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受付日 名  前 メッセージ 住 所
8月1日 あひる隊長 ど～んと鳴った花火が綺麗だな 新宮市
8月1日 もえそら じいじばあばと見たいな（＾＾） 朝日
8月1日 西川流友華会 楽しく元気に踊っています！ 天満
8月1日 莉音乃・あゆり 花火楽しみ！ 愛西市
8月1日 ろくちゃん えっ雷！早くおうちに入れてー！ 宇久井
8月1日 総監督 めざせ国立　近大新宮サッカー部 朝日
8月1日 なおちゃん 朝日
8月1日 莉音 今日は１歳の誕生日☆ 串本町
7月30日 心絆 夜空にポンポン晴れるといいね。 静岡県
7月30日 Ｙ．Ｔ． 咲け！一輪の花！！ 天満
7月30日 バーバ 夢・里　元気に大きくな～れ！ 太田7月30日 バーバ 夢・里　元気に大きくな～れ！ 太田
7月30日 １人写真部員 今年はより綺麗な１枚を目指す！ 市野々
7月26日 こころは保育園児 いつも楽しみにしています。 町内
7月26日 はるくん・こうくん 花火も夜店も沢山あって楽しいな 町内
7月26日 プル太 いつもありがとう！ 宇久井
7月26日 アーサー・パセリ 花火きれいやね～。楽しみです♪ 市野々
7月24日 花てまりの会 花火大会おめでとう　花で心いや 町内
7月24日 花てまりの会 して下さい　私達も応援します！ 町内
7月24日 増田　悠人 花火大好き☆　りくと・こなん 下里
7月24日 新婚さん 金環日食もいいけど花火もいいね 町内
7月23日 マーシャル・Ｄ・サダム コソコソの実の能力者、 １サダ
7月23日 ハガワール・Ｄ・ヤスシ モンキー・Ｄ・パンチさんへ！ ウラガ３
7月23日 モンキー・Ｄ・ヨウジ 立会いありがとうございました。 ８ブセ7月23日 モンキー・Ｄ・ヨウジ 立会いありがとうございました。 ８ブセ
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受付日 名  前 メッセージ 住 所
7月23日 モンキー・Ｄ・ノリヨシ 立会い前の日に、様子をコソコソ １０マ
7月23日 モンキー・Ｄ・ユウジ うかがうのはやめてくださいね♡ ９マセガワ
7月23日 ポートガス・Ｄ・マサヒロ 花火の寄付もアリガトウ！！ ３ワサキ
7月20日 ちさ＆まお 那智ウィングス　ファイト！ 井関
7月20日 彦一くん ガンバレスミスさん。 町内
7月20日 リハ科の杉ちゃん 勝浦花火大会。ワイルドだぜ～！ 町内
7月20日 事務局から一言 約５千発の花火が那智湾を彩る！ 新宮市
7月19日 大江　直枝 花火の歌を唄いましょう！ 二河
7月19日 大江　近 せ～の♪ 市川市
7月19日 大江　道子 咲いた♪咲いた♪　花火の花が♪ 市川市
7月19日 大江　伸二 並んだ♪　並んだ♪ 朝日7月19日 大江　伸二 並んだ♪　並んだ♪ 朝日
7月19日 大江　一恵 あか♪　しろ♪　きいろ♪ 朝日
7月19日 玉置　衆彦 どの花火見ても♪ 紀宝町
7月19日 玉置　佑子 きれいだな♪ 紀宝町
7月19日 善くん 孫と一緒に見る花火が楽しみです 下里
7月19日 らい 花火たのしみ。 天満
7月19日 宇久井中学校 宇久井
7月18日 小西　コロ みゆちゃんと一緒にみようねワン 天満
7月18日 ゆうすけ・ともはる かつうら　だいすき 大阪市
7月18日 奨瑛・光成 今年も花火楽しみです！ 天満
7月18日 あずき　大納言 みんなの努力が素敵な奇跡に！ 下里
7月18日 下里保育所① 元気いっぱい 下里
7月18日 下里保育所② 笑顔いっぱい 下里7月18日 下里保育所② 笑顔いっぱい 下里
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受付日 名  前 メッセージ 住 所
7月18日 下里保育所③ 下里保育所 下里
7月18日 亀井　利三 宇久井
7月17日 二八会 元気がいちばん！ 町内
7月17日 寺本　悠雅 ガンバッテ！大きな花火打上げて 堺市
7月17日 早山　久美子 かぞくの和きれいに輝く光の輪 天満
7月17日 下里小学校 下里
7月14日 瑛正 今日は３歳の誕生日☆☆☆ 串本町
7月12日 タカちゃん 那智谷の復興をお祈りしています 勝浦
7月12日 天満交友会 頑張れ！那智勝浦町 天満
7月12日 べっぴんせんせい ①あのこもこのこもみんなおいで 下里
7月12日 えほんＬＯＶＥせんせい ②わかくてきれいな、ほいくしが 粉白7月12日 えほんＬＯＶＥせんせい ②わかくてきれいな、ほいくしが 粉白
7月12日 みなしごハッチ ③お父さんお母さんの子育てを 宇久井
7月12日 ペコちゃんせんせい ④サポートします！支援します！ 南大居
7月12日 ポコちゃんせんせい ⑤たのしく教育！やさしく養護！ 朝日
7月12日 ニンプちゃん ⑥安全、安心　勝浦認定こども園 天満
7月12日 レッドせんせい ⑦みんなで楽しくあそびましょう 新宮市
7月11日 ともさん 応援してます、なちかつ！ 和歌山市
7月11日 那智中学校 地域の皆さんの復興を祈って！ 天満
7月11日 色川中学校 しんどい坂もみんなで越えよう 大野
7月11日 市野々小学校 子ども達に真夏の夢を！ 勝浦
7月11日 イササジコンストア 海・山・空が美しい！なちかつ！ 築地
7月11日 ジージ アンちゃん　花火一緒に見ようね 下里
7月11日 宇久井保育所① どんとなった花火だキレイだな！ 宇久井7月11日 宇久井保育所① どんとなった花火だキレイだな！ 宇久井
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7月11日 宇久井保育所② そらいっぱーいにひろがったー！ 宇久井
7月11日 宇久井保育所③ しーだれやなーぎがひろがった！ 宇久井
7月11日 宇久井保育所④ どんとなったなんびゃくあかいほ 宇久井
7月11日 宇久井保育所⑤ しいちどにかわってあおいほし！ 宇久井
7月11日 宇久井保育所⑥ もういちどかわってきんのほし！ 宇久井
7月11日 ジェームスじぃじ 心愛・桜輔・統司・心暖ＬＯＶＥ Ｋ・Ｎ・Ｔ
7月9日 ツバくろう みんなの願い、届きますように。 茨城県
7月9日 シロウ 花火大会を応援しています 勝浦
7月9日 下里中学校職員一同 下里
7月9日 色川小学校 大野
7月9日 池上　博敏 建設課7月9日 池上　博敏 建設課
7月6日 さくら（犬） 今年はお父さんと一緒に見るよ。 朝日
7月6日 太田小学校 南大居
7月6日 伊藤　元樹 新宮市
7月6日 田中　敏雄 新宮市
7月5日 あんなとかのん 今年も必ず見に行きます！！♡ 太地町
7月5日 上地　順 がんばろう那智勝浦町！！ 市屋
7月5日 日本男児 フレー！フレー！ナ・チ・カ・ツ 太地町
7月5日 南大居保育所① 雨ニモマケズ、風ニモマケズ 南大居
7月5日 南大居保育所② 台風ニモマケズ、南大居保育所 南大居
7月5日 南大居保育所③ がんばれ～！ 南大居
7月4日 ブラック・テイルド・ガル ＬＡＮＤ　ＬＩＫＥ　Ａ　ＣＡＴ 町内
7月4日 花火見隊 大きく迫力のある花火を！ 下里7月4日 花火見隊 大きく迫力のある花火を！ 下里
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7月3日 マッチャン 元気な勝浦、復興のひかり 天満
7月3日 Ｈ．Ｈ ガンバレ花火！ 下里
7月3日 パン 甲子園めざしてガンバレ新高球児 庄
7月3日 ふ 那智浜部、活動再開します。　ふ 天満
7月3日 消防第２班 ハッピーバースデー１７５６ 朝日
7月3日 歩登・莉乃亜 ガンバレ花火大会 朝日
7月2日 畑中　卓也 那智は花火。我が家は火花　あな 那智の郷
7月2日 畑中　卓也 おぞまし 那智の郷
7月2日 那智勝浦地区更生保護女性会 声かけて笑顔で話そう　地域の輪 町内
7月2日 那智勝浦町赤十字奉仕団 支え合う心ひとつで奉仕する。 町内
7月2日 ジジィ ガンバロウ！災害復興！！ 市野々7月2日 ジジィ ガンバロウ！災害復興！！ 市野々
7月2日 プチシルバー 今年もガンバレ　応援します 浜ノ宮
7月2日 ユウ 那智の浜の花火はビューティフル 下里
6月22日 西浦　勉 満八十五才になっても花火大好き 小阪
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