
※　花火大会の応援協力　寄付総数３１５件

受付日 名  前 メッセージ 住 所
役場１階募金箱 今年も皆様ご協力をいただきまし 町内
役場２階募金箱 て、ありがとうございました。今 町内
宇久井出張所募金箱 年の花火は、競技会で優勝した花 町内
色川出張所募金箱 火も打ちあがります。住民の力の 町内
太田出張所募金箱 結集のフィナーレ特大スターマイ 町内
下里出張所募金箱 ンは、圧巻ですのでお楽しみに！ 町内
南紀くろしお商工会募金箱 ８月１１日（月）の花火大会でお 町内
那智勝浦町観光協会募金箱 待ちしています！！ 町内

8月7日 尾﨑　由吏子 夜空に美しい花火をありがとう！ 築地
ふうな 初めての花火、楽しみにしてます 粉白
浅野　昌子 下里
向山　貴浩 太地町
寺地　かもめ（２才） 今年は花火を見ても泣かないぞ！ 下里
募金箱設置居酒屋 ご協力ありがとうございました！ 町内
上地　大介 町内
中国の子供たち 花火大会の直前、８月８日（金） 町内
ドイツの子供たち 午後６時半から世界児童合唱祭が 町内
南アフリカの子供たち 体育文化会館で行われます。世界 町内
日本の子供たち トップレベルの児童合唱団の共演 町内
世界中から勝浦へ です。主催：文化協会　入場無料 町内
紀南の風 さあ行こう！もうちょっと上へ 新宮市
ユーチャン 花火楽しみに帰ります 岐阜市
清水　二朗　民謡教室 民謡は心の故郷花火は魂の栄養源 天満
Ｋ＆Ｋ＆Ａ 天国でも幸せにね♪お父さん♪ 市野々
鈴木　一弘 浦神

8月5日

7月31日

8月1日

8月8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。



受付日 名  前 メッセージ 住 所
7月30日 ＫＡＺＵ＆ＯＫＫＯ 孫のたけるが花火に来てくれます 天満

にぎわい広場 日曜日、朝市、開催中！きてね☆ 築地
にぎわい広場事務局 ヨーヨー釣りの分です。 築地
花てまりの会会員一同 種から育てる花作りをしています 町内
岩本　帆夏 天国のじいじい見守って下さいね 尼崎市
下里小学校 下里
Ｈａｔａ がんばれ！　那智勝浦町 木戸浦
優希・もえ・麻璃亜・優至 夜空に輝く花火楽しみにしてます 町内
田中　みさ子 天国の康ちゃんところへ届け！！ 築地
訪問介護事業所　元気 今日も元気で行ってらっしゃい。 新宮市
勝浦ビルフィッシュトーナメント実行委員会 １２５．７㎏カジキあがりました 町内
ひめか 初めての花火楽しみです。 新宮市
なかよし会 合併賛成！大きくなあれ南紀の輪 新宮市
上地　芳光 続けよう。花火大会！ 市屋
上田　悦子 下里
丸山　一郎 鮪と温泉と花火の町勝浦ガンバレ 天満
古田　奏真 今年の花火も楽しみにしてるよ！ 天満
堰本　比呂武 勝浦
三隅　信之 夏の夜空にパッとジャンピングー 井関
米 うめきちくん安らかに。 浜ノ宮
勝浦小学校職員一同 勝浦
平岡　靖敏 ローカルバンザイナチカツハナビ 口色川
トシ＆ヒロ 町民の心合わせて大きな花火！！ 宇久井
遥人 ★花火イリュージョンが見たいな 町内
ゆうまとなほ 花火見に行きます。 中里
事務局 応援メッセージ募集中！！ 町内
ちさ＆まお おっきな花火、打ち上げて！！ 井関
喫茶みずぐるまとお客様 一人一人の力を花火に 勝浦
中商店 勝浦
亀井　利三 宇久井
浦神小学校 浦神
片山　誠至 小匠
はるくん・こうくん 今年はみんなで花火を見たいな。 朝日
潜水隊員一同 花火大会、海、自然永遠に。 朝日
中村　光 先祖供養 勝浦
２８ 来年も、ガンバレ 天満
リョウタン☆ ☆サナコ☆花火見に行こうね！ 町内
カッタン＆ユミ ゆらくん・いおくん　大好き☆ 宇久井
ゴミ　分よ ゴミの減量・分別にご協力を！ 下里
Ｋ．Ｙ 実行委員会のみんな、頑張れ！ 天満
土井 じゅりちゃん花火たのしいね。 太地町
賢志 帰省して故郷の花火見えるかな？ 川崎市
桝本　千恵美 良い天気になりますように！ 宇久井
城本　依穂 子どもたちに夏休みの思い出に！ 下里
天満区評議員一同 天満区評議員ガンバレ！！ 天満
宇久井きさらぎ会幹事 釣り大会、参加ありがとう。 宇久井
Ｈ・Ｈ 今年もガンバレ！勝浦の花火！！ 下里
病弱 健康になりますように 朝日
下里中学校 下里
色川中学校 色川

7月15日

7月28日

7月29日

7月22日

7月25日

7月17日

7月16日

7月23日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
地域子育て支援センター 天満
くろしお商店街（有）たき川 築地
カフェＮｉｅｃｈｅ ★美味しい料理と楽しい時間♪★ 市屋
岡崎　和也・久子 ずっと続けて下さい。楽しみです 市野々
木村家 ガンバレ　カツウラ 築地
瀬藤　芳孝 夏空に花火の大輪を咲かそう！！ 川関
下里ガンバルズ メンバー募集中！気軽にどうぞ☆ 下里
久志・里栄子 故郷の那智の夜空に大きな花火を 大阪市
二八会 元気がいちばん 北浜
脇谷山の狸 勝浦
藤　悦子 天満
タクアンドユウ バンザイ！那智勝浦 下里
福居　和之 奏でるさざ波もう南紀は夏一色！ 宇久井
加藤　清代 和歌山バンザイ勝浦新宮バンザイ 新宮市
三川小学校 安全・安心で楽しい夏休みを！ 二河
りんの 大阪から花火見に行きます。 大阪府
西川流友華会 花火みんな楽しみにまってます。 町内
大久保　幸雄 花火大会応援しています。 市野々
木村　幸司 花火大会応援しています。 市野々
坂田　貞一郎 花火大会応援しています。 市野々
岡﨑　順子 花火大会楽しみにしています。 浜ノ宮
西山　良子 浦神
那智中学校　職員一同 天満
太田小 南大居
早川 新宮市
井道　則也 市野々
スケナリ 花火までには歩けるようになるぞ 朝日
疾風 勝浦の夢と希望を打ち上げて！！ 新宮市
佐藤　文彦　裕美子 シゲばあちゃん御冥福を祈ります 石川県
佐藤　武紀　奈都子 那智勝浦町の発展を祈ります。 大阪府
佐藤　元彦　みゆき 花火大会の成功を祈ります。 天満
岡﨑　奨瑛 花火いっぱい打ち上げて 天満
清水商店 朝日
雨魚 ガンバレ 町内
タッキー 祝優勝　阪神タイガース 市野々
歩登 夢花火満開！ 西宮市
日曜大工 手づくりの花火大会が楽しみです 町内
ガソリン高騰 ガンバレ！自転車通勤。 中里
小西コロ 今年も花火がみたいワン 天満
あんなとかのん 夏の夜空に大きな花火を！ 太地町
うらら ありがとう　わが街 町内
山本　将人 がんばれわが街！！ 宇久井
らい・そうた・あまね 　　　美しい花火を見せて下さい 天満
東　政弘　カラオケイントロ キラメク平和わがらで盛上げよう 北浜
テンパイ即リー満貫 リーチ一発ツモ！花火満開！！ 下里
太田　真次 ずっと開催をお願いします 宇久井
ＭＨ かよ子さん　いつもありがとう 町内
西　眞宏 パンチさん元気デスカ？ウソ。 新宮市
楠本　定 パンチさん花火を見ながらお寿司 新宮市
山口　剛史 をごちそうして下さいネ☆。 新宮市

7月14日

7月15日

7月1日

7月10日

7月4日

7月3日

7月2日

7月7日

7月9日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
もえとそら じいじ、ばあば、ずっと元気でね 朝日
橋本　典幸 新宮市
那智勝浦地区更生保護女性会 立直る　勇気支える　地域の輪 町内
那智勝浦町赤十字奉仕団 友愛、奉仕、協力私達の願いです 町内
イクマ自動車 勝浦の発展を願います！ 朝日
西浦　勉 ８１才になっても私花火が大好き 小阪
田中ビリー 今年も楽しみだワン！！ 天満
峰　武久 勝浦の空に希望の大輪を！ 狗子ノ川
芙美子 お父さん　ガンバッテネーーーー 狗子ノ川
ふ 来年は休み前でよろしく！ 天満
宇久井保育所 宇久井
瀧本　秀子 高津気
南　有香 宇久井
田中　和美 下里
永野　陽美 川関
岸谷　優美 紀宝町

6月27日 そうた・あまね 花火大会、楽しみにしています！ 天満
三信住器紀州サービスセンター 花火大会楽しみにしています。 天満
井関保育所 チームワークで、がんばろう！！ 宇久井
濵口　鈴子 パッとあかるく、かがやこう！ 下里
戸塚　ゆう子 みんなの笑顔、輝きますように！ 宇久井
アントキデ猪木１ 花火ですかー！！ 川関
アントキデ猪木２ 現金があれば、花火もあがる！！ 天満
アントキデ猪木３ いくぞー！１・２・３・ドーン！ 浜ノ宮
健笑会 那智勝浦町観光発展を祈ります。 町内
勝浦小学校　給食室 花火たのしみにしています 町内
野生　武嗣 花火たのしみにしています 勝浦
クラウド 今年も是非楽しい花火大会に！！ 天満
桑原暁一・泉 子ども達に読書の機会を！！ 粉白
三一会一同 美しい那智湾に大輪の花を咲そう 町内
やや 願い！花火と一緒に夜空に届いて 町内
天満交友会 天満交友会会員募集！ 天満
アントキノ拓武 元気ですかー！？　いくぞー！！ 市野々
事務局Ａ ☆★♪♂♀□■△▲▽▼○◎● 天満
事務局Ｂ ↑の記号も使えます！ぜひどうぞ 下里
勝浦認定子ども園 子ども達と楽しみにしています♪ 天満
勝浦認定子ども園 大好きな花火☆続けて下さい！ 天満
勝浦認定子ども園　臨職チーム なちかつうらちょう　ガンバレ！ 天満
なつき★こうた いつまでも楽しい花火大会を！！ 朝日
濵﨑　美佐登 苦しい後には明るい未来を信じて 宇久井
べっぴんせんせい こども達の心にひびけ！花火大会 下里
海野　倫代 那智勝浦町みんなで踏んばれ！ 太地町
久司　多鶴 下和田
野澤　もり子 宇久井
ＫＦ－６０ 揺れる想い・上がれＺＡＲＤの為 勝浦
三浦　里子 ガンバレ　カツウラ 勝浦
アラビーグループ 我等の花火百年千年続きます様。 勝浦
ＵＣＣコーヒー 地域活性化の為に頑張って下さい 新宮市
梅花 頑張れ　近大新宮高中サッカー部 町内
おいやん２号 期待してます、大きな花火 町内

6月23日

7月1日

6月24日

6月25日

6月26日

6月30日



受付日 名  前 メッセージ 住 所
しんきち 変わらぬ気持ちでいつまでも！！ 新宮市
ジェームズ・Ｄ 花火大好き！！心愛＆桜輔！！！ Ｌ．Ａ．
ナチカツ２号 ７／１３日、本格的にデビュー！ 井関
湊　哲治 花火大会応援します！！ 新宮市
大江　直枝 人の和　町の輪　花火の環　感謝 二河
大江　近 咲いた♪咲いた♪　花火の花が♪ 千葉県
大江　一恵 並んだ♪並んだ♪　赤白きいろ♪ 朝日
大江　伸二 どの花火見ても♪　きれいだな♪ 朝日
みいのおとうさん のらばあちゃんありがとう。みい 田園地帯
町立病院Ｙ．Ｋ． 夏だ！花火だ！ビールを飲もう！ 天満
夏芙蓉.S.natsufuyo-姉妹 私たちに、夢を見させて下さい、 東京都
夏芙蓉.S.natsufuyo-姉妹 ふるさと納税をしたくなるような 東京都
世界のリハビリ 歩いて元気になれば皆なオモロー 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
良和奏友会 勝吹定演は９月７日新宮市民会館 町内
ハルウララ 去年に続け・わくわくドカーン！ 川関
えりちゃん お兄ちゃん★がんばれ１３番！ 朝日
秦　秀一 花火大会は定着させる行事にして 朝日
ゆうくん おてんきになりますよーに！バウ 朝日
大井　明 築地
上地　順 市屋
町立病院受付・交換一同 今年も楽しみにしています！ 天満
ひこいちくん 今年はやるぞースミスくん 町内
みね 応援メッセージお願いします！ 新宮市
上仲　映豪 新宮市
野田　清文 町内
太田　照子 花火大会頑張って下さい！！ 宇久井
ピスタチオ 今年こそ打つぞ！ホームラン！隼 井鹿
マッチャン 今年も楽しみ、真夏の大輪 天満
プチシルバー 今年も期待してます　ガンバレ 浜ノ宮
匿名 築地

6月9日 木本　静枝 花火大会楽しみにしています。 中里
応援団長 頑張れ！太田川スポーツ少年団 太田色川
事務局（新人） 今年もよろしくお願いします 朝日
nachi-34 去年より大きな花火を上げよう！ 川関
スーさん ファイト、一発！ 太地町
ハウマッチ ガンバレ！！那智勝浦！ 朝日
喜田　直 夜空の君に愛をこめて！ 川関

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 

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：0734-52-6543
E-mail:kikaku@town.nachikatsuura.wakayama.jp 

6月23日

（H20.08.08現在、掲載受付日降順）

6月5日

5月28日

6月17日

6月13日

6月11日

6月10日

6月18日

6月20日


