
【２０２１年度ご協賛】
順一さんまた会いましょう。 有限会社カーリサイクルホソノ　様

農薬散布ドローンの事なら弊社へ 株式会社フリーダムコーポレーション　様

たえちゃんたんじょうびおめでとう 高久　悟志　様

1日も早いコロナの終息を心から願います。 平間　雅人　様

中舘園の皆様、施設から楽しんでくださいね。 特別養護老人ホーム中舘園　施設長　杉山　郁美　様

「ちくせい」の夜空に煌めく大輪を。 伊坂　保宏　様

筑西市が「住みよいまち」であります様に。 有限会社　白井商店　様

コロナに負けない！みんな一緒に頑張ろう 下館ターゲットバードゴルフ協会　様

家内安全、無病息災 日向野　喜美子　様

頑張るぞ！県西の勇（ゆう） 株式会社　匠　様

明るい未来に希望の花火を！ 株式会社　セイワ食品　様

疫病退散 高橋建設　株式会社　様

地権者の皆様のご健康と五穀豊穣を願います 村田村外三ケ村土地改良区　様

市内の平穏とコロナの早期終息を願います 飯泉利明　様

理念「最高の笑顔をあなたに」 社会福祉法人　征峯会　様

医療従事者、市職員の方へ感謝を込めて‼ 和田長建設株式会社　茨城営業所　様

筑西市の明るい未来に向けて盛大な花火を‼ 関東道路株式会社　様

明日への希望の光になりますよう、願いを込めて 百笑米　株式会社大嶋農場　様

コロナ禍の早期終息 株式会社須知工業　様

コロナ禍の終息と筑西市の振興を祈ります。 小島行政書士事務所　様

コロナウイルスを花火で焼きつくせ 恒産アオキ株式会社　様

明るく、住みやすい環境をつくりましょう。 下館支部自治委員会　様

コロナに負けるな、未来を信じて頑張ろう 株式会社金田設計事務所

子どもたちが楽しめる花火大会をお願いします！
CAMPERS PARADISE TOKYO
CAMP& BBQ グランテラス筑西店　様

祝・金婚式！これからもよろしくね！ 野田　富夫・久子　様

住まいのお困り事、一度お電話ください。 渡辺ホームメンテナンス　様

柚月ちゃん、生まれてきてくれてありがとう 森　洋樹　様

彩華ちゃんと仲良く元気に成長してね 森　鈴　様

コロナの終息を早く願っています。 合同会社ひだまり　様

ちくせい花火大会開催おめでとうございます 株式会社廣澤精機製作所　様

夜空に輝き未来を照らせ、希望の華 Lone Wolf Riders～一匹狼～　様

希望の華よ、開け！未来を照らす光となれ 黒狼　～Black Wolf～　様

筑西市の益々のご発展を祈念致します。 富士メンテニール株式会社　様

コロナに負けずに頑張ろう！！ 株式会社ヤマイチ　様

疫病退散！！ 株式会社エルカンパニー　様

家族全員元気です。心配しないでね。感謝！！ 山中　みち子　様

野球ができる事に感謝！！目指せ守備職人！ 山中　太一　様

花火開催の英断をして下さった市長に感謝！ 車のガラス専門　ミヤタガラス　様

勇仁、５歳のお誕生日もうすぐだね！！ 阪口　正輝　様

コロナ終息を祈願して 東睿山　養雲院　様

筑西市の更なる発展をお祈りします 表示灯株式会社　東京支社　様

関係者の皆様御苦労様です。成功を祈ります 森　恒雄　様

コロナ禍での充分な配慮の上成功を祈ります 伊澤　誠　様

下館金融団は筑西花火大会を応援しています 下館金融団　様

一日も早いコロナ終息を祈願いたします。 ㈱武井工務店　様

筑西市の発展を願っています 有限会社シバヤマ電機　様

美しい花火を観て、皆で頑張りましょう！ 有限会社ミュージックプラント　様

皆さんを元気にする花火大会応援しています やまと技研株式会社　様

高圧ガス　溶接機材　産業機械 カミマル株式会社　様

コロナが早く終息することを願っています 北つくば農業協同組合　様

ご協賛いただいた皆様からお寄せいただいたメッセージをご紹介します。

※こちらの内容は、花火大会当日に協賛エリア会場内の放送でもご紹介させていただきました。



皆様が早く、安心安全な旅へ行けますように 株式会社菊水観光　様

花火大会の成功を心よりお祈りしております 株式会社アーバンシステムコンサルタント　様

みんなでがんばろう筑西市 三友測量設計株式会社　筑西営業所　様

竹島小学校33年度卒業生一同 小島　新一　様

花火師の皆さん、夢のある花火をありがとう 常盤工事株式会社　様

たくさんの愛と感謝を花火に込めて皆に届け 日本料理　和可奈　様

平穏な日常が戻りますようお祈り致します。 株式会社　田中工務店　様

筑西市のご発展をご祈念申し上げます。 関東ビルサービス株式会社　様

想像から創造へ。頑張ろう、筑西！！！ 富山コンクリート工業株式会社　様

私達は食の安全と食べる楽しさを提供します ウルノ商事株式会社　北関東支店　様

クルマのことなら、お任せ下さい ハマノコーポレーション　様

おめでとうございます。末永く続きます様に… 東京電機機器サービス株式会社　様

新型コロナウイルス早期終息を願います 日本管財株式会社　様

パパイヤを食べて心も身体も元気になろう！ パパイヤ畑　山来　様

コロナ終息と地域繁栄を願って！ 株式会社正栄（デリシィ筑西工場　様

花火大会の開催　心よりお喜び申し上げます。 有限会社モーハウス　様

ＧＰＳ測量対応 海老原土地家屋調査士事務所　様

健康で、安心安全な日常を 株式会社二幸電機　様

コロナの終息と筑西市の活性化を願います。 株式会社　柳田製作所　様

コロナ収束を願って 株式会社　侑我工業　様

一期一会でウィサーブ 下館巴ライオンズクラブ　様

つなげようウィサーブ　次なるステージへ 齋藤　達雄　様

筑西市の皆様、元気ですかー！ 株式会社パレック　様

飲酒運転撲滅　コロナに負けるな 筑西地区交通安全協会　下館支部　川島分会　様

新型コロナウイルス感染症の終息を願う 株式会社　ユタカ電気　様

光・千紗季ちゃん、二世誕生おめでとう！！ 佐藤　千春　様

本日はおめでとうございます 株式会社三和中央サーベイ　様

新型コロナウイルスの早期終息を願って 日本物理探鑛株式会社　東関東支店　様

コロナに打ち勝とう 株式会社　坂井運輸　様

コロナ終息祈願、医療従事者に感謝をこめて 山崎　俊一　様

一日も早いコロナ終息を願います。 一般社団法人下館法人会下館地区会　様

一刻も早いコロナの終息を願います 公益財団法人筑西市シルバー人材センター　様

コロナ終息の希望の光となりますように 株式会社大実製作所　様

皆様の御健勝御多幸を心よりお祈り致します 株式会社　中山工務店　様

筑西市の発展、皆様のご健康をご祈念致します 茨城県建築士会筑西支部　様

ちくせい花火大会開催おめでとうございます 日本ハムファクトリー㈱茨城工場　様

新成人おめでとう。コロナ終息を願います。 東洋補償鑑定株式会社　様

行政の皆様、コロナで大変ですが、頑張って 株式会社　アメシス　様

今日の夜空が誰かの力になりますように！ 古橋　未友紀　様

筑西花火大会　誠におめでとうございます 鬼怒小貝漁業協同組合　様

卸団地は地域共生を目指しています 協同組合　下館綜合卸センター　様

ジアオーラでコロナ対策。負けるな筑西! メモリーテック株式会社　様

今、この瞬間を幸せでいましょう。 有限会社　海老澤運送　様

コロナ終息と子供たちの明るい未来を願って 有限会社　中沢工務店　様

市内の子供たちが毎日元気に送れますように 小室　髙志　様

コロナ終息祈願致します。 八丁タクシー株式会社　様

美季・月叶・珊瑚・明渚、健康で元気に‼ 阿部　卓夫　様

お家元・幸万里師匠　よろしくお願い致します。 松本　幸月　様

コロナに負けルナ！ニッポンbyイベコミ茨城 株式会社イベント・コミュニケーションズ茨城　様

家内安全商売繁盛 喜作鮨　様

初孫の七五三の記念となる花火大会です。 信田　和己　様

あたらしい花火大会がたのしみです！いろは 信田　彩羽　様

伊藤家・森下家の皆さんが健康でいます様に 伊藤　規将　様



麗禾ちゃん２歳のお誕生日おめでとう！！ 石嶋　真季　様

初めての祭典・応援しています 株式会社　風實　様

筑西から日本に元気を！ 谷地田 恵太　様

花火大会の開催に感謝します！！！！！！ 山崎　智也・祐美　様

疫病終息祈願・同友クラブ創立60周年記念 同友クラブ　様

New Action For the Future 下館ロータリークラブ　様

アイデアで『自分らしく暮らす』をデザイン 有限会社　宮田建設　様

花火大会の開催おめでとうございます。 道の駅グランテラス筑西　様

感謝の気持ちを花火に込めて、ありがとう！ 株式会社ティエムハウジング　様

筑西市の活性化を応援します！！ ＡＲＵＰＡ（一社）地域資源活用推進協会　様

新成人の皆様、おめでとうございます！！ 森建設株式会社　様

新成人へ大いなる明るい未来に願いを込めて 株式会社　吉江組　様

新成人の方。コロナに負けず頑張りましょう 三菱ふそうトラック・バス株式会社　様

今夏、水害に見舞われた方々にお見舞い申し上げます。 馬場　泰則　様

【２０２２年度ご協賛】
地に空に平和を。 株式会社　須知工業 様

ちくせい花火大会開催お慶び申し上げます。 やまと技研株式会社　様

コロナが早く収束することを願います 小田部　成実　様

筑西市の皆が幸せになりますように サロン　シエル　様

コロナに負けるな　みんなでがんばっぺ 日本物理探鑛株式会社　東関東支店様

花火！はじめましょ！ 白川　みち代　様

彩葉ちゃん誕生日おめでとう 加藤　修志　様

コロナ終息と地域繁栄を願って！ 株式会社正栄デリシィ筑西工場　様

コロナ禍からの復興を祈念して 有限会社大信商事　様

コロナ禍からの復興を祈念して 小島行政書士事務所　様

想像から創造へ。頑張ろう、筑西！！！ 富山コンクリート工業株式会社　様

こどもたちのみらいとえがおのために NPO法人　きなり　様

商売繁盛！！沢山の人を笑顔に・・・。 有限会社フジタ　千石ヤ　様

筑西よ、花火のように舞い上がれ 伊坂　保宏　様

パパイヤを食べて健康になろう！ 山来　様

ケーブルテレビは筑西市を応援します！！ ケーブルテレビ株式会社　様

昨年できなかった花火大会、楽しみです。 館最中本舗　有限会社湖月庵　様

ちくせい花火大会開催おめでとうございます ネッツトヨタ茨城株式会社　様

世界平和祈願 塚田建材株式会社　様

心の底から、楽しみにしております！ 医療法人しろくま会 しろくまサンの小児科アレルギー科 様

フラダンス生徒募集中！ 株式会社柳田製作所・柳田フラスタジオ　様

夜空に希望の大輪が咲きますように!! 株式会社日本水泳振興会　栃木営業所　様

花火大会の成功を心よりお祝い申し上げます 株式会社楠原管工業　様

2022花火大会開催おめでとうございます。 株式会社アースエンタープライズ　様

賑わいのある街となることを望みます。 有限会社　白井商店　様

コロナ終息祈願 岩渕　進　様

埼玉から来ます茨城の花火大会楽しみです 斉藤　真吾　様

花火と勇気や元気もあげていきましょう！ 古橋　未友紀　様

6月20日に筑西市民の仲間入り。よろしく！ 信田　鉄士　様

定年退職記念 川島　正道　様

～為せば成る、為さねば成らぬ、何事も～ あお整骨院　様

筑西市民の皆さまのご多幸を祈念申し上げます 株式会社田中工務店　様

福は内、コロナ退散 株式会社マスゼン

☆筑西の夜空に大輪の花火☆ 石川　雅也　様

明るい未来へ願いを込めて 焼鳥　桃太郎　様



ママとトモちゃんへ 須田　直樹　様

筑西市の夜空に夢と希望の花を咲かせよう 黒須　良男　様

開催ありがとうございます 斉藤　芳一　様

みんなが元気に暮らせますように！ 伊澤　恭大　様

みんなが元気に暮らせますように！ 伊澤　陽大　様

花火大会の大成功を祈念しております 明治安田生命保険相互会社　つくば支店　様

◆◇◆あたたかいメッセージの数々、ありがとうございます◆◇◆


