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花火を大きく育てます

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3日 あっちゃん はなびたのしみ 宇久井
8月3日 歩登・莉乃亜 ガンバレ！花火大会 朝日
8月3日 あんなとかのん 那智湾で花火を見ながらかき氷 太地町
8月3日 ナチのタッキー 海に畏敬の念を払って洋上花火 市野々
8月3日 浦神保育所 こころに響け！ふるさとの花火！ 浦神
8月3日 1人写真部員 シャッターチャンス多い花火求む 市野々
8月3日 田中みさ子 天国の康ちゃんのところへ届け！ 築地
8月3日 森田 裕子 いつまでも続きますように。 枚方市
7月27日 てらじかもめ（５才） おおきくなったらケーキやさんか 下里
7月27日 てらじかもめ（５才） おわらいげいにんになりたいです 下里
7月27日 てらじかもめ（５才） （ケーキ屋さんがいいな。父母） 下里
7月27日 さくら（犬） お母さん、早く散歩に行こうね♡ 朝日
7月26日 那智勝浦地区更生保護女性会 支え合う心と笑顔　地域の絆 町内
7月26日 那智勝浦町赤十字奉仕団 モットーは人道公平奉仕です。 町内
7月26日 ２階　西病棟 みんな元気に頑張っています！ 天満
7月26日 桜縁団２ 浴衣美人を楽しみにしています。 中里
7月26日 南大居保育所 東北のお友達へ☆震災に負けず！ 南大居
7月26日 南大居保育所 健やかに育ちますように☆南大居 南大居
7月26日 南大居保育所 の子供達も笑顔で元気に遊ぼうネ 南大居
7月26日 那智勝浦応援団 がんばれ東北　がんばれ日本！ 町内
7月26日 つむつむ はじめての花火大会、楽しみです 町内
7月25日 西川流友華会 いつも元気に楽しく踊っていたい 天満
7月25日 莉音乃・あゆり 花火見に行くね！楽しみです！ 名古屋市
7月25日 バ～バ やんちゃな２人は花火が大すきね 朝日
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受付日 名  前 メッセージ 住 所
7月25日 マッカーサー　けんすい アイ　シャル　リターン　勝浦 和歌山市
7月25日 モンキー・Ｄ・サダム 楽々の実の能力者、伝説の楽王！ 新宮市
7月25日 モンキー・Ｄ・ユウジ ゴール・Ｄ・パンチさんへ。 川関
7月25日 モンキー・Ｄ・マサヒロ 私達は既に夏バテです！鰻丼の実 新宮市
7月25日 モンキー・Ｄ・ヒロカズ （捕獲レベル３５）を食べさせて 八反田
7月25日 モンキー・Ｄ・ヤスシ 下さい。５連エビパンチがあれば 浦神
7月25日 モンキー・Ｄ・ヨウジ 捕獲可能です（ＧＴロボ談）。 新宮市
7月22日 児童係① たくましい、彼女募集中でーす。 新宮市
7月22日 児童係② やさしい保育士さん募集中でーす 町内
7月22日 児童係③ かわいいこども　元気なわが町！ 町内
7月22日 ふうな・えな 大きな花火たのしみにしてます。 粉白
7月22日 ハッティー ゆかちゃん赤ちゃん楽しみです♥ 新宮市
7月22日 よしくん 孫とみる花火が楽しみです！！ 下里
7月22日 ますよし ビバ花火！ビバ勝浦！ 宇久井
7月22日 はるくん・こうくん ことしはみんなではなびをみるぞ 井関
7月21日 花てまりの会 がんばろう日本　会員一同、那智 町内
7月21日 花てまりの会 勝浦から復興の祈りを込めて！ 町内
7月21日 リラックストーン 花火が映える、美しい海 下里
7月21日 チームＨＤ 健康第一、笑顔が一番（＾－＾） 天満
7月21日 大浦浄苑 いつまでも続きますように！ 市屋
7月21日 宇久井保育所 おはながさいてるランララン！ 宇久井
7月21日 宇久井保育所 みんなおいでよことりもおいで 宇久井
7月21日 宇久井保育所 ぼくらのおしろランララン！ 宇久井
7月21日 宇久井保育所 うぐいのほいくえん 宇久井
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7月21日 宇久井保育所 わかさで！　ファイト！ 宇久井
7月21日 宇久井保育所 かわいさ！　ひゃくばい 宇久井
7月21日 宇久井保育所 シニアもすてたもんじゃない！！ 宇久井
7月20日 7177 新宮市民も楽しみにしています 新宮市
7月20日 もえそら じいじばあばいっしょに見よね♡ 朝日
7月15日 sarry 高令者ガンバレ！！ 新宮市
7月14日 瑛正 ７月１４日で２歳になりました★ 串本町
7月14日 井関保育所 いせきほいくしょの 井関
7月14日 井関保育所 こどもたちが 井関
7月14日 井関保育所 なかよくげんきに 井関
7月14日 井関保育所 すごせますように！ 井関
7月14日 二八会 元気が　いちばん！ 築地
7月13日 山本・脇口・中野・岡谷・倉本 花火でみんな元気になりましょう 天満
7月13日 らい 花火たのしみです。 天満
7月13日 リハビリは苦しんご！ 日本と我町の未来にラヴ注入！ 天満
7月13日 ゆうちゃんもんちゃん 勝浦の花火！　見に行くよ 大阪市
7月13日 小西コロ 今年はみゆちゃんと見たいワン！ 天満
7月11日 たつお・はつえ 「頑張ろう」思う念力岩をも通す 町内
7月11日 こうしろう 早く取り戻せ「ニッポンの笑顔」 静岡県
7月11日 ピスタチオ 和歌山より応援しています。 井鹿
7月11日 在仲　靖二 朝日
7月7日 浜ノ宮盛り上げ隊 海水浴と言えば那智海水浴場☆ 浜ノ宮
7月7日 瀬川　諒 狗子ノ川
7月6日 マッチャン 天までとどけ希望の燈火 天満
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7月6日 誠 夢大きくなあれ！　里も元気に！ 町内
7月6日 夏芙蓉 東北へ支援　続けます。 東京都
7月6日 生駒　幸太郎 天満
7月5日 奨瑛・光成 今年の花火も楽しみです。 天満
7月5日 濵口　鈴子 みんな　ガンバレ！ 下里
7月5日 イクマ自動車 祝！勝浦花火大会！ 天満
7月5日 石丸　幸美 空高く舞いあがれみんなの夢花火 築地
7月5日 海野　倫代 頑張るぞー！ 太地町
7月4日 ライス ガンバレ勝浦！まけるな日本！ 浜ノ宮
7月4日 トップゲーマー！？しん 東北を、那智勝浦を明るく元気に 下里
7月4日 Ｈ．Ｈ 今年も花火！ 下里
6月30日 天満交友会 天満交友会は花火を応援します 天満
6月30日 えりちゃん 笑顔の花を広げよう！ 朝日
6月30日 桜縁団 花火大会楽しみです 中里
6月30日 垣内家 ドーンと花火で皆なえがお☆ 勝浦
6月29日 畑中　卓也 タクヤのいくじなし。 川関
6月29日 プチシルバー ガンバレ東北！応援しています。 浜ノ宮
6月24日 大江　直枝 花火の歌を唄いましょう！ 二河
6月24日 大江　近 せ～の♪ 千葉県
6月24日 大江　道子 咲いた♪咲いた♪　花火の花が♪ 千葉県
6月24日 大江　伸二 並んだ♪　並んだ♪ 朝日
6月24日 大江　一恵 あか♪　しろ♪　きいろ♪ 朝日
6月24日 玉置　衆彦 どの花火見ても♪ 紀宝町
6月24日 玉置　佑子 きれいだな♪ 紀宝町
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6月23日 総監督 めざせ全国大会近大新宮サッカー 朝日
6月13日 ハウマッチ ガンバレ！那智勝浦！！ 朝日
6月13日 健・智・裕 ガンバレ！那智勝浦！東日本！！ 築地
6月6日 西浦　勉 満八十四才。卯年年男花火大好き 小阪
6月6日 ユウ 那智の浜の花火はすばらしい 下里
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