仙沼に足を運んでいまし
た。被災地の一日も早い復興を願い、花火を気仙
沼の夜空に打ち上げました。 
 震災前までは、縁もゆかりもない気仙沼にこうした
形で関われるという事は、私が花火屋だったという
事が、何よりの要因だったと思います。 
 私は、小さい頃、花火屋の長男として生まれた事
を恨んだこともありました。父との関係もぎくしゃくし
て、確執も生まれました。「花火を通して人を幸せ
にする」という私の理想は、絵に書いた餅にしか過
ぎないかと悩み続けていた時期もありました。でも、
こうして花火を上げる事によって、悲しみを負った
多くの人に勇気を与えられる事は、花火屋冥利に
尽きると、今は自信を持って断言できます。 
 そして、気仙沼に花火を上げたあの日は、実は数
年前に亡くなった父の命日でもありました。以来6
年間毎年500発の花火を打ち上げることが出来まし
た。その間、幾多の苦難もありましたが、賛同してく
れた仲間と、被災地の人たちの挫けない姿に絆さ
れながら、現在も交流が続いています。 
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