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世界一 魂のラストスターマイン
四尺玉 三尺玉 尺玉300連発

「想いをかたちに」鴻巣の夜空に大輪の花を咲かせます！！

すべては皆さまの笑顔のために‼すべては皆さまの笑顔のために‼
花火大会の模様はＪ：ＣＯＭチャンネル（地デジ11ch）にて18時から生放送します！

❶ 開幕の宴 鴻巣市商工会青年部有志 誇りを胸に！燃えよ！商工会青年部!!目指せ四尺継承！

❷ スターマイン　100,000円 アーク法律事務所 法律相談なら、信頼と実績のアーク法律事務所。

❸ スターマイン　100,000円 曙機械工業（株）・アケボノ技研（株）創業93年の曙機械工業グループは地元鴻巣とともに！

❹ 同時打ち　100,000円 石井 洙光 律子さん今日は17回目の結婚記念日だね。
これからもよろしく！

❺ 同時打ち　100,000円 伊藤忠エネクスホームライフ関東（株）鴻巣支店・（株）イングコーポレーション 史上初！逆川のスタンドにゆうちょ銀
行ＡＴＭオープン

❻ 同時打ち　100,000円 （株）オンリーワン みんなで盛り上げていきましょう!!

❼ スターマイン　100,000円 （医）ＭＳＡエクセス　村越外科　胃腸科　肛門科 地域医療の為従業員一同力を合わせてがんばります。

❽ スターマイン　100,000円 梶山工業（株） 青年部の皆さん今年もありがとう。応援しています。

❾ スターマイン　100,000円 （株）カネショク 玉子焼一筋20年以上!!味にこだわるカネショクの玉子焼

� 同時打ち　100,000円 （株）ウェルフェア 世界へ羽ばたけ鴻巣商工会青年部、更なる発展へＧｏｅｓ ｏｎ!!

� スターマイン　100,000円 草の根建設（株） 支えて頂いている方々への感謝を忘れず頑張ります。

� スターマイン　200,000円 おおはし薬局の花火大好きおばさん お～い。お～い。
花火おばさんのスターマイン始まるよ。

� 音楽コラボ
スターマイン

富士電機グループ
富士電機設備技術センター・富士電機機器制御（株）・富士電機エフテック（株）
富士オフィス&ライフサービス（株）（ひまわり館）・富士電機ＩＴセンター（株）
富士電機リテイルサービス（株）・富士物流（株）北関東支社

� 同時打ち　100,000円 （株）エヌティ 人材は企業の財産　企業と人の縁結び　人材派遣のＮＴ

� スターマイン　100,000円 鴻巣市水道協同組合　鴻巣市指定下水道排水設備工事店組合 水道と排水のトラブルはお任せ下さい。

� スターマイン　300,000円 旭科学（株） 夜空に咲いた鴻巣花火、
バンザイ、バンザイ！　旭科学（株）

� 同時打ち　100,000円 インプラス（株） 地元のゲーム会社です！任天堂３ＤＳ黒子スタイル!!



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

� 音楽スターマイン
十三浦伝説恋の津軽十三湖

宮内たけし音楽事務所・（株）エービック・（宗）寳持寺
（有）和風レストラン　とき・（有）細野工業・（有）坂口石油
（株）静岡ヤマサ園・ガーデンセンター　さにべる
メナード化粧品　ルレーブ星宮（代）・山口土地家屋調査士事務所
鈴木税理士事務所（鴻巣・北本倫理法人会）

� 同時打ち　100,000円 （株）関東コーポレーション ゆりちゃん10月6日22回目の誕生日おめでとう

� スターマイン　200,000円 （株）サンスイ 水を通して皆様の生活に安心安全をお届けする

� スターマイン　100,000円 こうのす法律事務所 皆様の健康と発展をお祈り申し上げます

� 同時打ち　100,000円 商工会青年部50会 大久保・板谷・東川・関口・豊島・駒澤・早川・溝口・東・加藤

� スターマイン　100,000円 鴻巣薬剤師会 お薬を通して、皆様の健康増進に寄与します。

� スターマイン　110,000円 美容室　マッシュ 最高の技術と接客。地域一番店のマッシュです。
今後共宜しくお願い申しあげます。

� 同時打ち　100,000円 キャンアイドレッシー　トゥクレアネイル大宮店 ネイルサロンキャンアイドレッシーへ是非お越し下さい

� 同時打ち　100,000円 （有）遠忠屋運輸 タクシーのご用命は遠忠屋タクシーをおねがいします

� 同時打ち　100,000円 （株）シード　鴻巣研究所 コンタクトレンズ、メイドインニッポンのシードです。

� スターマイン　300,000円 鴻巣市建設業協会 豊かで住みよい街づくりに貢献する
鴻巣市建設業協会

� 一斉打上　300,000円 津田工業（株） お陰様で50周年。
次の50年を目指し私達は前進します。

� 同時打ち　100,000円 （株）ジェイコム北関東 鴻巣の話題はJ:COMチャンネルで放送中！見てね！

� 同時打ち　100,000円 （宗）長福寺 祝　第14回こうのす花火大会

� 一斉打上　200,000円 大日製罐（株） 総合容器メーカーとして、社会に貢献する大日製罐

� 同時打ち 黒沢薬局（本店・加美町店・人形町店・滝馬室店・
小松店・ドラッグクロサワメガドンキ店）故郷鴻巣に咲かせよう！大輪の四尺玉！

健康バンザーイ

� 音と光のコラボレーション
Pray for Japan

（株）篠崎運送倉庫
（株）太章興産・（株）ウイングス

業界初4ℓボトルで楽々交換。尾瀬の湧き
水お届けします。

（株）増田総研・増田税務会計事務所 財務管理はおまかせ下さい。花火バンザイ

（株）イシワタ 水まわりガスのことならイシワタへ。農業も応援してます

（株）小林ビルト 祝　第14回こうのす花火大会

� 同時打ち　100,000円 スナックかよ 葵♡誕生おめでとう!!早野家五世代揃いました。感謝☆

� 同時打ち　100,000円 スマイルハウス（株） 信頼と実績、安心の家づくり　住まいのスマイルハウス

� スターマイン　100,000円 コスモス大学校26期生有志 コスモス大学で人生の大きな大きな華を咲かせています

� スターマイン　110,000円 （株）オオツカハイテック カタチにします、カムから航空宇宙、そして未来を!!

� 一斉打上　200,000円 東鷲宮　酔っ払い友の会 弥太郎さん香さん一美さん、初孫誕生オメデトウ!!

� スターマイン　100,000円 コタエルハウス山岸工業（株） 思いにこたえる家づくり分譲注文住宅のコタエルハウス

� スターマイン　100,000円 （株）諏訪工芸 和太鼓のことなら諏訪工芸

� 同時打ち　100,000円 関根住宅建設（株）グループ 桧の大黒柱と丸太梁の見える家

� 同時打ち　100,000円 （株）武駒産業、（株）レア 親切・丁寧・技術の武駒産業グループ。
すべては皆様の笑顔のために！

� みらいへのかがやき
330,000円

広総業（株）・たけうちクリニック
グリーン歯科

広総業（株）・たけうちクリニック・グリー
ン歯科は皆様の健康と発展をお祈り致
します。

� スターマイン　200,000円 トヨタＬ＆Ｆ埼玉（株） フォークリフトから自動倉庫まで何でもおまかせ下さい

� 同時打ち　100,000円 田悟　義直 天国のヨリコへありがとうありがとうありがとう

� 同時打ち　100,000円 ナカヤマ装業・藤野板金 じい、ばあ、う～んと長生きしろよ、
元気いっぱいなひろなへ

� 三段打ち　300,000円 鴻巣地区仏教研究会 今度の仏教講演会、講師は玄侑宗久だ!!
来月4日クレア宜敷!!

� スターマイン　100,000円 赤澤　聡 第14回こうのす花火大会を応援します。



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

� 音楽コラボ
コスモス乱舞

（有）アルムと鈴木塗装 不動産の事なら（有）アルムへ　塗装の事なら
鈴木塗装へ

建設埼玉桶川地本青年部（有）大熊木工所
鴻中昭和63年度卒業同窓会 今年も、こうのす花火大会開催うれしい！おめでとう！

（有）笹島商店 祝　第14回こうのす花火大会

ショー技研工業（株） ハルキ、アツト、アサト、サラサ元気に育ってね。ジジババより

末っ子Ｓ 第14回こうのす花火大会を応援します。

善勝寺 すべての人々の安らぎと平和な社会の実現を願って。

（有）手島運送 日配･配送のパイオニア。躍進する手島運送

読売新聞鴻巣赤見台 日頃より読売新聞日経新聞ご愛読ありがとうございます

陸田　典志・学 11月29日にどんぐり会バザー開催します!!みんな来てね

Ｙ　ｔｏ　Ａ 明美へ　打ち上げるぞ！　しっかり見てろよ！

ヘアー　デザイン　リアン・スプリーム 祝　第14回こうのす花火大会を応援します。

� 一斉打上　200,000円 （株）風憩セコロ 環境に優しい照明灯、ソーラー照明灯は風憩セコロへ

� 同時打ち　100,000円 平成三年度卒　埼玉栄高等学校　栄会 今年も僅かですが、一度は全員参加で盛り上がろう

� 同時打ち　100,000円 ミヤザワ工業（株） 頑張れ！商工会青年部！いつも感動をありがとう！

� 同時打ち　100,000円 （有）スパイダーウェブス・大宮鉄板焼きあじと・北眞舘 届け東北へ!!心はいつまでもSTAY GOLD!!

� スターマイン　300,000円 （株）ハート不動産 皆様の“夢の実現”ハート不動産に是非お任せ
下さい。

� スターマイン　260,000円 鴻巣ひな人形協会 ガンバレ日本！　雛人形のふるさと鴻巣より
願いを込めて！

� スターマイン　100,000円 ★ｔｅａｍ Ｉ ＆ ＨＹ★ ギラギラメッキはすぐ剥げる！
変わらない心を持ち続けるｔｅａｍです。

� スターマイン　100,000円 Ｔｅａｍ Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ sｔｙｌｅ 永遠の友情咲かせます。
世界でひとつのスパークリング

� 同時打ち 神田ファミリー＆有志一同 神田興業おめでとう！みんな応援してます♡

� 銀柳大瀑布 （株）タナベ建設 施工技術と信頼で地域社会へ貢献します!!

� スターマイン　100,000円 テイ・エステック（株）埼玉工場 1日も早い震災復興を応援します。頑張れ日本！

� スターマイン　100,000円 樋口屋 皆様のご愛顧に感謝!!きもの・振袖の樋口屋です！

� スターマイン　450,000円

吹上なかよしグループ
（有）ふとんのふなやま、（有）吹上鳥正、（有）細谷製作所、
（有）野口商店、（有）室田製作所、シバサキプラント、
ネイルサロン　キャンアイドレッシー熊谷店、

（有）フラワーショップせきね、（株）オオツカ

♡吹上なかよしグループは鴻巣
市商工会青年部を応援します♡

� 合同花火 「 ドッカーン！」　心をひとつに…
� スターマイン　100,000円 （有）平賀設備工業 人生も折り返し、未来に向けてもう一勝負!!気合だ!!

� 同時打ち　100,000円 伊奈町商工会青年部有志 10月18日伊奈Ｂ級グルメどん丼食べな祭開催します

� 同時打ち　100,000円 （宗）龍昌寺・放光寺 祝　第14回こうのす花火大会

� スターマイン　100,000円 （株）福島設備・（有）ナカマ設備工業 会社の発展家族の健康青年部の益々の発展を
祈願します

� スターマイン　300,000円 （株）三陽マテリアル 今年も来ました、皆様ご協力を感謝いたします。

� スターマイン　310,000円 仁科整形外科、須田歯科医院、松村歯科医院、（有）ボウレッグ 介護老人保健施設　秋桜10周年記念。
須田歯科、松村歯科、（有）ボウレッグ。
おめでとう。

� スターマイン　100,000円 モード．サロン．キヨ 祝　第14回こうのす花火大会

� 同時打ち　100,000円 （一社）鴻巣北本青年会議所 創立40周年の鴻巣北本JCをよろしくお願いします

� 同時打ち　100,000円 （医）献成会　ハッピー歯科 お口の健康を通して、家族みんなをハッピーに



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

あいおいニッセイ同和損保（株）飯島裕孝・直樹 地域密着。気軽にご相談下さい。
昱（株） 祝　第14回こうのす花火大会
アサヒ紙工（株） 祝　第14回こうのす花火大会

（福）一粒　吹上富士見共生プラザ風の街 鴻巣花火大会おめでとう。一粒・風の街のみんなより
うらしま 愛情たっぷり、うらしまの手作り弁当で元気はつらつ!!
ＮＰＯ法人　鴻巣こうのとりを育む会有志 コウノトリを鴻巣の空へ飛ばしましょう！
エルミこうのすショッピングモール おかげさまで8周年。これからも地域の皆様とともに。
おおさきクリニック 第14回こうのす花火大会を応援します！
大野建設（株） 祝　第14回こうのす花火大会
おおむらさきゴルフ倶楽部 花火大会　おめでとうございます

（株）岡野工務店 幸せ家族の応援団。ハイブリットソーラーは夢工房まで
（株）小川商店・ゲートイン鴻巣ＳＳ 第14回こうのす花火大会を応援します！
おそうじ本舗　鴻巣駅前店 頑固な汚れもすっきりキレイにおそうじ本舗鴻巣駅前店

（株）菊英ドライクリーニング 鴻巣人形町老舗の洗濯屋、きらりと光☆おもてなし。
クリクラ鴻巣 今年もまたやりつづけます。クリクラ鴻巣をよろしく！
黒田会計事務所 第14回こうのす花火大会を応援します！

（医）鴻生会　小室クリニック 小室クリニックでは「糖質制限食」を推進しています
（学）鴻ノ巣学園　認定こども園　エンゼル幼稚園 おかげさまで60周年を迎え認定こども園になりました。
鴻巣敬神会露商組合 第14回こうのす花火大会を応援します！
河野小児科医院 子供達のいじめや虐待のない良い街をつくりましょう。
鴻巣花き（株） 第14回こうのす花火大会を応援します！

鴻巣川里工業団地工業会 会員企業の健全な発展と地域社会との融和を目指します。
（学）鴻巣佐藤学園　鴻巣幼稚園 明るく元気な子ども達の笑顔で一杯の鴻巣幼稚園
鴻巣市消防団 生命身体財産を守る鴻巣市消防団　元気だぞ　募集中
鴻巣市職員　鴻和会 第14回こうのす花火大会を応援します！
鴻巣吹奏楽団 祝14回。夜空に響く花火のように、心に響く音楽を。
鴻巣フラワーセンター（株） 花は心を癒してくれます。
鴻北クリニック 健康一番！健診で皆様の明日の笑顔のお手伝い
九日会 祝第14回こうのす花火大会を応援します

（株）埼玉日正 祝　こうのす花火大会
サンビレッジクリニック鴻巣 コンコン、ゼーゼー、ヒューヒュー、お早めに受診を！
じてんしゃの　サイド商会　鴻巣店 安全･快適！楽しい自転車ライフを応援します!!

（株）清水商店 輝ける日本の未来に…！躍動する青年部を応援します。
（宗）常勝寺 春はポピー、秋は花火、花の街鴻巣、花のお寺は常勝寺！
（有）シンセイ 祝　第14回こうのす花火大会
スウィン鴻巣スイミングスクール・スポーツクラブ 初めの一歩はスウィンから。ココロとカラダを健康に！

（株）杉田工業 解体工事お任せ下さい。寄居の杉田工業をお願いします
（株）セキュリティ 第14回こうのす花火大会を応援します！
大成ロテック（株） 暑い町鴻巣に「涼しい道」を!!大成ロテック株式会社
ダイドーティスコムビバレッジ（株） こころとからだに、おいしいものを。
髙松商事（株） 祝　第14回こうのす花火大会
チーム男の水商売 こうのすがますます発展しますように

合同花火　50,000円

合同花火　70,000円、60,000円
（株）岡崎建装 70,000円 祝こうのす花火大会。塗装の事、何でも御相談下さい。

（株）日新テック 70,000円 商工会青年部、今年も有難う。優太、崚平も応援するヨ！

秀樹×美紀　　 70,000円 祝♡５周年！いつも頼りにしてるよ。秀さんありがとう

（有）阿部接骨院 60,000円 疲れたあなた！心と体をほぐします。阿部　接骨院

（株）大塚建設 60,000円 自由設計住宅バリアフリー住宅一級建築士が承ります

かねはち 60,000円 祝　第14回こうのす花火大会

鴻巣市内郵便局 60,000円 祝　第14回こうのす花火大会

（株）直徳 60,000円 ハサミの直徳。全ての子供達の健やかな成長を願います。

（有）藤友工業 60,000円 祝　第14回こうのす花火大会。ガンバレ商工会青年部!!

（株）保健科学　東日本 60,000円 検査を通じ地域の医療と環境に貢献する保健科学東日本

合同花火　130,000円、100,000円

F&Mコンサルティングジャパン（株）・健康一番（株）
130,000円

おかげ様で4周年！
カーブス鴻巣本町！
筋トレ最高！

大橋塗装 100,000円
この街の活性化と子
どもたちの未来のた
めに！

おさしみの店　魚七 100,000円
吹上駅南口おさしみ
の店魚七!!　刺身販
売しております!!

（株）加藤土建工業 100,000円
今年度、青年部長
の加藤です。 粋男
流儀でがんばります

（株）亘成興業 100,000円
工事内容に最適な
足場を施工します。
足場の事なら亘成へ

鴻巣市部課長会 100,000円 鴻巣市合併十周年
おめでとうございます。

（一財）公園財団吉見総合運動公園 100,000円

ソフトバンク（株） 100,000円

（株）レンタルのニッケン鴻巣営業所 100,000円

� スターマイン　200,000円 （有）平川板金工業　（株）シムラ　（株）大和建設　ヨシダ工業 マリアちゃん！成人式おめでとう！

� Red splash　300,000円 コカ・コーライーストジャパン（株）
� 音楽スターマイン

500,000円 （株）アルファリンクス・（有）フルヤマ 新築リフォームはアルファリンクス・ベア
リング販売のフルヤマ

� スターマイン　130,000円 （有）木村クレーンリース 堤社長!!社員一同あなたの復帰を心より願って
ます。

� スターマイン　140,000円 （有）尾身工務店・森山吹付工業・吉野設備工業
� 同時打ち　100,000円 （有）田中建材工業 祝　こうのす花火大会

� 同時打ち　100,000円 （有）豊島精機 地元の誇り鴻巣市商工会青年部。
今年も感動をありがとう!!

� スターマインからの尺玉同時打ち
200,000円 （株）エーティーホームズ 不動産の購入・売却の窓口

エーティーホームズ

� 鴻巣市発展の花
500,000円

（株）フラワーロジテム鴻巣
セブンイレブン北本深井６丁目店
鈴木自動車工業（株）
久保電気（株）

（有）福島製作所

祝　第14回こうのす花火大会

�
音と光のコラボレーション

彩北大乱舞　1,000,000円（株）彩北工業 ブンブンブンパラリヤパラリヤでおなじみの彩北
工業です。

� 黄金錦大乱舞　400,000円 鴻巣アドバンス（株）・（有）エヌ・ビー・サービス
イツモレンタカー北本深井店

引越♡物流はアドバンス！各車種　販売、
板金修理はエヌビーで！不動産管理・販売・
買取はアドバンスホーム　レンタカー好評
貸出中

� 鳳凰乱舞 ～四尺玉含む～



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

あおばクリニック 皆様の健康をお祈りいたします
（株）秋山自動車整備工場 安心！安全！ていねい！車検・修理のご用命は秋山自動車へ！
アキヤマ商会 手術無事終了大変お世話になりました
あきやまドライブイン うまい！早い！安い！一度ご来店下さい。

（公社）上尾法人会鴻巣支部 祝　第14回こうのす花火大会
（株）アサヒコミュニケーションズ 祝　第14回こうのす花火大会
（株）アサヒ創建 皆さんの健康を願います
（有）浅見サッシ店 窓ガラスの結露対策や二重サッシは当店にお任せ下さい
（株）芦葉建設 鴻巣市商工会青年部の大活躍を祝し一発!!
あすなろ整骨院 祝　第14回こうのす花火大会
阿部塾 祝　第14回こうのす花火大会
荒井建設（株） 突然の雨もり、さあ大変！そんな時出番です。雨もり受ける君

（株）アルファメディック寺田薬局 プレミアな花火で元気にします！
（株）石川建設 第14回こうのす花火大会を応援します！
（有）石島建材 祝　第14回こうのす花火大会
いづや化粧品店 輝き発見！すてき発見！なりたいきれいを応援します。
伊藤　浩一 祝　第14回こうのす花火大会
伊藤畳店 おかげ様で今年も花火を上げられます。秋の夜長を青畳で…
伊藤　美智子　佳弘 夫・父のために！23回忌安らかに！

（有）いろは旅舘 新鴻巣音頭をよろしくお願い致します
岩本　真美 祝　第14回こうのす花火大会
梅寿し 実行委員の皆様お疲れ様です　がんばってください

（株）エイチ・アイ・プロデュースシステム 祝　第14回こうのす花火大会
（有）エース運送 祝　第14回こうのす花火大会
エネスタ鴻巣 ガスのこと住まいのことならお気軽にどうぞ
エビス食品（株） 祝　第14回こうのす花火大会
エビスヤ葬儀社 第14回こうのす花火大会おめでとうございます！
ＬＰガス協会　鴻巣地区会 選ばれるエネルギー「ＬＰガス」を目指します。
大嶋三姉弟 これからも三姉弟は元気に仲良く大きくなっていきます
大谷　正勝 祝　第14回こうのす花火大会

（株）大塚商店 第14回こうのす花火大会を応援します！
（株）オオヒラ 顧客満足度業界ナンバー１を目指す段ボールのオオヒラ
大山　貞二 「ふうと」くん、満１歳おめでとう！健やかに育て！
岡安工務店 祝　第14回こうのす花火大会
おちあい薬局 漢方と自然薬化粧品の落合薬局オープンガーデン10周年５月に待ってるね!!
おぢいさんの店★田中　肇★誠 おもちゃのことなら　桶川駅前通り「ぢぢ店」へ!!

（有）乙女屋 いつまでもキレイに輝く乙女屋美人の皆様に幸あれ!!
（有）加藤自動車整備工場 オアシス点検オアシス車検の加藤自動車整備工場へ
（有）かねすぎ商店 笑顔が好きあなたが好きこの街が好き・青年部ガンバ!!
ガラス屋カンノ 自動車ガラスはガラス屋カンノ
関東食糧（株） これからもずっと地域の食を支え続けていきます。
木村木材工業（株） 商工会青年部のみなさん毎年ありがとうございます。
共栄土地建設（株） おおとり祭りでは復興支援で被災地石巻のさんまを売ります

（株）行田ガーデン 祝　第14回こうのす花火大会
協和化工（株）埼玉工場 技術で見つめる大気の未来きれいな空気と未来のために

（株）協和電化サービス おうちのコトナラキョウワデンカサービスえ
（株）くつろぎ 祝　第14回こうのす花火大会
（株）久保田燃料・ケアプラス 介護リフォーム、福祉用具でお困りなら御相談下さい。
ＫＵＭＯＮ鴻巣宮前・笠原・加美教室 算数・英語・国語はくもん鴻巣宮前・笠原・加美教室へ

（有）呉設計事務所 がんばれ！花と人形の町鴻巣市
ＫＮＤ有志 祝　第14回こうのす花火大会

（医）鴻愛会　こうのす共生病院 皆様の健康とご多幸をお祈りしております!!
幸田　幸子 ババは元気です。今年も花火大会に参加できて幸せです。

（株）河野組 祝　第14回こうのす花火大会
河野工務所 心地よい住まいづくり、長寿の家の河野工務所
鴻巣・北本倫理法人会 祝　第14回こうのす花火大会
鴻巣カントリークラブ 海外ゴルフツアーが当たるオープンコンペ開催中
鴻巣絆整骨院 頑張るあなたを応援！平日夜９時まで受付
鴻巣市青色申告会 記帳、決算、申告は鴻巣市青色申告会までご連絡下さい。

（一財）鴻巣市観光協会 祝　第14回こうのす花火大会
鴻巣市商工会　女性部 女性パワーで地域貢献します!!
鴻巣市商店会連合会 祝　第14回こうのす花火大会
鴻巣市消防団第17分団有志 僕たちの街は僕たちの手で守る！第17分団におまかせ♡
鴻巣市農業協同組合 祝花火大会!!年金のお受け取りは便利で安心なＪＡへ！
鴻巣ジュニアサッカークラブスポーツ少年団 お陰様で創立30周年ＯＢ・ＯＧの皆様お元気ですか

（有）鴻巣石材 ご先祖様の供養のお手伝い、墓石・お仏壇は鴻巣石材へ
（株）鴻巣電磁サービス 花火大会と共に鴻巣の未来に夢と希望を打ち上げよう!!

こうのす花火大会Ｆａｎ Ｃｌｕｂ こうのす花火大会！　今年も感動させて頂きます!!
鴻巣奉仕会 アミちゃん、エミちゃん、アカリちゃん。集めています。ひなちゃんカード
鴻巣立教会 今年もやって来ました。立教健児の精鋭が。

（有）鴻文堂書店 祝　第14回こうのす花火大会
工房かしの木 とんぼ玉のことはブログ『とんぼ玉の気持ち』を検索

（医）浩蓉会　埼玉脳神経外科病院 埼玉脳神経外科病院は、地域の未来のために頑張ります
（有）小島工務店 夜空に光り輝く笑顔の為ご尽力頂いた皆様に感謝します
後藤　正徳・山田　智広 ちさと・まお・きょうか♡さくら・あかり♡元気一番！

（有）小林造園 祝　第14回こうのす花火大会
（有）小森設備工業 毎年ステキな花火をありがとう。今年もたのしみです。
金野　光夫 今年もギネス花火で世界の平和を
サークルツー食品（株） 祝　第14回こうのす花火大会
埼玉縣信用金庫鴻巣支店・鴻巣西口支店・吹上支店 私達さいしんは皆様の夢や挑戦を全力で応援します
埼玉礦油（有） 鴻巣花火大会の鳳凰乱舞を見ずに、花火を語るな!!
埼玉水栓（株） 祝　第14回こうのす花火大会
埼玉トヨペット（株）北本支店 何かお車の事でご相談がありましたら埼玉トヨペットへ
サイトウ　システム　コミュニケーションズ ギネス登録おめでとうございます！当社も頑張ります。

（有）サイトウ電気 柊哉、渓太、莉乃香、香心、けがに負けずスポーツ頑張れ!!
斎藤　メグミ 祝　第14回こうのす花火大会
サイド商会　吹上店 祝　第14回こうのす花火大会
坂田　享俊 祝　第14回こうのす花火大会

（株）佐藤不動産 祝鴻巣花火大会!!ひな人形と花の街鴻巣の繁栄を祈って。
三愛治療院 祝　第14回こうのす花火大会
ＣＰサロン　ベビーリーフ おかげ様で１周年、これからもきれいの輪を広げます。
JR東日本　鴻巣駅 祝　第14回こうのす花火大会
塩ホルモン三島 鴻巣へお越しの際は、ぜひ塩ホルモン三島へ！

（医）慈心会　中村医院 今日も明日も皆様の健康と元気を応援します！
自然治癒療法院健康美 鴻巣で17年の整体実績県外から人気殺到のかっさ療法

（株）島村工務店 祝　第14回こうのす花火大会
白井自動車 寒くても熱いぜ！ＷＥＬＯＶＥ花火ＷＥＬＯＶＥ埼玉
シンコースポーツ（株） 大きな花火とたくさんの笑顔が咲くよう応援します！
スタジオ　Ｓ．Ｓ．Ｏ． 祝　第14回こうのす花火大会
SNACK AQUA 初めての方でも気兼ねなく楽しんでいただけるお店です
炭火焼肉　三宝苑 秋も花火と炭火焼肉三宝苑
西洋料理　メイキッス 落ち着いた雰囲気で本格的な西洋料理を。

（有）セイワ機工 機械工具のことならセイワ機工におまかせください!!
セブンイレブン　上尾上町1丁目店 祝　第14回こうのす花火大会
セブンイレブン　吹上南店 第14回こうのす花火大会を応援します！

（有）大晃商事 こうちゃん来年は１年生ですネ。友だちたくさんつくろう↗
太志・咲花・有花・綾香 いつもありがとう!!

（有）大秀興業 祝　こうのす花火大会
大正家　日本料理店 大小宴会は大正家へ♡おまちしております!!
田中歯科医院 第14回こうのす花火大会おめでとうございます
高橋建興（株） 第14回こうのす花火大会を応援します！
田口肉屋 祭りは田口のチャリティー10円コロッケです!!

（株）竹田建築設計 家のことなら竹田建築設計へ!!
（株）田島紙工 祝　第14回こうのす花火大会
たまご屋 たまご屋のお客様は　あった　かいんだ　から～～!!

（有）玉屋化粧品店 季節の変わり目です。皆様お元気にお過ごしください。
（有）ダン設備設計 祝　第14回こうのす花火大会
千明製菓（株） とってもおいしい千明だんご家族みんなで食べてね
智恵子＆久美子 恵美加ちゃん彩加ちゃん結愛ちゃん誕生日おめでとう。

（株）ティムスター アメ車の魅力を伝えて15年。アメ車はトレンドオートへ
手創料理酒処　さわ 家族が増えました。頑張りますのでよろしくお願いします。
寺田　隆徳 今年も応援します！頑張れ商工会青年部・鴻巣花火大会
天使の小箱 天使の小箱は今年で10周年を迎えます。
とおちゃん・かあちゃん・とも・ちーちゃん みきひろへ、そこから見える花火もきれいかな？
中島　五男 祝　第14回こうのす花火大会
長嶋管材（有） 第14回　こうのす花火大会を応援します。

（有）長島産業 第14回こうのす花火大会を応援します。
長島製粉（株） 祝　第14回こうのす花火大会
中丸３丁目ギャルズ　 今年も来れてＨａｐｐｙ♡みんな元気でがんばろう～!!
成塚　まみ子 お父さん、お母さん、ありがとうね！
西野　康隆 祝　第14回こうのす花火大会
日本植物運輸（株）埼玉営業所 祝　第14回こうのす花火大会
日本料理・中国料理　たつみ 第14回こうのす花火大会を応援します！
糠田氷川会 地域が育む糠田氷川会。未来に向かって大きく羽ばたけ

合同花火　30,000円

（医）アイシン　大塚医院 皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
（医）アイシン　よつばアイクリニック 皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
（株）鴻栄工業 祝　第14回こうのす花火大会
（株）荘内コンタクトレンズ　フォーリオ 皆様のお幸せをお祈り申し上げます

（株）中西製作所　北関東支店　 学校給食とともに　安心と信頼の総合厨房機器メーカー
農園野菜と炙り魚　煉 美味しい魚と旨い酒取り揃えてます!!煉　大宮西口徒歩５分

（株）福田興行 祝　第14回こうのす花火大会
まむろ幼稚園　鴻巣松原幼稚園 かけがえのないひとりとして

合同花火　40,000円

ＴＥＡＭ　輪持久業 ルールとマナーを守って楽しくロードバイクに乗ろう！
中央住宅消毒 あっ白蟻、予防駆除は地元創業37年の当社へ見積調査無料

（株）テイク 音響照明映像看板イベントの全てをサポート致します。
（有）手島興業 第14回こうのす花火大会を応援します。
西崎　康将・雅子 青年部頑張って下さい。
日本フエルト（株） なくてはならないもの。紙と共に98年。

（有）橋場商事 花かおり緑あふれ人輝くまちこうのす。鴻巣をきれいな街に
（株）橋本製作所 祝　第14回こうのす花火大会
（有）早田硝子店 ＯＮＥ　ＦＯＲ　ＡＬＬ　ＡＬＬ　ＦＯＲ　ＯＮＥ！
ひまわりこどもクリニック 鴻巣の子供達がひまわりの様な笑顔で過ごせます様に！
びゅ～てぃふるらいふ美容室 今年も皆様に感謝の気持ちを込めて♡ありがとう♡

（有）平賀工務店 住んで豊かな、木の住まい!!
ブラオフ ととちゃん、しろくまさん…結婚おめでとう！

（株）ベストグリーン 祝　第14回こうのす花火大会!!皆さまに感謝

ベスト保険グループ 安心と安全に願いをこめて☆東京海上日動ベスト保険グループ♡
（宗）法要寺 祝　第14回こうのす花火大会
（株）北伸 建物解体工事の北伸です。こうのす花火大会を応援します!!
松島　洋 祝　第14回こうのす花火大会

（有）松本木材 家のことなら松本木材へ!!がんばれ！青年部!!
三浦　勝二 第14回こうのす花火大会を応援します!!

（株）水野水道 青年部頑張れ！今年も4尺玉の成功を願ってるぞ！
（株）メデカルアシスト 祝　第14回こうのす花火大会
（株）柳津システムプラン 側量機器メンテナンス公共土木積算ソフトならおまかせ
（有）柳建設 優斗・星斗・七海の笑顔のために!!
（有）横田組 祝　第14回こうのす花火大会。鴻巣市商工会青年部を応援します
ラブラブ♡ヨーコ ひとちゃんの結婚、石井家の初孫、オメデトウ！

（医）わたまクリニック 健康に関すること、お気軽にご相談ください！

合同花火　50,000円



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

合同花火　10,000円
ｉｃｕｔ　鴻巣店 髪を切るなら宮前のカット専門店ｉｃｕｔへ
相川　孝 四尺玉に夢をのせて！これからも元気に楽しく暮らそう。
あおぞら薬局 エルミこうのす２階のあおぞら薬局です。ぜひお越し下さい。
アカデミア 11月14日は鴻巣御殿御参行列、歴史絵巻に花が咲きます。
秋葉　俊一 健康祈願
朝霞市商工会青年部 加藤部長率いての大会の御盛会を心よりお祝い申し上げます
朝陽 あさひ君、これからもたくさんの笑顔をみせてネ!!
アジア冷熱（有） 打ち上げてごらん、心の花火を。
あずまや葬祭 オメデトウゴザイマス

（有）あたらしや 祝　第14回こうのす花火大会
天野　賢 いっくん・しゅうちゃん、さかどへいってもガンバレ！
荒井鉄工所 第14回こうのす花火大会を応援します！

（有）荒井電気・エルメックアライ 電気のお困り事ならお任せ！お気軽にご相談下さい。
（株）有田ユニテム 特注ユニットバス製造しています。
（有）有馬製作所 がんばれ!!商工会青年部!!
生粋からのステーキハウス　Ｃｈｉｃｋ　Ｔａｃｋ　88 行田に新規ＯＰＥＮステーキハウスチック-タック８８
いきいきコスモスクラブ 第14回　こうのす花火大会を応援します！
池沢スタジオ 皆が集まったら家族写真の日　多人数撮影ご相談下さい
居酒屋　さくら 明るい店です。宴会も御利用下さい。
居酒屋　鮮八 祝　第14回こうのす花火大会
居食屋　なすび 定休日は水曜日です。
いしい酒店 那和・結都・那奈の健康を願う
石井　光子 第14回　こうのす花火大会を応援します！
石島　大輔 佳奈ちゃん誕生日おめでとう！みんな仲良く元気に育て♬
市川　玲菜 ♡琉稀大好きだよぉー♡

（有）伊藤商店 祝　第14回　こうのす花火大会
伊藤電設 祝　第14回こうのす花火大会
犬屋のよしだ ペットは家族の一員です。いつまでも大切に！

（有）伊与田自動車修理工業所 車のことなら、お気軽にご相談下さい!!伊与田自動車
伊与田　誠 がんばれ!!青年部!!
インテリア　ＫＥＮ 祝

（株）ウイズダム 智蕾、毎日書道展初入選おめでとう！

植松　良佳 天国のじいじいと上尾のばばへ良佳は年中になりました
うどん房　わらく みな様に、すてきな事がいっぱいありますように！
鰻　柳家 うまい鰻は柳家で！
宇野　秀夫 健康一番
栄窓店 鴻巣の花火のように皆様の笑顔が満開となりますように
ａｕショップ鴻巣 改装オープン致しました。皆様のご来店お待ちしてます。
エス・テイ工業 第14回こうのす花火大会を応援します。
Ｎ・Ｍ・Ｒ・Ｙ ココア、マロンずっと一緒♡
江原モータース 安心･技術･サービスで御奉仕します。

（株）エムエス・デザイン 祝！第14回こうのす花火大会
遠藤　貴洋 ミズキ高校受験頑張れよ!!

（株）生川工務店 地域の自然を活かした環境で木造１００年住まいづくり
大久保　綾香 キッチンNodayaよろしくお願いします!!
大坂　清、麗子 祝こうのす花火大会　今回も楽しみにしています。

（株）大澤木材 祝　第14回こうのす花火大会
大島　啓之 百夏・かほ・邦太の健やかな成長を願って！
太田　繁行 第14回こうのす花火大会を応援します！
太田商店 明るく楽しい町の駄菓子屋さんみんな来てね待ってます
大塚　憲二 オメデトウゴザイマス
大塚土木工業（株） カンちゃん、ちふちゃん、元気に大きく、大きくなーれ!!
オカノ工務店 祝　第14回こうのす花火大会

（有）小沢金物店 建物金具、工具、刃物、業務用品は是非どうぞ
御成町商栄会 お買物はレンガ通りの御成町商栄会でぜひどうぞ!!
折宗商店 祝　第14回こうのす花火大会
学生専科　さどや 学校用品なら、いつでも「さどや」へ
家族酒家　おしどり 日本海の味が、楽しめる店
カットステーション　三孝 ★皆様の健康と明るい未来をお祈り致しております★
Ｃｕｔ　Ｒｏｏｍ　ａｃｃｈｉ 今年も盛り上がれ鴻巣花火大会！
桂川 かつらがわにかんぱい!!
加藤　卓司 子供達も自立。これからは２人の時間を大切にしようね。
金子　昇 丈夫な身体を鍛えよう!!

（有）金子化成 まお、まき、くうや、じゅんや　べんきょうがんばれ

合同花火　２0,000円
あおば労務経営事務所 商売繁盛！商売繁盛！　カモン！
秋葉の～えん 新幹線沿いの直売所から新鮮な梨とブドウをお届けします
上尾法人会吹上支部 第14回こうのす花火大会を応援します

（株）朝日観光バス 目印は黄色のボディーの観光バス。旅のご用命は朝日観光バスへ！
荒川自動車整備工場 心を込めた修理・整備・販売を心がけています。
いしばし商店会 がんばれ!!商工会青年部!!
稲員　小夜子 みんなのしあわせねがって……ありがとう
井上　章 ♡ハナちゃん　１才お目出とう
井上　清 ☆祝　還暦おめでとう
18鴻巣ボクシングジム 祝　こうのす花火大会

（有）岡田製作所 祝！第14回こうのす花火大会
（有）岡田モータース 祝！第14回こうのす花火大会
（有）オカダヤ寝具店 ガンバレ青年部!!寝具の事ならオカダヤ寝具店へ!!
桶川市商工会青年部 桶川市商工会青年部はこうのす花火大会を応援します!!
Ｈｏｍｍｅ　ｈａｉｒ　ｓａｗａｄａ 男前になるなら！ Ｈｏｍｍｅ ｈａｉｒ ｓａｗａｄａ

（有）カトウ工務店 仲秋の花火も、なかなかいいものですね。
（有）加藤農機 農機具販売修理。水道工事。おまかせ下さい。吉見町加藤農機
（有）川辺瓦工業 仕事に感謝・健康に感謝・皆様に感謝です。川辺瓦工業
ギャラリーカフェ　ストーク 押し花展開催中

（有）クネット 電子工作キット設計販売のマイコンキットドットコム
（医）クリエイト　馬橋歯科医院　吹上診療所 吹上鎌塚の馬橋歯科医院です。お気軽にご相談下さい。
けやき 御来場の皆様の御多幸と御発展を御祈念申し上げます

（有）県央みずほ斎場サービス オメデトウゴザイマス
鴻巣市・金子 祝!!金婚式　＆　祝!!成人
鴻巣市商工会職員一同 こうのす花火大会を応援します。
鴻巣水曜ロータリークラブ 第14回こうのす花火大会おめでとうございます
鴻巣整体院 みなさまのご健康をお祈りします。

（有）コウノ電化センター あなたの街のでんきやさん　家電販売・リフォーム

小暮　祐二 悠祐ドーン！壮祐ドーン！瑛祐ドーン！ひとみドボン！
Ｇ・ファイナル 芽依・蒼大・ジジ・バァバは可愛い笑顔に元気を貰ってますよ
白い毛並みの仲間達 祝　第14回こうのす花火大会
末廣屋呉服店 きものと和装小物の店、末廣屋呉服店です。
スナック　麻湖 午前11時より営業カラオケ大好きな人みんなあつまれ
大洋液化ガス（株） 祝　第14回こうのす花火大会
武井板金 家のことなら、武井板金へ!!
田中　和子 今年も元気に参加します。うれしい！楽しい！大好き！

（有）だんご屋商店 がんばれ！鴻巣市商工会青年部！
チーム　はなっぺ 今年もみんなが幸せになれますように！
近松　優 みんなとなかよくたのしくくらしたいです

（株）長嶋屋 信頼と奉仕を結ぶ！　長嶋屋・長嶋屋　長嶋屋！
♡ねづか女子♡ 彼氏募集してます。
花火大好き　町田家★清野家★鈴木家 花火大好き一家大集合♪　頑張れ鴻巣市商工会!!
美容室　Ｚｉｇｇｙ-Я ＴＥＬ　０４８－５４８－８５８４（予約優先）
廣島製袋 祝　第14回こうのす花火大会
深井板金 楓璃２才おめでとう！家族みんなの健康を願います！

（株）フクシ・エンタープライズ埼玉支店 今年も笑顔で感謝を忘れず頑張ります。
ＨＡＩＲ　ＬＥＳＳＲＥ 第14回こうのす花火大会を応援します！
ベーカリー　オリーブ 祝　第14回こうのす花火大会

（株）まっつん 家族みんな元気で頑張ろー！
馬室の前田家一同 「彩の国100㎞徒歩の旅」10回の開催に乾杯！

（有）峯尾農機 毎年花火に感動しています。今年も楽しみです。
明和精機（有） 祝　第14回こうのす花火大会
矢部測量設計事務所 商売繁盛！　前進あるのみ！

（有）山口工事 鴻巣市商工会青年部の皆様ありがとうございます。
吉荒　大祐 サキとダイキの健康と幸せを願って

（有）吉田商店 祝　第14回こうのす花火大会！
（株）青木興産
青空会
秋山佑子社会保険労務士事務所
阿部　寛

（有）新井製あん
池田兼男税理士事務所

（有）一橋商事
伊奈薬局

（株）井野工業
今井　佳子
印ショップ

（株）エム・アイ・ピー
エムワン
大野

（有）荻野ガラス店

奥ちゃん
かつ膳
金澤　正博

（有）川里防災設備
北里大学メディカルセンター

（株）共栄ドライ
工藤　万里子
熊倉　辰徳
小池酸素工業（株）埼玉営業所

（有）孝青工業
小島　新之輔
小林　陽樹
斉藤　次男
酒と米の専門店　リカリッシュ
笹原商店（株）

（有）佐藤測量設計事務所
（株）三幸住宅資材センター
清水　覚
杉山　喜範
鈴木　雅哉
須田商店
セピア美容室

（株）ダイエー自動車販売
髙鍋　宏規、三枝

（有）タカハシ綜合設備
武井さん家
竹内　英也
田辺　アカネ

（医）田辺耳鼻咽喉科医院
谷口　通朗

田原　孝幸
千葉　龍雅

（株）土屋鉄工
長澤　孝紀
中根不動産
西山　成人
日進合成工業（株）
新田　明彦

（有）萩原鉄工所
橋詰正道税理士事務所
長谷川　雄摩
ハラエンジニアリング（株）

（株）吹上米穀
ボギー商会
保科　明美

（株）増田紙業
増元　秀喜
名代　四方吉うどん
武蔵積栄サービス（株）

（有）モスグリーンナチュラル
やきとり新志
休場　貞文
山口農園
山﨑建材

（有）ヨシノインテリア
（株）冷暖坊
ＹＥＭ
渡辺　康史
ワタナベリフォーミング（有）
匿名希望1件

（有）バイクステーション バイク便のバイクステーションです。詳しくはＷｅｂで
（有）萩原農機 家庭菜園からプロ農家までフルサポート。ガンバレ日本農業!!
橋本自動車 祝　第14回こうのす花火大会を応援します!!
長谷川タクシー（有） 祝　第14回こうのす花火大会
花の店　ダンエモン 季節の花、取り揃えております。花の店ダンエモン。
パブ　ＨＡＰＰＹ おおねこａｋａだいにゃんさまよりみなさまへ一発です

（株）ハヤカワ電設 祝　第14回こうのす花火大会
（株）原口商事 祝　第14回こうのす花火大会
樋口工業（有） 建物解体工事の樋口工業です。こうのす花火大会を応援します

（医）斐翔会　ふたむら内科クリニック 祝　第14回こうのす花火大会
日野間板金工業 祝　第14回こうのす花火大会を応援します。

（有）ファニークラフト ひなちゃんも作っています。着ぐるみ製作工房です。
吹上バッテリー 鴻巣市商工会青年部の皆さんを応援しています！

（株）福富製作所 祝　第14回こうのす花火大会
藤田家一同 カズヤ、ナオミさん　結婚おめでとう

（株）不二電工 祝　こうのす花火大会
豚しゃぶダイニング　凛 祝　第14回こうのす花火大会
ＰＲＡＮＡ 第14回こうのす花火大会を応援します！
（医）ヘリオス会　ヘリオス会病院 皆様の健康とご多幸をお祈りいたします!!職員一同
保曽井建築板金 いさき・しゅんぺい・ゆいな・はると元気で大きくなれ
本手焼　おおとり 祝!!　こうのす花火大会　せんべい･あられ･揚もち

（株）マックス こうのす花火大会の警備をしております!!
（有）松村製粉所 一日一麺、そばは美容と健康に良い食べ物です。

（株）マツモト電化 創業34年。２代目も頑張っています！
（有）松本燃料店 水まわりのリフォーム・設備工事はマツネンにお任せ下さい!!
（有）マナカ生花 祝　第14回こうのす花火大会
水井　和江 仲良く健やかに過ごせる日々でありますように
みたけ食品工業（株） 祝　第14回こうのす花火大会
三谷釣漁具店 世界に発信、オリジナル漁具の三谷釣漁具店
皆様の電気店　（株）にしかわ 太一君夏生さん晴人君真生さん和生君元気に育て!!

（医）宮坂医院 皆様の健康とご多幸をお祈りいたします。宮坂医院
三好　智之 祝　第14回こうのす花火大会

（有）大和屋製菓 こうのす名物いがまんじゅうをぜひお召し上がり下さい。
（株）山本新聞舗 毎日・日経・東京・埼玉・他各紙よろしくお願いします
（有）山本青果 青年部の皆さん　ごくろう様です。毎年の花火楽しみです。
やわらかとんかつ　とん兵衛 鴻巣花火大会応援します。やわらか豚カツとん兵衛。
ゆき寿司 45周年皆様方のお陰です。ゆき寿司まだまだ頑張ります
湯本フラワー通りクリニック 祝　第14回こうのす花火大会

（株）吉見屋製麺所 すべての子どもたちが笑顔ですごせますよう。
読売新聞　吹上サービスセンター 第14回こうのす花火大会を応援します！
ライズサポート税理士事務所 飲食店・美容室、開業融資支援専門税理士事務所

（株）りぷら 大切なお葬式は、家族葬りぷら。
（宗）龍光寺 第14回こうのす花火大会を応援します！
（株）両毛システムズ 祝　第14回こうのす花火大会
Ｒｉｎ☆Ｋａｎとゆかいな仲間たち ＯＫＢバンザーイ!!!!
ＷＡＴ保険サービス 仲良く、明るく、楽しく

合同花火　30,000円



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

合同花火　10,000円
（有）金子製作所 皆さん何ごともめげず前向きに頑張りましょう。
金子　光良 金子みく♡りんたろうでーす！
金子輪業 みなさーん！安全運転しましょう！
かのや新井商店 蔵元直送、神亀、真澄、雪中梅、特約店

（有）カパーチェ 第14回こうのす花火大会を応援します！
神山　朝子 樹くんの健やかな成長を祈っています、ずっーとね！
神山　きづな 樹くん８ヶ月おめでとう！また来年も来られるといいね
川口信用金庫　鴻巣支店 祝！日本一花火大会！応援します。川口信用金庫
川幅うどん　久良一 ★パート★アルバイト★募集中!!60代の方大歓迎！
川幅ンド　ＫＯMＩＮＥＭ　＆　ＪUＮ-Ｚ 川幅ンドは♡ももクロ＆チームしゃちほこ♡推しです♪
川辺窯業（株） 燃料の御用命は、地域に根差した当店でどうぞ。
北鴻巣駅前　やきとり入船 北鴻巣入船

（有）喜多の家 がんばれ！子どもたち！
北本天然温泉　湯花楽　北本店 良質の源泉を使用した高濃度炭酸泉のある湯花楽北本店
北本霊園 祝　第14回こうのす花火大会
キッズアドベンチャー有志 サイコー!!!!!!!!!!
キッチンNodaya お弁当もやってます。

（有）木村製麺工場 創業昭和７年鴻巣で育んだ伝統の味を皆様にお届けします
木村屋製菓舗 和菓子いろいろ取り揃えております。駅前通りの木村屋。
旧吹上商工会青年部OB有志 がんばれ！鴻巣市商工会青年部!!

（有）協栄土木 鴻巣波乗り仲間、いい波で最高のセッションしよう!!
行田セレモニー 何かあったら行田セレモニーへ
行田真名板郵便局 貯金・保険のお取り扱いは行田真名板郵便局へ
京美容室 リクト･ナツキケンコウデスコヤカニソダテ。
業務スーパー　鴻巣店 今年も毎日、一生懸命営業しております。
串あげ　木むら 今回で14回目の花火大会。青年部ガンバレ！
工藤一級建築士事務所 建築・損害保険の事なら何でもご相談ください
久保良一税理士事務所 開業支援・相続贈与の相談・税務会計はお任せください
熊谷商工信用組合吹上支店 常にお客様の発展、繁栄に貢献致します。
クリーニング　こうの 大切な　衣類は　いい洗いと　いい仕上げで
クリーニングデルモ（鴻巣市役所前） クリーニング!!いいものはいい技術で

（株）Ｋ＆Ｋ 車磨きから鈑金まで車のメンテナンスはお任せ下さい!!
（医）惠仁会　関根歯科医院 歯のことで困ったら!!関根歯科医院へ!!iｎ北本
兼六舎　髙木クリーニング 兼六舎髙木クリーニングです。親切丁寧で集配しています
小池家・平野家 ♡子ども達の幸せを願って♡
小池　勉 今年も、四尺を楽しみにしています！
糀歯科医院 皆様の歯の健康をお祈りいたします。

（公社）鴻巣市シルバー人材センター 私たちの力で地域貢献！鴻巣市シルバー人材センター
神田　太志 神田太志・利恵・遥花でーす！
河野　十四郎 いつも家族みんないっしょだよ
河野瓦店 孫の成長を願います
鴻巣銀座商店会 お買物は心のかよう地元の銀座商店会へお越し下さい。
鴻巣市消防団第13分団 がんばれ！青年部！
鴻巣市青年連絡協議会 祝　第14回こうのす花火大会

（株）鴻巣自動車教習所 地元の教習所です。明るく親切に教習します。
鴻巣地区交通安全協会 交通事故死ゼロをめざしましょう。
鴻巣ライオンズクラブ ライオンズクラブで一緒に奉仕活動しましょう
鴻巣ロータリークラブ 祝　こうのす花火大会

（医）鴻飛会　鴻巣外科胃腸科 鴻巣市の益々のご発展をお祈り申し上げます。
小菅　美穂 美容室ラトリエ一周年、よろしくお願い致します。

（有）コタミ商会 車のタイヤ、オイル、バッテリーは定期交換が必要です。
コノソラ 印刷物やＷＥＢのデザインは、お任せください。

（有）小橋屋商店 祝　第14回　こうのす花火大会を応援します！
小林理容室 それぞれの想いを乗せて☆ドカーンと夜空へ大輪の花を
小松原造園 感動をありがとう！　鴻巣花火　万歳!!
小室歯科医院 「歯周病　虫歯糖尿　糖質しだい」糖質制限しましょう

（有）小室商店 第14回こうのす花火大会を応援します！
（有）小山屋 ガンバレコウノス　小山屋食堂
彩栄設計（有） 青年部さん、いつもおつかれ様です！
最高だいズ！ ＳＡＭＢＡ生誕祭☆来年もみんなで一緒に来ようゼ!!

（有）彩国警備保障 社会の安全を願います。
埼玉トヨタ自動車（株）　鴻巣店 クラウン・ハイブリッド車の埼玉トヨタ鴻巣店です。
埼玉養蜂（株） みつばちパワーで皆様に健康をお届けします
埼電工組　行田支部　鴻巣地区組合 安全安心の電気工事は鴻巣地区加盟工事店へ!!
斉藤木材工業（株） 新築、増改築、リフォーム何でもおまかせ下さい。
西都　まりこ 10月生まれさん、お誕生日おめでとう！
さくら商店会 ひなの里通りにある商店会です。さくらさくら商店会！
佐々木　清 天下泰平！　交通安全！
佐々木組 あついぞ！鴻巣も♡
佐々木　惠子 青年部の皆様ありがとうございます
サッシー　のぐち ケーキのことならサッシーのぐちへどうぞ！
佐藤一家 友紀も隆憲も部活動頑張れ！
シバサキホーム 祝　第14回こうのす花火大会
嶋﨑　貞治 いつまでも二人で元気で長生きしよう。福来たる
島田　秀明 家内安全○家族円満
島田　由子 運動して健康第一!!
嶋田屋果実店 頑張れ！商工会青年部!!果物と盛篭の嶋田屋です。
しまむら　鴻巣店 明日はどんな服着ようかな？迷った時はしまむらへ。
清水工務店 琉空・葵・愛結・優花･櫂士･暁輔みんな元気に育て！
シモオシゴルフ 練習場でお待ちしています。
ジャノメミシン　鴻巣店 地元密着　サービス万全　ジャノメミシン鴻巣店
ジュエル　山崎 祝　第14回こうのす花火大会
酒亭　香川 祝！第14回こうのす花火大会
昭和工業（株） 川越で半世紀！確かな実績で信頼度Ｎｏ．1　
新鷹ビルサービス（株） 祝　第14回こうのす花火大会
真言宗智山派　金剛院 第14回　こうのす花火大会を応援します！
シンフォニー接骨鍼灸院 健康第一♡♡生出塚より愛を込めて♡♡
甚兵衛 一番街のやきとり甚兵衛です！ぜひ一度お召し上がり下さい。
助六 秋の夜長は冷たいビールにやきとりで。
鈴木　清美 みんな笑顔で。
スタジオ・オービター いつも心に太陽を！ホームページ製作おまかせ下さい！

（株）スナガ工業 祝　第14回こうのす花火大会
スナック　司 奄美の料理を食べながら飲んで歌って楽しいひとときを
スポーツショップ　ミヤタ 健康管理のお手伝いは、ミヤタスポーツへ
炭火焼　しちりん亭 しちりんで炭火焼　鴻巣しちりん亭
炭火焼・ふれ愛 本格的な炭火焼き。辛ミソ焼きとりでおいしい生ビールを！
すみれ薬局 皆様のご健康をお祈りいたします。すみれ薬局
スワヤスポーツ 明日の主役を応援します。武道具のスワヤ

（株）青果問屋　まるだい 祝　第14回こうのす花火大会
（有）関澤商店 ツクモクンオタンジョウビオメデトウ
セキネナオヤデザイン デザインのことならおまかせを！2015年４尺玉!!

（有）そば処　たけや 祝！第14回こうのす花火大会
（株）タイヤショップ　トレッド　鴻巣店 タイヤ・ホイールの買取り販売はトレッド鴻巣店へ！
たいよう薬局 川里のたいよう薬局です。どちらの処方箋もお受けします。
高橋　昭光 17分団、団長ラストイヤー！こうのす花火大会を応援します！

（有）たかはし 私たちはこうのす花火大会を応援しています。
髙橋　薫 ★みさちゃん★とうくん　大好きだよ★

髙橋　智 ★仲良し3兄弟大好きだよ！　パパ♡ママ
（有）髙橋自動車整備工場 一徳、楓奈、由奈、３人仲良く元気に頑張れ！
髙橋　恵 ♡今年も、よろしく♡愛してるよ～♡
田口自動車整備工場 お車の車検･整備をお考えなら田口自動車まで
武井園芸 がんばれ鴻巣
竹田　克己 天国のナナちゃん忘れないよ!!
辰昌　＆　義之 家族みんなが毎日笑顔で過ごせますように。
田中　一臣 鴻巣市商工会青年部の皆様、花火大会いつもありがとうございます。
田沼屋米茶店 お米とお茶の専門店　田沼屋でございます
タムラサイクル 電動自転車のお求めは、タムラサイクルへ!!
多茂登 美味しい軽食・珈琲でお待ちしてます♡♡　多茂登
チーム智大 ストレス発散、コナミlife万歳
チーム小田中 今年も楽しみにしています、頑張れ青年部!!!
Ｔｅａｍ　眞喜志 それいけ眞喜志！輝け眞喜志！炎の眞喜志！ＧＯ!!!
千葉　邦子 鳥海鈴木夫婦が良くしてくれますよ笑顔で暮らしてます
チャーム美容室 申し上げましたっけ？国籍も問いません♡
中華料理　かすみ 本格中華かすみ。ランチもやってます。ぜひご来店下さい。
中華料理　和光 第14回　こうのす花火大会を応援します！
塚越　豊 みんな元気で大きくなぁれ！
経沢　正己 鴻巣の花火は最高です。主催者のみなさんありがとう！
ツノダシステム 毎年楽しみにしています
坪井　浩一 第14回こうのす花火大会を応援します！
手打ちうどん　長木屋 こうのす花火大会・最高!!美味しいうどんは長木屋へ♡

（福）寺谷保育園 のびのび育て寺谷っ子
ＴＥＮ-ＫＡＴＳＵ 祝第14回こうのす花火大会を応援します。
といだ印刷 忘れるな東北！負けるな日本！
東京海上日動・松谷事務所 今年も大輪の花を!!
東京海上日動あんしん生命保険（株） 大好評!!かけすてじゃない!!がん診断保険R!!
東京海上日動火災保険（株） 保険のことはベスト保険グループをお願い致します!!

（株）東武資材 生コン販売致します
（株）ときわモータース 車のことなら、ときわモータースへ!!
（有）ＤＯＧＮＥＷＳ！ 第14回こうのす花火大会を応援します！
富田　真一郎 じいちゃんばあちゃんいつもありがとう！くれあ＆るい
ドラッグあさや　鴻巣店 第14回　こうのす花火大会を応援します。
（株）ドリーム・コミュニケーションズ 祝　第14回こうのす花火大会
鳥海★鈴木 大切な大切なあなたが今日も一日笑顔でありますように
ナイトラウンジ　Ｄｉｏｓ まま　おたんじょう日　おめでとう
直井産業（有）ぷちショップ　ナオイ 祝14回鴻巣花火大会。皆様の長寿と繁栄をお祈りします。
直政 みんなが楽しく飲める店『直政』ぜひ一度ご来店下さい。
中越理容室 皆様のご来店お待ちしております!!♡中越理容室♡
永野　史剛・由佳里 幸せな1年ありがとう。来年はチビちゃんも一緒だね♡
成田（株） おかげ様で47周年!!看板のご用命は成田（株）へ!!
成塚　政紀 未和、桃、政陽、東陽、皆頑張り過ぎだぞ!!

（有）二幸設備 花と人形と花火と音楽の溢れる「この街が好き」です。
（有）西尾商会 水廻り修繕リフォームは、うまい早い安いの当社へ！
（有）仁平商店 お祭り用品製造・おろし。仁平商店です。
人形町繁栄会 第14回こうのす花火大会を応援します!
貫井ピアノサービス ピアノのお医者さん♪　ピアノの事なら何でもどうぞ♪
根岸輪業 新型スズキソリオ絶賛発売中です。ご購入は当店へ

（有）野崎興業 祝!!第14回こうのす花火大会
（有）野本建設 第14回こうのす花火大会を応援します！
野本歯科技工所 オメデトウゴザイマス
法村　まさ子 二人展、開催、10月14日～11月１日、ストークさんにて
Bar YESTERDAY 祝ギネス認定。花火の後はイエスタデイ

（有）バイクショップ　ハラグチ 安全運転しましょう
橋本　豊、郁美 祝こうのす花火大会　今回も楽しみにしています。

（有）長谷川建具店 建具襖や障子の貼り替えは当店へ、何でもご相談下さい
初音 第14回　こうのす花火大会を応援します！
パティスリー　ポンドール 鴻巣市の西口で季節の素材を生かしたケーキを作ってます
羽鳥克代＆大澤百代 パパ♡ママ　花火見てね～！　部屋から見えるよ！

（株）花商 第14回こうのす花火大会を応援します！
パブ＆スナック　乱 ご来店のお客様にいつも感謝×２
パブ　ピアス パブピアス開店以来14年スタッフ一同お待ちしてます。
原田　弘子 商工会青年部の皆さん、今年も感動をありがとう！

（有）原肉店 祝　第14回こうのす花火大会
馬力屋 鴨焼と生ビールでおまちしております。
ばん 手作り、小物の店、水・木・金、営業中
パン工房　ファイン 手作り、焼きたてのパンをどうぞご賞味下さい
Ｂ－６　飲んだくれの会　女子部 宴会ライブ予定してます！飲め！飲め！騒ごう！

（株）ヒガシ 坂口君入社おめでとう。一緒にがんばりましょう！
美人工房 鴻巣の髪美人を作りだす美人工房です
ひろせクリニック ひろせクリニックは皆様の御健康をお祈りしています。
ファッションクリーニング　マギー 祝　第14回こうのす花火大会
ファミリーマート片山北本店 第14回こうのす花火大会を応援します！
ふきあげ接骨院 祝　第14回こうのす花火大会
吹上中央幼稚園 祝　第14回こうのす花火大会
福士　満・みゆき 家族みんな元気で頑張ろう。
富士見野菓子店 吹上銘菓富士見野菓子店を宜しくお願いします。
舩田　周平 青年部の皆さん　ご苦労様です
プラスヘアー こうのす花火大会バンザイ!!

（株）フラワーコミュニティ放送 フラワーラジオ開局から15年!!今後ともよろしくお願いします。
フラワー歯科医院 祝　第14回こうのす花火大会

（株）ブループライド お掃除のお困り事は、我 プ々ロにお任せ下さい
Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｌ’ａｔｅｌｉｅｒ 祝1周年☆ご予約はこちら→０４８-５７７－７９９７
ヘアーサロン　きのした 第14回こうのす花火大会の成功をお祈りいたします
ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ・ｗａｋａｙａｍａ 爆睡マッサージでぐっすりお昼寝しませんかＺｚｚ？
へアーメンテ　コマツ 今年も御来店お待ちしております。

（有）ベストプランニング ヤエコお母さん、いつまでも元気でね
ホームベーカリー　キタオカ　 第14回　こうのす花火大会を応援します！
北桜連旗士団 旗で咲かせます。大輪の花。
補聴器の弘栄堂 祝　第14回こうのす花火大会
北海道ラーメン 祝・こうのす花火！世界一の花火めざして・・・

（有）ボディーピット 鴻巣コウノトリ商品券使えます。（有）ボディーピット
保りか和 お好み焼　焼きそば　保りか和

（有）前島自動車 大空に夢花火咲かせよう！
前田酒店 ガンバレ鴻巣！ガンバレ鴻巣花火！ガンバレ前田酒店！
まぐろ卸売（有）丸長 祝　第14回こうのす花火大会
松谷歯科医院 祝　第14回こうのす花火大会

（有）まるしげ食器店 宮の空　頭重ねて　見る花火　孫の曾孫の　瞳和やか。
（有）丸十不動産 不動産のご用命は丸十不動産へお越し下さい。
丸新石油（株）鴻巣給油所 品質とサービスを売るお店
○○農園 枝豆とうもろこし直売鴻巣市広田1986ナビで検索♡

（有）丸山商事 こうのす花火大会を応援しています!!
三木屋菓子店 おいしい和菓子たくさんあります。ぜひご来店下さい。

（有）三國ゴム工業所 あきらめないで夢をかなえよう!!
（有）水沢商店 がんばれ!!商工会青年部!!
水野　哲弥 頑張れサッカー日本代表　ロシアに行きましょう



花火の燃え残りが落ちてくる場合がございます。ヤケドにご注意ください。

合同花火　10,000円
みつき みんながこれからも笑って幸せに過ごせますように

（株）ミノル設計 建物のことは何でもご相談ください！ミノル設計
武蔵ヒートベアーズ 武蔵ヒートベアーズは皆様に愛される球団を目指します
村田ファミリー おばあちゃんへ…おつかれ様でした。
明晃電気商会 明晃電気　あなたのまちの電気の便利屋さん
茂木保険事務所 唯斗君3才、瑛汰君1才おめでとう
持田歯科医院 祝　第14回こうのす花火大会

（有）森川電気 電気工事の御用命はぜひ森川電気へ。
やきとり　えみ 天高く秋の夜空の花火は美しいねやきとりえみ常連一同
焼肉　鯱苑 おいしいよ　しゃちえんの　やきにく
矢島生花店 祝　第14回こうのす花火大会
やっちゃんを応援する会 頑張ってるやっちゃんに今年もごほうびだ!!
45デジタルコンビニ吹上店 建築工事･看板の事なら当店におまかせ

（有）山岸石材 行田青年会議所をこれからもよろしくおねがいします
Ｙｕ　ｔｏ　Ｍａｒｉ Happybirthday Mari　今は頑張ろう

（有）吉岡雄心堂 『手仕上げ』のハンコは吉岡雄心堂へお任せ下さい。
吉見町商工会青年部 第14回こうのす花火大会、おめでとうございます。　
ライフコンサルタント堀口総合保険 鴻巣北中男子バスケットボール部がんばれ！

（有）リグルエンジニアリング 地域の発展に尽力します。
流体工業（株）埼玉工場 祝　第14回こうのす花火大会
理容室カワデ 鴻巣市花火大会を応援します
Ｌａｄｙ’ｓ　Ｓｈｏｐ　みしまや おしゃれして元気に。みしまやがお手伝いします。
（有）ロイヤル観光 いい旅・いい思い出　ロイヤル観光
若どりの松平 おいしいやきとりをど～ぞ　若どりの松平
渡辺パイプ（株） ガンバレ鴻巣花火大会
和処　小松や 祝　こうのす花火大会!!!

アーテスト
Ⅰ．Ｏ．Ｍ．Ｘ
青木　健一

（有）青木不動産
赤頭建築
赤水豚青水豚黄水豚
赤羽運送（株）

（有）アクツホーム設備
上尾間税会　鴻巣支部
浅野商事（株）
アサヒヤ建材

（有）アサミグリーンプランツ
アテックス（株）

（株）アノンクリーニング
安孫子兄弟会
安孫子　美穂
阿部家一同
荒井
荒井　和彦

（有）新井清掃
安藤　尚弘
石川　敏之
市川　育男

（株）伊藤石材本店
岩田建具店
内野　惠次
宇野　寿昭

（株）梅沢製作所
漆原歯科クリニック
漆原塗装
エクステリア寿

（株）エコプロデュース
えびぬま鍼灸接骨院

（株）大石屋
大島建設

（株）オオツカ
大根田建築設計事務所
オオノガス（株）
大場　洋

（有）大山モータース
岡菩坂
岡村　まゆみ
岡安畜産（有）

（有）小川工作所
小川　さくら
尾﨑　孝則

（有）尾沢電化センター
小田嶋　勉
尾内　亮介
尾身　文男

（株）オリジナルペイント
（株）カタヤマ
滑雪煙火組
割烹　満る岡
加藤　正文
加藤　亮
金井　幸雄
金栗　恭彦
カラオケ　ワート夢
川田運輸
川田　つや子
関西ボーイ
神田　恵子
木暮美容室
北本市商工会青年部

（株）キハラ
木村家

（有）共栄商会
経堂コンクリート（株）
協和サッシ
銀河園商事
空間工房
くにやす＆みわこ
久保田製作所
熊谷　忠
熊谷　美優・優綺
久米部品
グリーンアンドフラワースタジオ

（有）グリーンリーフ
くりはら薬局
黒渕　貴嗣
桑原　なつみ

（有）京北カッター
（株）小泉北関東　熊谷（営）
（株）貢建工業
鴻神社
小内　貴之
小内　涼子
廣徳院
鴻巣花き親睦会
鴻巣剣道団
鴻巣市消防団第一分団

（株）鴻巣植物運輸
鴻巣フラワーサービス
河野タイヤ

（有）郷間
こころ整骨院
小嶋　登美三
こじゃんと
コスメティック＆カフェ　kintoto
ｋｏｔｏｒｏ
小林　愛
小林　千枝子
小林　洋一
埼玉県行政書士会　鴻巣支部
齊藤　暁人・齊藤　早希
斉藤　伸吾
酒井　勇二

（有）坂本縫製
さきな＆ゆきと
作業着　野田屋
佐藤　和美
佐藤　すみ子
佐藤　充雄
三栄管理興業（株）
椎名税務会計事務所
ジェイ・ケイ　リサイクル（株）
志木市商工会青年部
シフトアップ
司法書士　松岡　昇
シマリス家族
清水　保男
じゃぱん亭　こうのす店
ＣＨＡＮＴＩＬＬＹ
十五夜会
勝願寺

（株）晶徳
新藤商店
菅原　待子
助川　義明

寿司友
（有）寿し屋のいしい
すし屋の かね八

（有）鈴木工業
鈴木　茂子
鈴木事務所
須永　杜美子
強矢　菜津記
すみれ整骨院
清野　綾
セブンイレブン　鴻巣本町店
仙石屋自動車鈑金塗装
綜合食品　アラカワ
そば処　おおつか
染谷　敏英
ソレイユ
大丸クリーニング商会
高井雨宮（税）　

（有）高杉防水
高野　ゆみ江
滝沢土建工業（有）
田口　幸治
田口　滋
竹田　和也
尊琉タイル工業
ダスキンしのぶ
Ｔａｃ　ｏｍｉｙａ
田中　初美
田中定雄税理士事務所
谷口　宣明
ちーちゃん
チームＯＫＡＲＡ
地球堂
中央通り繁栄会
中華料理　金鶏
塚田　孝夫

（医）坪山整形外科
Ｔ☆フレンズ
Ｔ・夢乃
手打ラーメン　一力
寺嶋　裕子
寺嶋　優美子
東京日野自動車（株）
東和外美装
トータルボディケア　みらい
登龍工業
冨樫　孝子
冨樫　和香子
戸田市商工会青年部

（有）戸塚レッカーサービス
富永町町内会

（株）鳥國住資木材
（有）直井商店
長岡工務店
中川　裕史
長島　祥一
中島　勉

（有）中根材木店
中野法務事務所
中野　幸雄
中村　明
中山　憲作

（株）七海農機店
成塚　悦雄

（有）成塚製作所

新座市商工会青年部
（株）日建
日産サティオ　埼玉北
二本栁　貴臣
ニュー大都会
にんにく村
熱田　光
野口　哲也
野原　央行
野原ファミリー
野村ファミリー

（有）ハウスプランナー
芳賀　弘

（有）萩原工務店
（有）白田土建
白田土建
橋本工業
畠山　裕之
畠山　藤江
八王子市まるみ商店
鳩ヶ谷商工会青年部
花里　恵美子

（株）早川建築設計事務所
（株）原商店
針生　翼
遥と碧のパパ・ママ
春田　真孝
パンジーハウス
半田　和宏
半田　洋一
ＢＢ・ＨＡＩＲ　オオクマ
ぴーやＦａｍｉｌｙ・Ⅰ
ぴーやＦａｍｉｌｙ・Ⅱ
光自動車工業所
美容室　Fortune

（有）ヒライ贈商
平吹　和人
平山音楽教室

（有）ファインカラー
ファットボーイズ
フォレストデンタルクリニック鴻巣

（有）福島自動車
福嶋電気（株）
福田　千之

（株）福田興行　北本支社
藤井建築
富士オートメーション（株）
藤波　武志
藤波　利明

（株）富士見道路
ふじ理容
プライムクリニック

（株）プラス
（有）フラワー　なりさわ園
平和印刷（有）
ほぐし家　もみ猿
星野医院
細田家
細村土建
細谷　政夫
ボディーワーク　ヤマモト
ポルテシャンス
Ｖｏｎ Ｋｌａｒｅｎ ｂｙ ｃｉｇａｒｓｈｏｐ ｍａｔｕｍｏｔｏ
本間　幹規
松尾　晴生

松崎洋品店
松永　和義
松永　徳義
松村　貢
マニワ商会

（株）マブチ
（株）マルカ商事
マルの会

（有）マルハチ石鹸工業所　有志一同
丸和工業（株）
三谷　和正
宮崎　善孝

（有）宮原水道工業所
宮本東通り商店会
向井　政幸
武藤　裕平
村上土建（株）
村田自動車
村田　武史
村田　善昭

（株）メルシィ
メンズショップ　マルミヤ
元市商店会

（有）森田外壁工業
モンチ
焼田　さなえ
矢澤　明正
矢澤　満理子
矢下建築設計事務所
箭内　進
箭内　修
箭内　登志子
ＹＡＮＡＧＩ
柳澤行政書士事務所
栁写真館
梁瀬　博悟
梁瀬　優子

（有）八彦
山本　浩司
山本　広之

（株）山本水産
夢と花火とサムマネーの会
養老の滝北鴻巣店
横田　利久
横田　富美子
横田　美千代
横山　和光

（有）吉田園芸
吉田自動車塗装工業

（有）吉見設備工業
ラーメン専科　めんや
嵐丸
ＹＣ　鴻巣西部
（有）若葉　ウルトラ教室
和光市商工会青年部

（株）鷲屋製麺所
和譲美食　桜島
渡壁　俊和
渡邊　尹文
渡邊　和英
渡辺　利弘
渡部　康男
匿名希望5件

協力：鴻巣市商工会青年部 OB 会・鴻巣市商工会女性部・
鴻巣市消防第 3・5・6・8・10・13・14・19 分団・鴻巣
ラホージャ FC・ボーイスカウト鴻巣第 2団・鴻巣倫理法人会・
ひまわり・鴻巣市内中学校有志ボランティア・埼電工組行田支
部 鴻巣地区組合・18鴻巣ボクシングジム・鴻巣高校ボランティ
ア部・鴻巣びっくりひな祭り実行委員会・彩の国 100㎞徒歩の
旅ボランティア学生スタッフ・大芦少年サッカークラブ・川里
少年サッカークラブ・社会福祉法人元気村
ご協賛・ご協力いただきました多数の方々に厚く御礼申し上げます。
お気を付けてお帰りくださいませ。
� 鴻巣市商工会青年部　部長　加藤　文夫
� 第 14回こうのす花火大会実行委員長　大橋　　誠
� 部員一同
※ご協賛頂いた方の情報（御芳名・地域）は協賛者名簿として一般に公開す
ることがあります。プログラムの構成上、順不同・敬称略させて頂きます。

みんなの花火大会です。
ゴミの持ち帰りにご協力ください。


