
※　花火大会の応援協力　寄付総数２０９件

受付日 名  前 メッセージ 住 所
役場本庁１階募金箱 皆様のご協力のおかげで今年も花 町内
役場本庁２階募金箱 火大会が開催できます！多大なご 町内
宇久井出張所募金箱 支援ありがとうございます。当日 町内

皆さんの応援メッセージの
一つ一つが

花火を大きく育てます。

宇久井出張所募金箱 支援ありがとうございます。当日 町内
色川出張所募金箱 は、みんなで楽しく盛り上がりま 町内

8月6日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
太田出張所募金箱 しょう！今年の花火は、１１年ぶ 町内
下里出張所募金箱 りにイリュージョン花火が帰って 町内
那智勝浦町観光協会募金箱 きます。他にも面白い花火が上が 町内
南紀くろしお商工会募金箱 ますのでお楽しみに！！ 町内
ハタ ドーンと一発！！！ 宇久井
はるくん、こうくん 大きい花火は楽しいなぁ 井関
中商店 勝浦
７１７７ 新宮からも見に行くよ！ 新宮市
峯本電機 天満
リラックストーン 夢と希望を託し夜空に大輪の花を 下里
けいすけ＆そうま 花火楽しみ、頑張れ那智勝浦町！ 天満

8月5日

8月6日

8月4日

けいすけ＆そうま 花火楽しみ、頑張れ那智勝浦町！ 天満
8月4日 事務局のつぶやき １週間をきりました！お楽しみに 那智勝浦町
8月3日 レオン はやくお嫁さんになりたい！！！ 下里

花てまりの会 世界遺産の町花火大会おめでとう 町内
サザンクロス 花火のあとは　ぜひ来てネェ～～ 湯川
タクムＪＡＰＡＮ この花火で皆一つなろう！ 市野々
中村 オガサワラヒロシヒマラヤニチル 町内
市野々小学校 子ども達に真夏の夜の夢を！ 市野々
浦神小学校 大きく開け！大きくひびけ！ 浦神
那智中学校 天満
色川中学校 大野
下里中学校 下里
宇久井小学校 宇久井

7月28日

7月27日

7月26日
宇久井小学校 宇久井
太田小学校 南大居



受付日 名  前 メッセージ 住 所
下里小学校 下里
田中　唯子 天満
事務局のつぶやき 夏休み宿題は早く終らせましょう 那智勝浦町
竹原　壮馬 今年初めて花火が見れます！！ 狗子ノ川
ハウマッチ ガンバレ！那智勝浦町！！ 朝日
三隅　浩三 宇久井
事務局のつぶやき 暑い日が続くので水分補給を！ 那智勝浦町
ＴＯＷＡ．ＨＩＹＯ．ＨＡＲＵ 那智勝花火早く見たいな 井鹿
三隅　信之 一夜のまぼろし～夏の那智の浜～ 井関
寺本　悠雅 那智湾へ大きな花火を打ち上げて 新宮市
町立温泉病院　東病棟 看護師さん募集しています！ 天満

7月21日

町立温泉病院　東病棟 看護師さん募集しています！ 天満
セミミミミ２ ラストスパートだ～！！ 中里
大浦浄苑 後生へ語り継がれる伝統の花火！ 市屋
那智サーフィンクラブ 私達は 町内
那智サーフィンクラブ 美しい　那智勝浦で 町内
那智サーフィンクラブ いつでも　そして 町内
那智サーフィンクラブ 永遠に 町内
那智サーフィンクラブ サーフィンを 町内
那智サーフィンクラブ 楽みたい！ 町内
事務局のつぶやき 今はパンフの作成をしています。 那智勝浦町
つむぎ じいちゃんのだっこで固まります 下里
ＯＫＫＯ＆ＫＡＺＵ たけちゃん勝浦の花火見にきてね 天満
ふうな・えな ２人で見る初めての花火！楽しみ 粉白

7月20日

ふうな・えな ２人で見る初めての花火！楽しみ 粉白
ピスタチオ ホームランはもう無理だ。　隼 井鹿

7月16日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
あつき 花火も夜店も楽しみです。 宇久井
きょうすけ・たくみ 今年もゼッタイ見に行くよ～！！ 串本町
事務局のつぶやき お子様からのメッセージが多いで 那智勝浦町
事務局のつぶやき す。良い思い出になるといいなぁ 那智勝浦町
てらじ　かもめ（４才） 花火とプリキュアが大好きです！ 那智勝浦町
奨瑛・光成 今年も花火大会楽しみです 天満
赤岡　誠 故郷に帰ってきました。 住民課
事務局のつぶやき 新聞で見てくれている人の声を聞 那智勝浦町
事務局のつぶやき くと嬉しいです♡ 那智勝浦町

7月14日 瑛正 ７月１４日は初めての誕生日★☆ 串本町
井関保育所 井関保育所のみんなが 井関

7月16日

7月15日

井関保育所 井関保育所のみんなが 井関
井関保育所 元気にあかるく 井関
井関保育所 たくましく 井関
井関保育所 育ちますように！！ 井関
よしくん 今年も、じいちゃん、ゴミ収集！ 下里
５人の外孫 みんなで勝浦へ遊びに行こう！ 新宮市
田中みさ子 天国の康ちゃんところへ届け！！ 築地
小西コロ まるちゃんとみにいきたいよワン 天満
上地　芳光 祝補陀落の海をゆるがす花火大会 市屋
事務局のつぶやき 恒例の応援メッセージ嬉しいワン 那智勝浦町
そうた・あまね 花火大会・楽しみにしてます！ 天満
らい 花火大会うれしい。楽しみです。 天満
宇久井保育所 ゆかちゃんけっこんおめでとう！ 宇久井

7月13日

宇久井保育所 ゆかちゃんけっこんおめでとう！ 宇久井
宇久井保育所 ゆか先生お幸せに♡ 宇久井



受付日 名  前 メッセージ 住 所
宇久井保育所 次はアナタよ♡ ちか！！ 宇久井
宇久井保育所 いやいや私よ・・・ゆみ 宇久井
宇久井保育所 ももえ・ゆかこも忘れずに！！ 宇久井
宇久井保育所 皆んなニコニコ楽しい保育所へ。 宇久井
宇久井保育所 笑顔いっぱい待ってます・・♡ 宇久井
ヨサコイソーラン疾風 メンバー募集♡ 新宮市
ヨサコイソーラン疾風 夢と希望を打ち上げて！ 新宮市
事務局のつぶやき 昨日は選挙にサッカーに盛り上が 那智勝浦町
事務局のつぶやき った１日でしたね。 那智勝浦町
爽真・悠司 又遊びに行くね！ジイジ・バアバ 群馬県
在仲　亮太 朝日

7月9日

7月12日

在仲　亮太 朝日
町立温泉病院　透析室 皆様が元気であります様に 天満
脇口ます子・岡谷瑞音・中野智子・山本江里 私たちの分まではじけろ！ 町内
リハビリ大好き！ 病室からの花火はサイコウです！ 町内
匿名 ガンバレ花火　きれいな花を 新宮市
 タ ドカ～ンと一発！元気の出る街に 勝浦
ゆうと・りくと・こなん 花火イリュージョン楽しみです☆ 下里
ＭＨＰ２ ＭＨＰ３待ち遠しいな（狩） 天満
事務局のつぶやき ぶつぶつぶつ・・・ 那智勝浦町
マサミクニ 広めましょ♡ 勝浦愛♡ 花火万歳！ 新宮市
ちさ＆まお じじ♡ ばば　いっつもありがと！ 井関
れいな・やすな おじいちゃん　色々とありがとう 町内
事務局のつぶやき １００番目の応援メッセージは、 那智勝浦町

7月8日

7月7日
事務局のつぶやき １００番目の応援メッセージは、 那智勝浦町
事務局のつぶやき 「ちさ＆まお」さんでした！！ 那智勝浦町



受付日 名  前 メッセージ 住 所
べっぴんせんせい こころにひびけ！ふるさとの花火 下里
宮本　圭 ガンバレ！浦神保育所☆ 古座川町
海野　倫代 きれいな花火が楽しみです！ 太地町
マリチャン 独身女早くいい夫を見つけなよ！ 下里
石丸　幸美 夜空に輝け！みんなの夢花火♡ ♡ 築地
濵口　鈴子 みんなの夢をかなえてね！ 下里
故郷を大切に！！ 故郷を思う心を大切に！！ 宇久井
ライス 頑張れ元気に那智勝浦町！ 浜ノ宮
色川小学校 色川
事務局のつぶやき 那智の浜の清掃お疲れ様でした！ 那智勝浦町
ユウ 那智の浜の花火はすばらしい 下里

7月6日

ユウ 那智の浜の花火はすばらしい 下里
莉音乃・あゆり 花火大会たのしみにしているよ！ 名古屋市
西川流友華会 いつも元気で楽しく踊っていたい 天満
那智勝浦町交通指導員協議会 我らが願い、交通安全 町内
事務局のつぶやき 虫歯が痛くなってきました。涙。 那智勝浦町
みぃのおとうさん 那智勝浦町民暑さに負けず頑張て 田園地区
もえ　そら じいじばあばいっしょにいこね♡ 朝日
コウシロウ ヨゾラニネガイヲ。カッセイカ！ 静岡県
桑原　泉 萌ちゃん　ありがとう！！ 粉白
勝浦認定こども園 子どもはみんあわが町のたから者 天満
勝浦認定こども園 夜空をあおげば広がる地域の善意 天満
勝浦認定こどもえん こころにとどけ♡ きぼうのはなび 天満
こねこねここやねんなぁ バナナ・・・いややねん・・・☆ 勝浦

7月5日

7月2日

こねこねここやねんなぁ バナナ・・・いややねん・・・☆ 勝浦
ぽねぽねぽん！ 新高★野球部★めざせ甲子園！！ 南大居



受付日 名  前 メッセージ 住 所
事務局のつぶやき 追善供養花火の申込受付けてます 那智勝浦町
植野三知代　八木隆子 みんなの子育て　応援します！ 町内
那智勝浦吹奏楽団 勝吹です団員募集中詳細はＨＰで 町内
那智中吹奏楽部ＯＢ 勝吹定演は９月５日新宮市民会館 町内
三川小学校 安全で安心な楽しい夏休みを！ 二河
事務局のつぶやき イリュージョン花火が帰ってきま 那智勝浦町
事務局のつぶやき す！！あの感動をもう一度！！ 那智勝浦町
セミミミミ 手づくりの花火大会を！！ 中里
なつふよう 願くば儚い花火に真実あることを 東京都
ひこいちくん 今年も頑張れ、スミスさん！ 町内
去年のやけど男 花火をゆったり見たい 市野々6月30日

7月1日

去年のやけど男 花火をゆったり見たい 市野々
ジジ 羽愛音・茜音　今年も元気で！ 市野々
整形外来 温泉病院
事務局のつぶやき 日本代表興奮と感動をありがとう 那智勝浦町
棚田を守ろう会有志一同 花火大会開催おめでとう！我々も 色川
棚田を守ろう会有志一同 棚田での米作りがんばります！ 色川
総監督 頑張れ！近大新宮サッカー部！ 朝日
nachi-34 今年も大きい花火を上げましょう 川関
事務局のつぶやき 今夜も観戦、明日も寝不足かなぁ 那智勝浦町
マッチャン 今年も楽しみにしています 天満
小林 本部で待ってます☆応援に来てね 町内
さくら 雨の日も散歩に行きたいなあ。 朝日
事務局のつぶやき 今日はジメジメして暑かったなぁ 那智勝浦町

6月29日

6月30日

6月28日

事務局のつぶやき 今日はジメジメして暑かったなぁ 那智勝浦町
晃久 阪神タイガース今年は日本一！！ 朝日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
Ｈ・Ｈ 花火！花火！！花火！！！ 下里
あんなとかのん 今年も夜店が楽しみデス♡ ！ 太地町
事務局のつぶやき 今日は寝不足でしたが応援した甲 那智勝浦町
事務局のつぶやき 斐がありました。次もがんばれ！ 那智勝浦町
那智勝浦地区更生保護女性会 挨拶で絆深めて明るい社会 町内
那智勝浦町赤十字奉仕団 優しさをつないで咲かす故郷の花 町内
二八会 元気がいちばん！ 町内
大江　直枝 花火の歌を唄いましょう！ 二河
大江　近 せ～の♪ 千葉県
大江　道子 咲いた♪咲いた♪　花火の花が♪ 千葉県
大江　伸二 並んだ♪　並んだ♪ 朝日

6月24日

6月25日

大江　伸二 並んだ♪　並んだ♪ 朝日
大江　一恵 あか♪　しろ♪　きいろ♪ 朝日
玉置　衆彦 どの花火見ても♪ 紀宝町
玉置　佑子 きれいだな♪ 紀宝町
事務局のつぶやき 今年も恒例のメッセージいただき 那智勝浦町
事務局のつぶやき ました。ありがとうございます！ 那智勝浦町
三一会 那智勝浦町がんばれ！ 町内
パンチゆうじ 応援します！わがまちのパ！ 熊野川町
Ｎ．マサヒロ 応援します！わがまちのン！ 新宮市
藤子・Ｆ・定 応援します！わがまちのチさん！ 新宮市
歩登 夢花火・満開 朝日
事務局のつぶやき 少しずつ増えてきました。皆様の 那智勝浦町
事務局のつぶやき メッセージ読むのが楽しみです！ 那智勝浦町

6月23日

事務局のつぶやき メッセージ読むのが楽しみです！ 那智勝浦町
プチシルバー 今年もたのしみにしています。 浜ノ宮



受付日 名  前 メッセージ 住 所
秦　秀一 毎年花火大会を楽しみしています 朝日
応援団長 がんばれ！太田川スポ少 庄
ゆい・真子・一眞 宇久井マーリンズカンバレ！！ 新宮市
消し太郎 もっと！もっと元気に那智勝浦町 宇久井
ラブメタボ ミユ・マユＬｏｖｅ！Ｌｏｖｅ！ 日本国
上地　順 今年もキレイな花火お願いします 市屋
事務局のつぶやき 今年も応援メッセージ開始です。 那智勝浦町
事務局のつぶやき たくさんの応援待ってます！ 那智勝浦町

6月16日 熊野・那智ガイドの会 那智の滝に今年も、ひびけ心意気 町内
西浦　勉 満８３才なっても勝浦花火大好き 小阪
喜田　直 ２５年間のありがとうをこめて☆ 那智の郷

6月9日

6月22日

喜田　直 ２５年間のありがとうをこめて☆ 那智の郷

振込口座

紀陽銀行勝浦支店　普通　４７２３７６

那智勝浦町花火大会　大会長　寺本　眞一 

那智勝浦町花火大会実行委員会
〒649-5392 那智勝浦町大字築地７－１－１
  那智勝浦町役場総務課内
TEL. 0735-52-0555（代表）  FAX：0735-52-6543
E-mail:kikaku01@town.nachikatsuura.lg.jp 

（H22.08.06現在、掲載受付日降順）

6月9日

E-mail:kikaku01@town.nachikatsuura.lg.jp 


