
 

番号 氏名 地区

1 水野　末光 家族や周りの方々が健康で過ごせますように祈ります 上　平

2 丸和衣料店 美海ちゃん、瑛実ちゃん、啓太郎君　元気でいてね 中大島

3 小川　伸二 今後も釜戸町が静かで平和な町でありつづけることを願います 中　切

4 渡会　裕文 釜戸町の発展 上　切

5 河野　礼子 コロナ追放、世界平和祈願 東大島

6 市川　銑一 健康でくらせるように… 東大島

7 足立　達郎 コロナ撲滅を願って 中大島

8 釜戸町区長会 コロナに負けず、ますますの釜戸町の発展を

9 稲垣　公隆 カマッコ（釜戸町の子供たち）　いっぱい夏の思い出つくろう！ 東大島

10 ㈲西戸電気商会 お世話になりました 上　平

11 釜戸興業（株） 町民皆様の健康と安全を祈願して！ 西大島

12 山下　利佳 3年ぶりの夏祭り　楽しませていただきます！ 下　切

13 溝口　和則
「釜戸はおもしろい！」と言われるような、さまざまな”にぎわい”で関係人口を増や
し、町の生き残りを図りたい

宿

14 中島　洋三 コロナが早く終息しますように 論　栃

15 伊藤　晴規 家族や釜戸町皆んなの幸せを願って 上　切

16 山口　正寿 ・博子 世界平和！！ 中大島

17 伊藤　正博 ・順子 ちいちゃんの多様な未来が楽しみです 上　切

18 安藤　省吾 釜戸大好き（孫一同） 東大島

19 纐纈　陽一 子供達が大人になってから思い出す花火大会になるでしょう 東大島

20 黒沢　　実 家族が幸せに過ごせますように 東大島

21 匿名 家族が幸せでありますように

22 市川世徳税理士事務所 ドカンと一発　景気よく 東大島

23 稲垣　登代子 コロナが早く終息して楽しい毎日が送くれます様に 西大島

24 長尾　浩造 日々平穏に感謝 エスポラン

25 （株）岩井トムソン みんなの健康を願って！ 東大島

26 JAとうと釜戸支店 未来へつなごう！釜戸町の伝統と夢 西大島

27 鈴木　三平 ありがとう 西大島

28 溝口　泰博 祈願・釜戸町夏祭り 宿

29 足立　光高 ３家族　元気で！！ 西大島

30 杉野　基行 還暦と家族の健康を祝して 中　切

31 水野　富夫 釜戸の町が、住民皆、穏やかで、安心して暮らせる町となります様に！！ 中大島

32 田中修二税理士事務所
長く続いたコロナ感染も少し落ち着きの兆しが見えてきた。
地域のコミュティ、伝統文化・行事等の復活を願っています。 中大島

33 足立　裕継 戦争のない平和な世界が一日も早くおとづれます様に！ 東大島

34 湯原　定雄
久しぶりの夏まつり、釜戸町のみなさんが元気に、楽しく、明るくなれますように。
家族が健康で幸せな日々をすごせますように。 中　切

35 水野　一浩 家族の幸せが続きますように。 上　平

36 小川　荘介 無病息災 町　屋

37 白澤　勝彦 打倒コロナ 西大島

38 （株）釜戸ふとん 商売繁昌 中　切

39 仙石　利哉 ・和代　 家内安全　おばあちゃんの健康と長寿を願って！ 東大島

40 上平区　西紅葉組 みなさんが健康でありますように 上　平

41 田中　勇太郎 早くもとの健康がとりもどせますように 東大島

42 平尾　巌 新しいスタートに!! 西大島

43 伊藤　恵美子 『転居　内祝』　皆々様のお陰で釜戸へ帰ってこれました、ありがとうございます　　 西大島

44 有我　俊春 家族に感謝！ 上　切

45 水野　守・和代・心奏 コロナ禍だからこそ、人を大切にできる世の中になりますように。 中大島

46 桐井　茂和・元彦 釜戸町に幼い子供たちの声が大きく聞こえる日々が来ますように！！ 上　平

47 カマドブリュワリー みんなで空を見上げて心を一つに！カマドの未来は明るいです。 中大島

48 山口　　初 我慢を強いられてきた子供達に笑顔を届けたい。 東大島
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49 安江　建夫
このままでいいのか？と言う人。個々では元気でも、皆なでどうにかしようとする時動きが
にぶくなる人。でも心の中には、うずくものがある筈。そうだ、うずくものを吐き出そう。皆な
で。

上　切

50 保母　秀雄 ファミリーの健康 下　切

51 藤原　あづさ 久しぶりの花火大会で楽しみにしています。 論　栃

52 足立　雄三 元気でがんばろう！！ 平　山

53 小栗　和典 世界が平和になりますように 東大島

54 住いのさぽーと住ま居る 住ま居る＝スマイル☺ 神　徳

55 匿名 家族皆が健康で笑顔でありますように

56 匿名 釜戸町の明るい未来を願います!

57 板頭　明博 家族の健康を願って 東大島

58 熊谷　睦子 町民の心が一つになる花火大会。皆が健康で仲良く暮らしていけますように。 上　平

59 水野　秀行 打ち上げろ！夜空に輝く釜戸魂。 中大島

60 ㈲白山　熊谷陶料 安全第一 上　平

61 すいたま 平和な世界になりますように 中大島

62 水野　和代 釜戸町の皆さんと美しい花火を見ながら心一つの輪になりましょう。 中大島

63 天猷寺 檀信徒様の先祖供養の為 町　屋

64 中野　心衣・希子 いつもありがとう！！ 中　切

65 平野　幸彦・博子 頑張ろうぜ！！ 中　切

66 林　　 元治 家内安全　健康祈願　コロナが早く終息します様に 東大島

67 市川　眞幸 健康第一 東大島

68 市川　雅仁 暑さにまけずがんばろう！ 東大島

69 田中　奨次 平穏な日常が1日でも早く訪れますように！！ 東大島

70 秋田　泰幸 釜戸町の発展を！！ 春日井市

71 足立　　一 世界平和 平　山

72 鈴木　三千男 孫の成長を願い 西大島

73 御嶽教　釜戸日之出大教会 打上花火に釜戸町の平和をお祈りします。 上　平

74 有我　　悟 家内安全 大　細

75 三宅　那月 元気に育ってネ 大　細

76 河野　幸政 60才還暦。まだまだガンバルぞ！ 大　細

77 若尾　秀樹 健康第一　皆仲良く 東大島

78 若尾　隆仁 美月、隆乃助、元気で大きくなあれ 笠原町

79 水野　克俊 こども達がすこやかに成長できるような世の中になりますように。 東大島

80 釜戸、大湫シニアゴルフ同好会 町内の皆さんのご健勝をお祈りいたします。

81 土本　一正 皆さんのご健勝とご多幸をお祈りいたします。 上　平

82 三宅　政臣 皆さんに感謝 上　切

83 伊藤　雅彦 ・ 紗季子 釜戸に関わるすべての人が幸せでありますように！ 東大島

84 Ｋ．Ｍ 住み慣れた釜戸に感謝

85 川合　龍彦 コロナの終息でマスクのない生活、色々な行事が普通に出来る日々が早くもどります様に 東大島

86 楓　会 みんな元気に仲良く　くらそう

87 中野　　徹 早くマスク無しの生活が来ますように！ 中大島

88 匿名 楽しい夏祭りを開催してください。

89 有限会社丸三工業所 新型コロナが終息し、普通の生活が戻りますように 川　戸

90 渡邉　あずさ 願いが叶いますように エスポラン

91 瑞浪市消防団第3分団 釜戸と世界の平和を願う！！

92 成瀬　好文 ・ めぐみ ＮＯ　ＷＡＲ！　☺ 神　徳

93 有限会社竜吟サービス 商売繁盛 町　屋

94 水野　元子 世界平和を願って 町　屋

95 安藤　知幸 家内安全 中　切

96 ㈲古田設備 早く前の日常に戻りますように！！ 東大島

97 成瀬　浩二 平和を願う 中　切

98 安藤　貴正 ・ 幸正 健康第一　家族皆で力を合わせてがんばりましょう 中　切

99 株式会社　生活の木

夏まつり打上花火の開催おめでとうございます。夜空に咲く大輪の花が釜戸の町を、世の
中を明るく照らしてくれることを願います。また、生活の木も、人々に笑顔の花を咲かせられ
るよう、よりいっそう頑張ってまいります。

中　切


