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受付日 名  前 メッセージ 住 所
8月8日 向山　貴浩 頑張れ！那智勝浦少年野球クラブ 井鹿
8月1日 塩﨑　康弘 おいちゃん、ありがとう 狗子ノ川
8月1日 なおはる 元気に育つぞ！大きく育つぞ！！ 浜ノ宮
8月1日 莉音 ６歳になりました★☆ 串本
7月28日 マッチャン 世界に響け！ 天満
7月28日 事務局 花火大会、みんなで盛り上げよう
7月27日 城本　和男 ガンバレ　ナチカツ!!
7月27日 山の日親子 今年も母子の誕生日バンザイ
7月27日 色川よろず屋 今年も楽しみにしています！
7月26日 奨瑛、光成 今年も楽しみにしています
7月21日 細見三郎・由美 いつまでも続きますように 狗子ノ川
7月21日 小西コロ 今年も楽しみだよワン 天満
7月21日 アサセリオ 今年は耳をふさがず見れるかな♪ 井関
7月21日 ふうな、えな パパが今年は打てるか心配です。 町内
7月21日 琴音・彩音 花火楽しみにしています！ 狗子ノ川
7月21日 土佐　京平 築地
7月21日 あっちゃん ろくちゃん長生きしてね！ 宇久井
7月21日 ノリノーリン（農林） スラマット　ダタン　ディ　勝浦
7月21日 もえそら じいじばあばいつもありがと♪ 朝日
7月21日 桜緑団 熱中症に注意してください。 中里
7月21日 7115 にぎわい広場担当者がんばれ！ 新宮市
7月21日 中道　悟 串本町民も応援しています！ 串本町
7月19日 花てまりの会1 街中に花をいっぱい咲かせて
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7月19日 花てまりの会2 応援します きれいな街へ皆の力で
7月18日 事務局 皆様の応援よろしくお願いします
7月18日 和佳 いつもありがとう！！ 宇久井
7月14日 福祉厚生係7名
7月14日 優美 晃仁♡4月から1年生頑張ろうね 井関
7月14日 優美 陽♡元気にぐんぐん大きくなあれ 井関
7月14日 瑛正と葵音 8歳＆4歳になりました★★★ 串本
7月14日 中西 良い天気になりますように 天満
7月13日 タカヒロ きれいな花火を期待しています。 南大居
7月13日 ユウタ 毎年楽しみにしてまーーす！！ 朝日
7月12日 坂本　洋治 新宮市
7月12日 まっつん Beatutifulがまた聴きたい 町内
7月12日 海音 音に届く綺麗な花火みたいです。 町内
7月12日 伊藤 新宮市
7月12日 東　竜次 美しい花火をありがとう 市屋
7月12日 山本　寛和 天満
7月11日 那智勝浦町立温泉病院看護部 新病院完成間近！職員募集中です。 天満
7月10日 天満交友会 求ム会員！！獅子舞しませんか？ 天満
7月7日 ふ 那智浜部、活動開始です。 天満
7月7日 てっちん他7名 真ちゃん、退院おめでとう!! 町内
7月7日 那智勝浦更生保護女性会 犯罪・非行の防止を地域の力で!! 町内
7月7日 島　由彦 勝浦川丈ヤンキース新団員募集中 宇久井
7月6日 南大居保育所（1） 子ども達の笑顔の花が咲きます 南大居
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7月6日 南大居保育所（2） ように!!　南大居保育所 南大居
7月6日 地域子育て支援センター　海野　倫代 「広場」で一緒に遊びましょう！
7月6日 地域子育て支援センター　島田　百恵 私たちは子育て親子を応援します。 天満
7月6日 永野　陽美 夢の花を咲かせよう！勝浦っ子!! 川関
7月6日 櫻井　康啓、浜口　眞由美 輝け!!井関保育所の子ども達!! 天満、三輪崎
7月6日 宇久井保育所 みんながえがおになあれゆめはなび
7月6日 石田　保史
7月6日 望央・悠生 今年は家族4人で見ます。 川関
7月6日 柊佑・晴音 今年は、花火見られるかな。 京都市
7月5日 秦　秀一（1） 夏の風物詩として 朝日
7月5日 秦　秀一（2） 継続して開催してください。 朝日
7月6日 下里保育所　濱口　真帆 みんなの思いをドドーンと花火に 下里
7月5日 下里保育所　垣　あゆみ 笑顔とパワーで！頑張れなちかつ！ 下里
7月5日 下里保育所　浅利　圭 どど～んとあがれ☆きれいな花火 下里
7月5日 下里保育所　ミカ 花火大会を楽しみにしているよ♡ 下里
7月5日 下里保育所　荘司　千保 僕達私達もポスター書いたよ 下里
7月4日 勝浦認定こども園 夜空にきれいな『はな』が咲き、 天満
7月4日 勝浦認定こども園 みんなの素敵な笑顔咲く 天満
6月29日 リハビリ科の藤井四段 西の天祭、勝浦花火も連勝します
6月28日 高芝獅子舞保存会有志 今年も応援よろしくお願いします 高芝
6月28日 町立温泉病院外来一同 新病院へ向けて頑張ってます！！ 天満
6月23日 7177 新宮市民も楽しみにしています。 新宮市
6月23日 楠本　大智 見ろ！人が花火のようだ！！ 新宮市
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6月22日 温泉病院内科 心身ともに健康な毎日を！ 天満
6月22日 那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科 リハビリで健康寿命の延長を。 天満
6月20日 那智勝浦町立温泉病院2西病棟

6月20日 ウメ ケンタガンバレ！ 湯川
6月20日 海上保安庁下里水路観測所 マリンレジャーは楽しく安全に！ 下里
6月20日 仲　紀彦 台風きませんように！ 下里
6月20日 れんな 大じいじ、早く元気になってね♡ 湯川
6月20日 りょうすけ・ゆうき 花火大会楽しみです 天満
6月20日 シロウ みんなで花火大会盛り上げよう！ 勝浦
6月20日 タカちゃん 今年も那智勝の花火見て夢の世界 勝浦
6月5日 プチシルバー ガンバレ!!勝浦　応援してます 浜ノ宮
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