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那智勝浦町花火大会実行委員会



受付日 名  前 メッセージ 住 所
8月8日 株式会社　文教スタヂオ 旅の想い出記念写真スタッフ募集 那智山
8月8日 株式会社　文教スタヂオ 思い出作りのお手伝いしませんか 那智山
8月8日 河野　健作 皆様のご来場をお待ちしています 朝日
8月5日 ふうな・えな 今年の花火大会も皆様に感謝です 粉白
8月5日 太田のサスケ カルビより普通に花火が好き！ 南大居
8月1日 濵口　祐也 Ｈ、Ｕ、ありがとう！がんばるわ 朝日
8月1日 莉音 ５歳になりました★☆☆ 串本町
7月26日 元事務局 寄付受付中です。 太田
7月26日 元事務局 寄付をして、花火大会の応援を！ 太田
7月26日 坂本　洋治 吾作２５周年バンザーイ！！ 新宮市
7月25日 小西　コロ みんなでみたいなかつうらはなび 天満
7月25日 東　勇太 楽しみにしています！！ 朝日
7月22日 わかば保育園職員一同 わかばの子供達元気に大きくなあれ 町内
7月22日 畑下　波依司・杏 大きいじいじ　お空でみててね！ 町内
7月22日 勝浦認定こども園 ドーン！と鳴った花火だ！きれい 天満
7月22日 勝浦認定こども園 だな！空いっぱいにひろがった☆ 天満
7月22日 しんきち 今年も音楽との饗宴を楽しみにし 新宮市
7月22日 大納言あずき みんなの心に癒しの花火☆ 湯川
7月22日 スーさん 世界の平和と調和を願って！ 太地町
7月22日 ミクコト 今年も楽しみにしています！ 新宮市
7月21日 御曹司 ＳＳ商事、社員募集中！！ 町内
7月21日 一町民 小ぢんまりと綺麗な花火が見たい 町内
7月21日 田中　宏幸 花火大会時のゴミ分別にご協力を 大野
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受付日 名  前 メッセージ 住 所
7月21日 マッチャン 晴れたる空に花火あげて 天満
7月21日 コーチ 勝浦サッカー、団員募集中です！ 町内
7月20日 前田商店募金箱 皆様のご協力に感謝致します。 町内
7月19日 明るい親子 山の日、花火、誕生日、バンザイ 勝浦
7月15日 善君 花火観よ！咲愛・想太・仁之丞。 下里
7月15日 ふ 那智浜部、今年も活動中。 天満
7月14日 大江　直枝 花火の歌を唄いましょう！ 二河
7月14日 大江　近 せ～の♪ 市川市
7月14日 大江　道子 咲いた♪咲いた♪　花火の花が♪ 市川市
7月14日 大江　伸二 並んだ♪　並んだ♪ 朝日
7月14日 大江　一恵 あか♪　しろ♪　きいろ♪ 朝日
7月14日 玉置　衆彦 どの花火見ても♪ 紀宝町
7月14日 玉置　佑子 きれいだな♪ 紀宝町
7月14日 ハナ ワン♪ 朝日
7月14日 瑛正と葵音 ７歳＆３歳になりました★★☆★ 串本町
7月8日 れんな おっきなはなび、たのしみです。 湯川
7月7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7日 町立温泉病院　外来看護師一同 皆様が元気でありますように 町内
7月7日 かつうらリハビリ笑点 昇天の夜空に響け座布団１０枚！ 町内
7月5日 寺地　かもめ（１０歳） 南大居の祭りが大好きです。でも 南大居
7月5日 寺地　かもめ（１０歳） 花火大会も同じくらい大好きです。 南大居
7月5日 天満交友会 健作！お帰り！ 町内
7月5日 岸　巧 応援メッセージお待ちしています 天満
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受付日 名  前 メッセージ 住 所
7月5日 望央 お家から花火楽しみです 川関
7月5日 柊佑・晴音 保育園たのしく行ってます 京都市
7月4日 那智のタッキー 夏でも　火の用心 狗子ノ川
7月4日 あきくん 勝浦の花火大会楽しみです。 朝日
7月1日 ちー ♡ まー 花火大会、今年は誰と見に行こ！ 井関
7月1日 ７１１５ エアスライダーめっちゃ楽しみ！ 新宮市
6月30日 タム 花火大会盛り上げましょう！！！ 天満
6月24日 上地　順 つれもていこら花火大会 市屋
6月24日 海野　倫代 たっちで広げよう！子育ての輪。 太地町
6月24日 戸塚　ゆう子 地域子育て支援センター 宇久井
6月22日 花てまりの会 おもてなしの心を大切に 町内
6月22日 花てまりの会 美しい町へ花いっぱいに 町内
6月22日 中田　晴人 花火大会を皆の力で盛り上げよう 朝日
6月22日 ろくぞう 花火見たいけど、音がつらいワン 宇久井
6月22日 田中 エアースライダーも楽しんで！！ 町内
6月22日 楠本　大智 見ろ！人が花火のようだ！！ 新宮市
6月21日 西浦　良枝 ９０の婆ちゃん花火が楽しみです 小阪
6月21日 下里水路観測所 未来に残そう青い海 下里
6月20日 Ｋｕｎｉ＆Ｈｉｔｏ 心身共に健康で，更女頑張ろう！ 町内
6月20日 木下　篤彦 復興の花火となるよう期待します つくば市
6月17日 ともさん 今年は行きたい、なちかつの花火 和歌山市
6月17日 タカちゃん 今年もガンバレ那智勝花火大会 勝浦
6月17日 町立温泉病院　３階病棟 頑張ろう！　３Ｆ病棟！！ 町内
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6月17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
6月16日 Ｎ 皆がついてるよユウヤ 新宮市
6月16日 Ｔ 皆で支えるよユウヤ 新宮市
6月16日 はく・ほな・かい じぃも空から観てるよね♪ 朝日
6月16日 もえそら じいじばあばと一緒に見たいなー 朝日
6月14日 高芝獅子舞保存会有志 花火も祭りもにぎやかに！ 高芝
6月14日 下里祭典部有志 応援します！わがまちの花火大会 下里
6月14日 事務局 皆さんのメッセージが力になる！ 町内
6月13日 （株）ティーネットジャパン がんばれ、ナチカツ！ 大阪市
6月13日 濵口　真帆 みんなであかるいまちづくりを！ 下里
6月13日 大居　洵 花火大会、皆の力で盛大に！！ 朝日
6月9日 シロウ 花火大会応援してます！ 勝浦
6月8日 永野　陽美 笑顔が素敵な下里保育所園児達。 下里
6月8日 荘司　千保 園児全員、大きな花火を楽しみに 下里
6月8日 垣　　あゆみ しています。頑張れ那智勝浦町！ 下里
6月7日 奨瑛・光成 今年も花火楽しみです。 町内
6月7日 歩乃花　匠太 花火楽しみです！ 天満
6月6日 米良　雅子 父さん　空からみてて 大阪市
6月3日 Ｈ がんばれユウヤ！！ 浦神
6月3日 Ｕ まけるなユウヤ！！ 新宮
5月31日 井関保育所 キラメケ！元気に！那智勝浦町！ 井関
5月31日 井関保育所 笑顔かがやけ！！井関保育所！ 井関
5月30日 川口　一央 皆様を笑顔にしたい！！ 新宮
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5月30日 アサセリオ チカラサンアリガトウゴザイマス 井関
5月30日 Vijay　Singh 今年から勝浦の花火の日が祝日に 町内
5月30日 髙岡　知宏 今年の花火大会も期待しています 下里
5月27日 山本　寛和 皆様のたくさ～んの応援協力を！ 天満
5月24日 優美 いい天気に恵まれますように！ ♡ 朝日
5月24日 まっつん 頑張れ！那智勝浦町。 町内
5月24日 中村　崇 応援協力をたくさんお願いします 下里
5月24日 ハマコジ 多数のメッセージお待ちしてます 下里
5月24日 カルマ 今年もきれいな花火期待してます 天満
5月24日 きょうちゃん 海音に届け、キレイな花火！ 天満
5月24日 元事務局 花火大会、みんなで盛り上げよう 太田
5月23日 土佐　京平 何事にも頑張ります！！ 町内
5月20日 宮脇　良典 みなさんの応援協力をよろしく！ 天満
5月20日 喜田　直 アイシテルヨ ♡ アリガトウ！ 川関
5月20日 みね 今年もご支援をお願いします。 新宮
5月20日 事務局 応援協力・追善供養受付開始！ 町内
5月20日 事務局 花火を皆で盛り上げよう！！ 三重県
5月20日 ピーコ・マッピー 今年も大きな花火　楽しみです。 井関
5月20日 えのもと 毎年楽しみにしています！ 下里
5月20日 プチシルバー ガンバレ勝浦！！期待してます 浜ノ宮
5月20日 ７１７７ 新宮からも見に行くよ！ 新宮
5月20日 仲　紀彦 タントウシャＫガンバレ！ 下里
5月20日 中西　謙太 皆様ご協力よろしくお願いします 天満

～ 5 ～



受付日 名  前 メッセージ 住 所
5月20日 東　竜次 今年の花火も期待して下さい。 市屋
5月20日 山本　将平 野球しましょう。 市野々
5月20日 橋爪　卓郎 協力隊募集中です！！ 宇久井
5月20日 翔湧・妃織・遙乃 勝浦の花火！今年こそは・・・ 井鹿
5月19日 ジージ・バーバ マサトガンバレ！！ジジババ応援！！ 町内
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