
宮本　奈美 チワプーのvivi 木村　潤一郎 橋本楽器店 ジョイナス
たいち 伊東　克起 佐藤　拓也 東豊開発コンサルト 街づくりグループ　日田プレイス

三笘　浩二 伊東　秀晃 荒川　京子 東豊開発コンサルト パトリンク日田
三笘　浩二 伊東　完祥 穴井　浩司 東豊開発コンサルト (有)一ノ宮保険事務所

河津　辰美 谷瀬 魚形　雄一 東豊開発コンサルト 穴井　幸一
新田　耕三 ちょう 進藤　祐 東豊開発コンサルト 櫻木　弘三郎

井上　えいちゃん 河津　大将 藤原　朱美 宇野　奈々子 さとし
いずみ　たかと 岡部　心 小野　博文 那須　彩香 日野　剛夫
いずみ　ゆうと 相良　克也 若杉　英樹 井上　誠也 中島　圭介

おおとも　かずき 岸　あかり 髙瀬　優太 髙倉　和一郎 諫山　高知
おおとも　かずき 古賀　沙矢佳 天山 緒方　万貴 戸田　智子
おおとも　かずき 岩尾　むぎ 天山 琉球國祭り太鼓　大分支部 天領運転代行

おおとも　しょういち はるな　まひろ 岩下  尚喜 水郷ひたキャンぺーンレディ 天領運転代行
おおとも　しょういち 小柳　瑠美子 河津  美恵子 長谷部　白羽 平　将門
おおとも　しょういち 梅山　奈乃 冨永　幸 長谷部　旺音 平　将門
おおとも　めぐみ みかん 渡邊　史織 藤原　蒼介 梅野　俊哉
おおとも　めぐみ さとう　てんふう 梶原  洋美 藤原　悠之介 石松　雅彰

平川　淳史 だいひろ 松岡　敬一郎 藤原　滉太郎 石松　令子
日野　秀紀 川津　範晃 鈴木  俊行 熊谷　花音 石松　聡

ｈａｓｉ－ｍｏｃｃｈａｎ ブルーツリー 三笘  博明 熊谷　夢翔 石松　四良司
ｈａｓｉ－ｍｏｃｃｈａｎ 左原　匠人 フジイ時計店 井上　真也 石松　満智子

牛王　賢治 左原　瞬 井元建築 井上　テツ子 岩本　浩明
モカくん 津江　あるび ポピー美容室 武石　勇一 岩本　恵理

自治労日田市職員労働組合 山道　優芽 ポピー美容室 株式会社ハセベ水道 栗林　裕也
自治労日田市職員労働組合 山道　美桜 ポピー美容室 環境課 栗林　由梨江
自治労日田市職員労働組合 山道　秀誠 長木　大耀 環境課 石松ファミリー
自治労日田市職員労働組合 森口　優斗 長木　陽彩 環境課 武内　義則
自治労日田市職員労働組合 森口　心愛 石原　康広 環境課 朝倉　康平

すがたこうじ 城全　ＬＯＶＥ 神来屋 環境課 朝倉　大晴
加藤　和 誘われてひた 鈴木　ヤヨイ 環境課 井上　ポポ
加藤　奏 bubukawa 鈴木　ヤヨイ 環境課 樋口　虎喜
加藤　亘 りゅうせい　＆　りこ 坂本　幸久 環境課 永瀬　与志弘
めっし 髙瀬　享 神田　陽向 高山　絢 永瀬　与志弘

Ｍｏｚｉｌｌａ！！！ 咸宜園を世界遺産に！ 中川　請子 高山　さくら 江田　徳浩
石井　恭子 咸宜園を世界遺産に！ 初村　敏美 橋本　隆文 宮崎　秀則
ボンちん 咸宜園を世界遺産に！ 福沢　祐基 上原　翔平 熊谷　美代子
ボンちん 咸宜園を世界遺産に！ 光野　昌洋 園田　恭一郎 繁松　大介
ボンちん 咸宜園を世界遺産に！ 後藤　爽太 財津　俊一 松田　浩二

バシ　と　ジン 咸宜園を世界遺産に！ 後藤　信寛 (有)総合測量コンサルタント 中島　孝幸
バシ　と　ジン 荒巻 平塚　亜希子 (有)総合測量コンサルタント 梶原　洋一

アルパカ　Yo-Me-Syu- 荒巻 今村　哲哉 森山　和美 本松　裕児
バンすけ　～YSCY～ 日田市役所　７階組 （有）日高石油 諫山　崇子 パトリア日田

井上　進次 日田市役所　７階組 坂本　翔太 坂本　ヤヨイ パトリア日田
あかし 日田市役所　７階組 坂本　由紀乃 えがお快福倶楽部 パトリア日田

大翔・煌大・大晟 日田市役所　７階組 石松　真紀 大塚酒店 日田クラブ
岡部　心 日田市役所　７階組 石松　真紀 梶原  健治 福井梅園
秋吉　賢 日田市役所　７階組 瀬戸　陽一郎 清田　直幸 どんさき
秋吉　武 日田市役所　７階組 瀬戸　あゆみ いわお　たかのり 江藤　孝実

秋吉　美子 『資』 瀬戸　陽菜 (有)新和リファイン 吉野　英治

※順不動・敬称省略

第６６回日田川開き観光祭「みんなの花火」は、
次の皆様のご協力をいただき実現することができました。
心から感謝いたします。
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尾熊モン 美野　謙治 スナック　リンダ 花ごよみ 重石　美徳
あとむっこ 梶原　清美 スナック　リンダ 花ごよみ 丸記屋有限会社

江藤　えつこ 日田時報 スナック　リンダ アイアール 佐久間博文土地家屋調査士事務所

梶原　健二 泰公うどん りんご苑 アイアール 不二水道株式会社
鬼太郎っこ 長谷部　雅顕 ITO保険事務所 アイアール ヒロセ研磨所
印鑑社会 荏隈　勝 樋口　純一 アイアール （有）蔵屋

坂本 (株)woody Home 帆足　英子 アイアール ㈲こうだ
彩佳は我が家の星 ホテル風早 伊藤　加代子 沙羅夢 三笘　怜子

小梅 (有)綾垣林業 山本　登美子 沙羅夢 中西　浩
クロゼン みやざき畳・ふすま店 松岡 沙羅夢 中野　明子
からあげ 宇野　奈々子 ママキッチン　ぽてと ヤマト運転代行 藤井　絵里

アラスカンカフェ 那須　彩香 有田オート ヤマト運転代行 室原　崇
日田市役所地域振興課 ハートピア有限会社 水郷土木 ヤマト運転代行 武内不動産
日田市役所地域振興課 岡部建材株式会社 水郷土木 ヤマト運転代行 森田　正美
日田市役所地域振興課 大倉　健斗 水郷土木 ヤマト運転代行 田中　麻美子
日田市役所地域振興課 森　寄幸 水郷土木 浦塚　紀昭 NPO法人 五蘊の風(ごうん)

日田市役所地域振興課 ととかか瑛寛 水郷土木 佐藤　友計 (有)ソシアオート
日田市役所地域振興課 ととかか瑛寛 水郷土木 河津　明星 スプリングの佐竹
日田市役所地域振興課 ととかか瑛寛 清水　邦彦 高倉　謙市 財津　成樹
日田市役所地域振興課 ととかか瑛寛 みずほハウス 高倉　謙市 倉嶋　健
日田市役所地域振興課 てんじん翔太 後藤　紗菜 高倉　謙市 北里　卓也
日田市役所地域振興課 てんじん翔太 大蔵　紀代子 穴井　安夫 (株)すえたけ
日田市役所地域振興課 てんじん翔太 井上　則子 穴井　安夫 (株)ワタナベ

京町子ども会 河野　孝 吉田　ミチ子 池永　晃 花月園
桒野　民行 ゆうと・あおい 大蔵　フミエ 遠坂　洋行 (有)高橋三男商店

桒野　みよこ おちゃる・ときにゃり 平川　キリコ 河津　美広 大原屋
桒野　淳 おちゃる・ときにゃり 森　タケ 河津　美広 髙倉　一雄

桒野　聖子 みどり　翔太 水野　艶子 森ちゃん スナック　フリーダム
桒野　真 みどり　翔太 島田　幸子 森ちゃん (有)カネモリ　小田製材所

花火大好きっ子 みどり　翔太 永瀬　真行 江嶋　久典 (有)伊藤製材所
宮崎　佑哉 髙瀬板金工作所 加賀城　和美 佐藤　公明 末武　勇平

楢原　久美子 髙瀬板金工作所 藤田　敬子 佐藤　公明 岩本　聡
楢原　衛 宮崎　洋 杉本　ミチコ 松岡　政則 豊福　浩
楢原　樹 ＶｉＴｏ 日田豆田店 中嶋　キクエ 朝倉　博幸 合原　多賀雄

石田　玲華 ランドマーク 淡窓不動尊明王寺 朝倉　美香 合原　多賀雄
さかいゆか 橋本　たづ子 美容室　POSH　Hair 朝倉　健太 合原　多賀雄
石井　悠雅 髙瀬　詩帆 貞清　幸重 中山　敏章 合原　多賀雄
石井　梨桜 ハート（HEART） エリアス 佐藤　大介 合原　多賀雄

すなっく　ＳＩＮＲＹ 矢野　亜由子 敏設計一級建築士事務所 諌山　洋介 合原　多賀雄
民宿割烹　たき 七海・碧海 伊藤　留美 諌山　洋介 合原　多賀雄

武石アルミサッシ 曲野　実佳 貞清　真由美 加藤　佑子 合原　多賀雄
咲助 海心・航心・心春 河津  裕司 ＧＯＮ 合原　多賀雄

hair salon Angela ランドマーク・オム (有)中央印刷 米田　一輝・智香・颯太 合原　多賀雄
野村　修 松尾　章 河津　采杷 ｓｌｉｎｋｙ 岩下  洋子

(有)飯田工務店 諌本　秀樹 匿名希望 （有）双美工務店 綾垣　早人
河津衣料品店 梶原　直剛 匿名希望 （有）双美工務店不動産部 河津  成一郎

天領酒場三丁目 よしたけ呉服店 匿名希望 あやめコーポレーション 島崎　直也
和食工房　新 高倉　実 匿名希望 たいが 木下　和夫
水嶋　雅之 狩野酒店 匿名希望 しゅうま 児塔　基司
朝日堂印刷 大石　圭介 スプリング佐竹 れおな イケイケドンドン

花　弘 エコライズ 末武畳店 ゆうま 河津　敏國
すぎのこショップ 木村　猛 CｏCｏ ゆうき 津島　俊治

大石楽器 瀬戸製材 CｏCｏ BSP(ボンチ・サウンド・フェノミノン) 松尾　康夫
藤原　雄二郎 日田三芳郵便局 CｏCｏ BSP(ボンチ・サウンド・フェノミノン) 阿比留　知昭
ふじスタジオ 昭栄堂本舗 CｏCｏ ＳＴＥＰＳ 東海建設(株)
ふじスタジオ アンプヘアー CｏCｏ 原田　誠治 悠貴と光貴のお父さん

財津　雅也 スナック　リンダ 泪橋 貞清　健二
財津　孝治 スナック　リンダ 花ごよみ 川津　恵子
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