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例会報告

Vol.５０ No.２０（No.2341） １１月２８日（水）晴れ (司会 鈴木勝久副委員長）

本例会での主な事項
☆会長挨拶

☆外部卓話 常総きぬ川花火大会 2012 取材ＤＶＤ鑑賞
解説 常総市商工会 沢辺悦雄様

ビ ジ タ ー
常総市商工会経営指導員の沢辺悦雄様

諸

報

告

米山記念奨学会 亀崎徳彦委員長
アンケートの締め切りとさせていただきます。何名かの会員の方にご協力を頂きありがとうございました。
職業奉仕委員会 武藤康之委員長
１２月５日（水）移動例会（常総市議会傍聴） １１時市役所ロビー集合 １２時糀屋さんにて食事

幹 事 報 告 石塚克己幹事
週報受理クラブ

なし

例会変更通知

藤代ＲＣ １２月２４日（月）→１２月２３日（日） 午後６時から
１２月３１日（月）休会

会 長 挨 拶 青木正弘会長
ご挨拶申し上げます。 木々の葉も落ち平地にも初雪が舞い始める頃と言われ
ます小雪も過ぎ本格的に寒くなってまいりました。皆様方には防寒対策をお願
いいたします。
今日は、常総市商工会経営指導員の沢辺悦雄様におこし頂きました。会員一
同ご歓迎申し上げます。沢辺様にはこの後、常総市の花火大会のお話をお聞
かせ頂くことになっておりまして楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたし
ます。
さて花火といいますと 8 月 1 日が花火の日ということで 7 月の終わりごろに花火大会が多いので夏のイ
メージが御座いますが日本各地では 1 月～12 月まで毎月何処かで花火大会が開催されておりまして日
本人は花火好きな国民なのかも知れません。
日本で最初に花火を鑑賞したのは徳川家康で、慶長 18 年（1613 年）明の商人が献上した花火だと言わ
れております。花火の原料となる火薬は戦略物質で、初期の頃は市中に出回ることはあまりなかったよう
ですが、将軍家光の頃から急速に流行しはじめました。
記録ではっきりわかる最も古い花火大会は、隅田川花火大会（両国川開き）です。
「両国川開き」の花火が始まったのは亨保 18 年（1733 年）で、その前年は大飢饉に加え、江戸市中にコ
レラがはやり多数の死者がでました。将軍吉宗はこれを悼み、慰霊と悪病退散を祈願して陰暦 5 月 28 日
に、川開きの日に隅田川水神祭りを行いました。 このとき、両国の茶屋と船宿もお金を出し合って川施
餓鬼に大花火を上げ、以来、川開きの日には花火が打ち上げられるようになったということです。
最後に来月 12 月は家族月間です。水海道クラブでは親睦委員会により家族親睦忘年会を企画、計
画して頂きました。会員各位にはこの機会に是非ともご家族の方々にもご参加を頂きロータリー活動へ更
なるご理解を深めて頂ければと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
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外 部 卓 話

常総市商工会経営指導員の沢辺悦雄様

常総きぬ川花火大会について
常総きぬ川花火大会の起源は、昭和２４年の旧水海道町の時に、関東花火
競技大会の名称でスタートし、昭和 30 年までの７年間は競技大会として開催さ
れました。その後昭和４１年からは協賛金を募って行われる花火大会として現在
まで続き、常総市の夏の風物詩として市民から長年親しまれてきました。途中何
回か中断がありましたが、２０１２年で通算４８回となりました。
常総きぬ川花火大会は、２００４年、みつかいどう花火大会の時に花火大会を
紹介する情報誌で「全国必見花火大会１０選」に選ばれ、また、２００７年には、ちくま新書「日本の花火」
にて全国厳選花火大会として紹介されました。２００９年には、テレビ朝日スマステーションの「絶対観た
い！全国オススメ花火大会ベスト２０」で１１位、翌年の２０１０年にも同番組の「全国人気花火大会ベスト１
５」で８位になるなど、全国の花火ファンより注目の大会として認識されております。２００６年１月１日の水
海道市と石下町の合併による常総市誕生で、２００６年、２００７年は、名称を常総市みつかいどう花火大
会として開催し、１０万人余りの観客に深い感動を与えることができました。そして２００８年からは「常総き
ぬ川花火大会」として新たな歴史をスタートしました。
２００ｍのナイアガラ富士が夜空に現れるオープニング花火で始まる花火大会は、日本の優秀な花火職
人が心を込めて製作した芸術性豊かな花火が堪能できる高品質な花火大会として花火通の皆様よりお
墨付きを頂戴いたしております。内閣総理大臣賞を通算１１回受賞の日本を代表する花火師、野村陽一
氏の花火打ち揚げをはじめ、日本煙火芸術協会の会員による創作花火競技会「ファイヤーアートコンテ
スト」、日本の偉大な花火芸術家３人が究極の芸術花火を披露する「花火ミュージアム」、全国から選抜し
た花火名人の新作花火を披露する「日本の花火ベストセレクション」等盛り沢山な内容。そして大会のラ
ストはコンピュータを駆使し３００ｍの幅で花火と音楽が一体となって繰り広げられる壮大な花火ショーが
フィナーレを飾ります。
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“メジャーな花火大会への道”
常総きぬ川花火大会実行委員会 沢辺悦雄

協賛金の集め方の変更
★先にプログラムを決めて、必要な資金を集める。
＊花火を奉納するのではなく、あくまでも大会への金銭的な協賛と考える。
★プログラムごとの提供表示をやめる。
＊提供した花火が良くなかったときに、クレームがくる。次年度出さなくなる。

煙火業者の見直し
★全国の花火大会を観覧して担当する煙火業者の実力を判断し指名する。
＊安易に入札等で業者を決めると、粗悪で安価な中国製花火だけになってしまい、
他の花火大会と差別化ができない。
★製造業者を重視、販売店の排除

魅力あるプログラムの考案
★他の花火大会でやっていないオリジナルな企画
＊プロローグ花火、オープニングでナイアガラ、花火ミュージアム、
ファイヤーアートコンテスト、メッセージ花火（業者、玉名指定）等
★花火の質（芸術性）へのこだわり
＊日本煙火芸術協会会員の花火、競技会の上位入賞者（内閣総理大臣賞受賞者等）
★花火大会全体の演出の検討
＊花火の製造、打ち上げメカニズム等の知識の習得。煙火業者の評判。
＊先進の花火大会を観覧して参考にする。客の反応等も良く分る。
内閣総理大臣賞を授与する大曲、土浦は毎年欠かさず観覧 年に４０回位観覧

宣伝方法の検討
★花火写真コンテストの実施 三脚の数は人気のバロメーター
★花火愛好家との交流（口コミ）
＊年間に８０箇所の花火大会を観覧する者あり。花火大会、煙火業者等の情報収集

観覧席の有料化
★補助金の減少への対応（最大で１，８５０万円、現在は１，１００万円）
★メインプログラムの安定的開催のための資金確保

その他
★MC をプロに変更（アナウンスは事前収録）
★観客にアンケート（プレゼント付）
★オリジナルタオル等の大会グッズの製作
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《全国人気花火大会ベスト１５》

２０１０．８．１４ テレビ朝日スマステーションより

１位、全国花火競技大会・大曲の花火（秋田県・大仙市）毎年８月第４土曜日開催
全国から厳選された花火業者による競技会 内閣総理大臣賞あり
２位、長岡まつり大花火大会（新潟県・長岡市）毎年８月２日、３日開催
正三尺玉の打上げ、全長２ｋｍにわたる打上げ「フェニックス」、天地人花火等
３位、豊田おいでんまつり花火大会（愛知県・豊田市）毎年７月最終日曜日開催
高品質な花火で有名、演出・大会運営等も一流
４位、諏訪湖祭湖上花火大会（長野県・諏訪市）毎年８月１５日開催
水上スターマイン「キス・オブ・ファイヤー」が名物
５位、片貝まつり奉納煙火（新潟県・小千谷市）毎年９月９日、１０日開催
世界一四尺玉の打上げ ギネス公認
６位、ふくろい遠州の花火（静岡県・袋井市）毎年８月第１土曜日か第２土曜日
全国花火名人選抜競技大会等一流花火師の競演
７位、熊野大花火大会（三重県・熊野市）毎年８月１７日開催
海上自爆３尺玉、鬼が城大仕掛け等ダイナミックな打上げ
８位、常総きぬ川花火大会（茨城県・常総市）毎年８月第５土曜日開催
花火師ＢＩＧ３の競演、内閣総理大臣賞受賞者のミュージックスターマイン
９位、ぎおん柏崎まつり海の大花火大会（新潟県・柏崎市）毎年７月２６日開催
三尺玉二発同時打ち、尺玉１００発一斉打上げ、海中空スターマイン等大規模打上げ
１０位、岡崎観光夏祭り花火大会（愛知県・岡崎市）毎年８月第一土曜日開催
多彩な仕掛け花火、金魚花火等
１１位、熱海海上花火大会（静岡県・熱海市）年間１３回位開催
デジタルスターマイン、空中ナイアガラ等
１２位、赤川花火大会（山形県・鶴岡市）毎年８月第３土曜日開催
２尺玉３発同時打上げ、７００ｍのワイドスターマイン、デザイン花火競技会
１３位、長島温泉花火大競演（三重県・桑名市）８月、９月に１５回開催
有名花火師が日替わりで打上げ
１４位、勝毎花火大会（北海道・帯広市）毎年８月１３日開催
レーザー、サーチライト等を使った演出、ラストは錦冠を大量打上げ
１５位、たまむら花火大会（群馬県・玉村町）毎年７月第２土曜日か第３土曜日開催
早い時期に開催、菊屋小幡花火店が打上げ、マニア殺到
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常総きぬ川花火大会２０１３開催概要
▼開催期日
平成２５年８月３１日（土）午後６時２０分～８時２０分
※荒天の場合は、翌日 9 月１日(日）に順延

▼大会会場
茨城県常総市、鬼怒川河畔「橋本運動公園」
▼会場へのアクセス
●車で

常磐道、谷和原ＩＣから国道２９４号線経由で１０分
★会場周辺に無料駐車場 2100 台（河川敷駐車場は有料、１台 1,000 円）

●鉄道で
●高速バスで

関東鉄道常総線水海道駅下車、徒歩１５分
東京駅より直通高速バスで水海道駅まで６５分

▼予想観覧者数 １１０，０００人
▼予定打上総数 約７，０００発
▼花火の内容
◎プロローグ花火・オープニング花火（ナイアガラ富士 200ｍ付）・フィナーレ花火 山﨑煙火製造所
◎メッセージ花火
◎日本の花火 BEST セレクション 伊那火工堀内煙火店・菊屋小幡花火店・片貝煙火工業
◎新作型物花火の打上 イメージ花火・夜空のアラカルト
◎内閣総理大臣賞受賞者のミュージックスターマイン
野村花火工業／紅屋青木煙火店
◎花火の巨匠・スーパースターマインの競演 菊屋小幡花火店／篠原煙火店
◎花火ミュージアム～至高の世界・美の巨人たち～
日本を代表する花火芸術家 BIG３の究極の花火を披露（青木昭夫・野村陽一・篠原茂男）
◎ファイヤーアートコンテスト
日本煙火芸術協会会員１５名による８号玉創作花火競技会

▼問い合わせ先
常総きぬ川花火大会実行委員会事務局
常総市商工会内（常総市水海道橋本町 3552 番地 1）
ＴＥＬ ０２９７－２２－２１２１

ＦＡＸ ０２９７－２２－２１２４

Ｅ-ｍａｉｌ fireworks＠joso.or.jp

又は、常総市役所商工観光課 ＴＥＬ０２９７（２３）９０８８
●開催当日の臨時電話 大会本部 0297－２３－００３２ 警備本部 0297－２３－００３５

花火大会の情報提供

イ ン タ ー ネ ッ ト http：//www.joso.or.jp/
▼その他
●花火写真コンテスト開催 応募締切日９月３０日 審査員：花火写真家・小野里公成
●特別観覧席の予約受付は 2013 年６月２４日（月）より実施 （インターネット・電話受付）

６月２３日（日）は、常総市商工会にて受付
◎マス席 1.8ｍ×1.8ｍ（定員５名）協賛金８０００円〈市民 6000 円〉 ◎ペア席（定員２名）協賛金４０００円
◎イス席（定員１名）協賛金２０００円 ◎堤防斜面席 2ｍ×1.5ｍ（定員３名）協賛金３０００円
◎自由席協賛金 一人１５００円

●堤防法面最上部１３０ｍの予約受付 １ｍ2,000 円で７月１８日午前 9 時から電話受付
●メッセージ花火の申し込み受付は 2013 年５月１日（水）から
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常総きぬ川花火大会２０１３・打上プログラム
平成２５年８月３１日（土）午後６時２０分～午後８時２０分
告知花火 ９時(４号雷５発)/12 時(４号雷５発)/15 時(４号雷５発)/16 時(４号昼花火 10 発)/17 時(４号昼花火 10 発)
山﨑煙火製造所
１

６：20
～６：55

プロローグ花火

５号玉７０発(３０秒間隔)

主
７：００
２

♪

催

者

挨

ヨシダ

拶

オープニング花火

山﨑煙火製造所

ナイアガラ富士２００ｍ付
３

７：０５ スターマイン

ヨシダ

４

７：０７
♪

５

７：１５ スターマイン

６

７：１７
野村陽一 花火 GALLERY ５号玉１００連発
♪

７

７：２２ 日本の花火ＢＥＳＴセレクション 5 号・8 号 (５号は対打ち)

８

７：２５ スターマイン

９

７：２７ 日本の花火ＢＥＳＴセレクション ８号千輪５種類

10

７：３０ 音楽と花火のコラボレーション
♪

メッセージ花火

山﨑煙火製造所
ヨシダ
野村花火工業
菊屋小幡花火店
ヨシダ
片貝煙火工業

ミュージックスターマイン

７：３４
11

花火ミュージアム

野村花火工業

至高の世界・美の巨人たち

篠原茂男 ７号玉３発 ８号玉２発
12

野村陽一 ７号玉３発 ８号玉２発

13

青木昭夫 ７号玉３発 ８号玉２発
７：４１ 音楽と花火のコラボレーション

14

15
16

♪

ミュージックスターマイン

７：４５ 日本の花火ＢＥＳＴセレクション 5 号・8 号(５号は対打ち)
７：４８
♪

イメージ花火・夜空のアラカルト

紅屋青木煙火店
伊那火工堀内煙火店

４号玉型物５０発 ５号玉型物５０発

７：５３ 日本煙火芸術協会会員１５名による８号玉創作花火競技会
17

18

ファイヤーアートコンテスト
８：０２
♪

花火の巨匠

８号玉１５発

スーパースターマインの競演
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山﨑煙火製造所

１１月はロータリー財団月間です
THE WEEKLY REPORT
♪

菊屋小幡花火店
篠 原 煙 火 店

19
８：１０
♪

グランドフィナーレ

ミュージックスターマイン

20

山﨑煙火製造所
８：１５ エンディング ４号玉３５発・５号玉１５発・７号玉５発
♪ 打止め ８号昇り曲導付八重芯変化菊 1 発

山﨑煙火製造所

出 席 報 告 （北村陽太郎委員長）
会員総数

出席者数

欠席者数

賜暇

メーク

出 席 率

５７名

３９名

１８名

０名

３名

７３．６８％

ニコニコボックス （五木田裕一委員長）
沢辺様、宜しくお願いします。

入金計 ￥25,000

青木（正）会員

沢辺さん、本日は宜しくお願い致します。全国区のＴＶ番組楽しみにしています。
沢辺様ようこそ。宜しくお願い致します。

石井会員

沢辺さん、本日は宜しくお願いします！！
商工会ゴルフコンペで入賞しました。

石塚（克）会員

大塚会員

沢辺さん、卓話宜しくお願い致します。

倉持会員

斎藤会員

例会欠席しました。

亀崎・木幡・染谷（正）・荒井

休みが続きました。

島田・田上

会報委員会

累計￥951,000

各会員

各会員

松崎隆詞委員長

五木田利明副委員長

8

高須 薫委員

