
※　花火大会の応援協力　寄付総数２４３件

受付日 名  前 メッセージ 住 所
那智山商店会 祝　世界遺産登録５周年 那智山
（有）丸好商店 北浜
下里祭典部 今年の祭りは19～21日みんな集れ 下里
熊野・那智ガイドの会 世界遺産・熊野古道を照らそう！ 築地

8月5日

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。

8月4日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
サザンクロス スタッフ一同　お待ちしてます！ 湯川
神野　莉玖斗 色川の辰雄じい初枝ばあ大好き！ 群馬県
（株）中定商店 応援します！わが町の花火大会！ 勝浦
あさひや みゆ・そうた・せいは　元気でね 築地
山田　博美 ガンバッテシテクダサイ 和歌山市
らい みんなで花火行こうね。 天満
下里人 下里からも見える大きな花火を！ 下里
天満交友会 天満交友会バンザイ！！ 天満
じむきょく 手筒花火の実演を行います！！！ 天満
上地　芳光 花火の一夜、共々に 市屋
ゆみちゃん 飲みすけ　集まれ例の場所で！ 新宮市
地域見守隊 仲良く手をつないで行こらいよ～ 新宮市
上地むさし＆りん 私たち犬も花火大会を応援します 井鹿
大ちゃん 将来を見据えて、合併だ！！ 市野々
瀬藤　芳孝 夜空に大輪の花を咲かそう！！！ 川関
ジジ 羽愛音・茜　今年も元気で！ 市野々
下里保育所 今年も勝浦の花火を楽しみにして 下里
下里保育所 います。子どもたちにとって、家 下里
下里保育所 族にとって、みんなにとって… 下里
下里保育所 この夏のよい思い出となりますよ 下里
下里保育所 うに☆ 下里
ミスター ヒコイチクンもな 町内
三隅　信之 夜空に花添え盛り上がれ世界遺産 井関
瀧本　雄之 火にはヤケドが付きもの！ 市野々

7月27日

8月3日

7月24日

8月4日

7月31日

7月30日

7月28日

7月29日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
熊野黒潮本舗 元気な勝浦応援隊松村。 大野
小西コロ かつうらの花火　ダイスキワン 天満
ちさ＆まお じい♡ ばあ、いつもありがとう！ 井関
勝浦認定こども園 保育・教育を花火にのせて！ 天満
認定こども園 みんなの夢★空高くうちあがれ！ 天満
勝浦認定こどもえん 地域で育てよう“子どもの輝き” 天満
地域子育て支援センター 「あなたの子育て、応援します」 天満
チーム　岡崎 頑張れ　勝浦！ 市野々
えいしょう ７月１４日に産まれました★ 串本町
瑛正 みなさんよろしくおねがいします 串本町
ピスタチオ 目指せ！盗塁王！！　隼 井鹿
岡﨑　奨瑛　光成 勝浦万歳！ 天満
さくら 遠くの君に愛をこめて…有難う！ 色川
寺地カモメ（３才） 今年はカキ氷より花火を見ます。 下里
事務局 まだまだメッセージ待ってます！ 天満
べっぴん先生 ドーンと輝けふるさとの夜空に！ 下里
常夏女 肉体疲労時の栄養補給に花火！！ 町内
勝浦のじぃじぃ 東京に居る孫の海太陽空手頑張れ 町内
勝浦のおばあちゃん 海君太陽君お正月来てね待てます 町内
ゆや 那智勝浦町花火で笑顔 朝日
海の男 勝浦の魚は旨いよ 勝浦
上地　大介 堺市
井沼　弘子 南大居
よしくん 孫の成長を楽しみにしています。 下里

7月22日

7月21日

7月23日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
はるくん・こうくん 今年も大きな花火楽しみです。 井関
ふうな 初めての花火！楽しみにしてます 粉白
まゆみ えみちゃんへ　末永くよろしく 朝日
旅芸人 おうえんでテンションアップ！！ 浜ノ宮
泉　利志哉 宇久井
色川郵便局 暑中お見舞い申し上げます。 大野
ふるた 那智勝浦町大好きです！ 天満
ジムキョク 引き続きメッセージ大募集中です 天満
そうた・あまね ずっと花火が見れますように！ 天満
みいのおとうさん 今年の花火ガンガン打ち上げて 田園地区
セミミミミ２号 わしも元気やで 中里
脇口　岡谷　山本　中野 花火楽しみにしています！ 町内
ゆうじ 盆には帰ります　よろしく 岐阜市
★宣伝です★ 応援メッセージ募集しています！ 下里
大江　直枝 花火の歌を唄いましょう！ 二河
大江　近 せ～の♪ 二河
大江　道子 咲いた♪咲いた♪　花火の花が♪ 二河
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
とち公 どの花火見ても♪　きれいだな♪ 二河
秦　秀一 わがまちの花火大会伝統の文化に 朝日
城本　依穂 夏の夜に、花火の花をさかせてね 下里
マサミクニ 引越ししても勝浦が大好きです♡ 新宮市
畑尻　有紀子 いつもありがとうございます！ 新宮市

7月16日

7月15日

7月17日

7月14日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
岸　巧 朝早くからがんばります 天満
翔妃 子供達の笑顔があふれる町に！ 太地町
リハビリスタッフ～ 本物のリハビリは、ここにある！ 天満

7月12日 ルーキーズ 　近畿大会　優勝めざして頑張れ 下里
那智中吹奏楽部ＯＢ 勝吹定演は９月６日新宮市民会館 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
ジェームスじぃじぃ 心愛！桜輔！元気が１番！！！！ Ｌ．Ａ．
ウォーターレスキューチーム 潜水隊長に頭、中！！ 朝日
市野々小学校 子ども達に真夏の夜の夢を！ 市野々
宇久井小学校 宇久井
浦神小学校 浦神
那智勝浦地区更生保護女性会 大丈夫　地域の励まし　心の支え 町内
那智勝浦町赤十字奉仕団 奉仕の心　輪が広がりますように 町内
Ｓａｚａｂｉ アクシズに向けて打て！ 川関
さくら（犬） おじいちゃんいつもありがとう。 朝日
田中　みさ子 天国の康ちゃんに　届け！！ 築地
かつおくん まけるなーがんばれー！ 勝浦
勝浦　太郎 応援します！わがまちの花火大会 下里
熊野人 合併しよらよ　大きな心で 熊野地域
色川小学校 色川
色川中学校 色川
伊藤 新宮市
新型クラモトタクム うがい手洗い忘れずに！！ 市野々
ふ 那智浜部、部員募集中！！ 天満

7月10日

7月9日

7月8日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
Ｐ・坂本 マーリンズガンバレゆい真子一眞 新宮市
の ボランティアご苦労様です！ 朝日
マッチャン すばらしい花火を期待しています 天満
Ｈ ガンバレ花火！ 下里
山﨑　悠理 勝浦、大好き！ 大阪市
鳥居　佳史 ＡＬＬ　ＥＡＳＴは最高でした。 新宮市
セミミミミ 元気け？よかったよ。 中里
嶽野　ちほ 若いパワーでがんばろう　宇保 宇久井
桝本　千恵美 宇久井保育所『保育目標』○たく 宇久井
田中　和美 ましく生きる子ども。　○思いや 下里
永野　陽美 りや社会性のある子ども。○自分 川関
南　有香 を大切にする子ども。９０名の子 宇久井
宮本　圭 ども達にとって、この花火大会が 古座川町
榎本　千嘉 、大切な思い出となりますように 新宮市
岸谷　優美 ！皆んなで楽しみにしています！ 紀宝町
漁野　哲弘 今年も楽しみにしてます 朝日
勝浦小学校 子どもたちにひと夏の思い出を！ 勝浦
宇久井中学校 故郷の夏、一瞬の心の癒しを！！ 宇久井
丸屋 今年も感動のひとときをよろしく 天満
ゆうちゃん 天雅くんお誕生日おめでとう☆ 井関
祝ソフト部 パンチ２号さん負けるな頑張れ 新宮市
まあちゃんとかよちゃん もっと元気に！　那智勝浦町 宇久井
関谷　巳子 八尺鏡野
下里中学校職員一同 下里

7月6日

7月3日

7月7日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
三川小学校 安全で楽しい夏休みを過そう！ 二河
那智中学校 天満
太田小学校 南大居
下里小学校 下里
トロット君 生マグロ　がんばれ 天満
ｂｏｄａｉ 好評「沖縄フェア」８月末まで！ 築地
楠本・Ｆ・定 新宮市
植地　崇 下里
井戸　悠二 川関
玉井　弘史 下里
Ｊ．西 新宮市
畑下　靖 浦神
ひこいちくん 今年もがんばれ！！スミスさん 町内
事務局 追善花火のお申し込み受付中です 新宮市
濵口　鈴子 かつうらガンバレ！！花さかそう 井関
村田　美織 きれいな花火、大好きです。 井関
戸塚　ゆう子 未来へつなごう、なちかつ花火！ 井関
大森　美香 きらめけ☆なちかつ花火大会！！ 井関
浦神保育所 楽しみだ！花火大会つれてってネ 浦神
もえそら じいじ、ばあばいつもありがと！ 朝日
ラブ・メタボ 届けよこの想い　岡山へ！！ 町内
鼓郷 ドンと一発！心意気！玉屋～！ 太地町
歩登 夢花火満開！ 西宮市
ＣＬ７ 新宮市民も楽しみにしています 新宮市

6月26日

6月30日

7月1日

7月2日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
あきひさ 今度こそ、ホームラン！！ 朝日
応援団 ガンバレ！太田川スポーツ少年団 太田
西川流　友華会 11月15日の発表会見に来て下さい 天満
莉音乃 花火楽しみにしてるよ！ 大阪市
ユウ 那智の浜の花火はスバラシイ 下里
あっちゃん 今年も家族みんなで見に行きます 宇久井
事務局 大轟音で不況なんか吹きとばせ 朝日
総監督 めざせベスト４！近高サッカー部 朝日
プチシルバー 今年も楽しみにしてます 浜ノ宮
あんなとかのん 今年も花火を見ながら　かき氷！ 太地町

6月23日 ハウマッチ ガンバレ！那智勝浦町！！ 朝日
三一会一同 宇宙に届け大輪の花 町内
花てまりの会　会員一同 種から成育。花一杯でおもてなし 町内
亀井　利三 宇久井

6月17日 二八会一同 元気がいちばん！ 町内
6月16日 nachi-34 今年も大きい花火を上げましょう 川関

西浦　勉 ８３才になっても花火大好き 小阪
峯　富計 わが　ふるさとはありがたきかな 和歌山市

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　中村　詔二郎 

（H21.08.04現在、掲載受付日降順）

6月11日

6月22日

6月24日

6月25日



受付日 名  前 メッセージ 住 所

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 


