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※密集等を避けるため、5分 ~10 分程度の打ち上げとします。

「宇佐市を花火でつなぐ !」をテーマに地域発展、疫病退散、厄年の方の厄祓い、そしてコロナ禍
で頑張っている皆様へ感謝の気持ちをメッセージとした、花火の打ち上げを実施いたします。
花火の観覧については、下記の「お願い（注意事項） 」を必ずご確認のうえ、お楽しみください。

・コロナ感染防止の為、駐車場、特設ステージ、トイレといった会場の設置はしません。
近隣住民の方々に迷惑がかからないよう観覧をお願いします。

・打ち上げ地区にお住いの方々は密集回避のため、自宅等での観覧をお願いします。
・花火は広範囲で観覧できるよう打ち上げますので、1カ所に集まらないようにしてください。
・複数人で観覧する場合は、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保をしてください。
・当日の天候によっては打ち上げを順延もしくは中止することがあります。
その際の案内や周知は、現在予定しておりませんのでご了承ください。

※花火観覧による事故、トラブル等については一切の責任を負いかねます。
観覧におけるすべてのトラブルは自己責任でお願いいたします。

主催 :USAメッセージ花火実行委員会
委員長　河村稔

◎ 1981 年〜 1982 年（昭和 56、昭和 57年）誕生厄祓い
榎田　勝悟
榎田　拓也
大塚　崇弘

鹿嶋　正博
是永　大輔
斉藤　哲志

中島　亮太
中野　嘉人
松本　英泰

森本　善人
吉井　大助

永  松 　俊  廣
疫病退散！　私の故郷 宇佐市、長洲の発展を心よりお祈り致します。 

ガンバレ  長洲っ子！

ワタナベメディカルグループ 
（ワタナベ薬局・アドテック・ケイジーエス）
宇佐市大字上田1770-1 ☎0978-34-7775

宇佐市民の皆様のご健康と宇佐市の 

ご発展をお祈り申し上げます。

マレリ九州㈱
宇佐市大字和気111番地 ☎0978-38-4701

地域の景気回復と従業員と家族の皆様の 
ご健康をお祈り申し上げます。  

マレリ九州株式会社

宇佐メディカル 
クリニック

宇佐市大字辛島298-2 ☎0978-33-3733

丁寧な診療を第一に、地域のかかりつけ医

として身近なクリニックを目指しています。

㈱浜繁水産
宇佐市大字長洲4455 ☎0978-38-0075

従業員の皆さん並びに取引先客位に 

感謝すると共に長洲地域発展を願います

宇佐市役所
長洲地区部課長会
宇佐市大字上田1030-1 ☎0978-32-1111

市民の皆様のご健康、コロナの収束と 

宇佐市の発展をお祈りいたします。

森田建設㈱
宇佐市大字長洲554-5 ☎0978-38-0271

皆様のご健康とご多幸を 

お祈り申し上げます。

㈱末宗組
宇佐市大字和気1023 ☎0978-37-0281

工事中はご協力ありがとうございます。 

今後も地域発展の為に貢献してまいります。

アート・プランニング・
崇匠

宇佐市大字長洲4383番地の1 ☎0978-38-2701

長 洲 っ て 最 高 ！



たくさんの方々にご協賛頂き誠にありがとうございました
USA メッセージ花火実行委員会

メッセージ花火を応援してくださるスポンサーの皆さま
（敬称略順不同）

地域応援

㈲嶌田設備・クリクラ宇佐	 	
宇佐市大字長洲3194-1	 ☎ 0978-38-0030

大聖工業㈱	  	
宇佐市大字長洲1049-1	 ☎ 0978-38-2561

加戸米穀店  	
宇佐市大字長洲936-6	 ☎ 0978-38-0547
九州瑞穂㈱  	
宇佐市院内町香下225	 ☎ 0978-42-6010
㈲七洋物産  	
宇佐市大字江須賀2864	 ☎ 0978-38-1245
㈲奈良モーター商会  	
宇佐市大字江須賀1480番地	 ☎ 0978-38-0213

柳ヶ浦　わかやぎ会  
㈱アシスト	  	
宇佐市大字法鏡寺290-1	 ☎︎ 0978-33-3077
㈲網中水産	  	
宇佐市大字長洲3602-1	 ☎︎ 0978-38-5757
石部種苗店	  	
宇佐市大字長洲587番地	 ☎︎ 0978-38-0445
岩尾畳店	  	
宇佐市大字川部147-2	 ☎︎ 0978-32-7242
㈲宇佐自動車学校	  	
宇佐市大字長洲2400	 ☎︎ 0978-38-2111
宇佐石油㈱	  	
宇佐市大字岩崎421番地	 ☎︎ 0978-37-0381
大分折込㈱	  	
中津東浜992-9	 ☎︎ 0979-26-1181
ガレージさかぐち	  	
宇佐市大字長洲917番地の1	☎︎ 0978-38-0660
共栄九州㈱	  	
宇佐市大字西大堀840番地の1	 ☎︎ 0978-38-4151
㈱光文堂　北九州支店	  	
北九州市小倉北区中津口1-1-32	 ☎︎ 093-522-1611
㈲是永石油	  	
宇佐市大字長洲887-2	 ☎︎ 0978-38-0112
㈲佐々木物産	  	
宇佐市貴船町2-12-13	 ☎︎ 0978-38-0678
佐藤建設工業㈱	  	
大分市大手町1丁目1-10	 ☎︎ 097-536-2031

㈱三想	  	
宇佐市大字法鏡寺846	 ☎︎ 0978-37-1011
スナック　ぎんざ村	  	
宇佐市四日市1465-8	 ☎︎ 0978-33-3694
スナック遊輪	  	
宇佐市大字四日市1465	 ☎︎ 0978-33-5872
㈱スミテック	  	
宇佐市大字松崎360-1	 ☎︎ 0978-38-1585
大翔工業㈱	  	
宇佐市大字上乙女261番地1	☎︎ 0978-25-4402
㈱ダイプロ北部販売	  	
宇佐市大字山下1490-1	 ☎︎ 0978-32-0192
タカスイグループ	東九運輸㈲	  	
宇佐市大字北宇佐1619-1	 ☎︎ 0978-37-0373
東和建設㈱	  	
宇佐市大字松崎640-1	 ☎︎ 0978-38-0357
㈲豊永長六商店	  	
宇佐市大字長洲3715-6	 ☎︎ 0978-38-0279
長洲そうめん㈲四井製麺工場	  	
宇佐市大字長洲3729-2	 ☎︎ 0978-38-0008
長洲理容組合　	  	
宇佐市大字松崎1958　支部長　岡山下治	
no9na	  	
宇佐市長洲690-1	 ☎︎ 0978-58-3217
㈱日豊折込センター	  	
中津市大字是則330	 ☎︎ 0979-27-6767
入学商店	  	
宇佐市大字長洲3712-4	 ☎︎ 0978-38-2004
㈲花水燃料	  	
宇佐市大字長洲338	 ☎︎ 0978-38-0153
㈲浜永建材店	  	
宇佐市大字長洲554-1	 ☎︎ 0978-38-4671
富士見機工	  	
宇佐市大字子安町3-3-1	 ☎︎0978-38-0303
㈲豊前衛生社	  	
宇佐市大字江須賀1901-2	☎︎0978-38-1085
ライオンズ部品㈱	  	
宇佐市大字川部647-1	 ☎︎0978-38-6650
㈲山田機械	  	
豊後高田市高田2126	 ☎︎0978-22-2754
居酒屋・仕出しラムネ屋	 ☎︎0978-38-0406

㈲原花店	 ☎︎0978-38-5850商売繁盛

仕出しのちよせ	  	
宇佐市沖須町2-12-1	 ☎ 0978-38-0444

㈲かばた保険事務所  	
宇佐市大字長洲4441-2	 ☎ 0978-38-4149
㈲大成住建 	
大分県宇佐市下乙女498-1	 ☎ 0978-33-5788
拓豊建設㈱  	
宇佐市大字蜷木1106-1	 ☎ 0978-38-5414
㈲松本漬物  	
宇佐市大字長洲1539-5	 ☎ 0978-38-0324
宇佐パン粉㈲ 	
宇佐市住江635-171	 ☎︎0978-38-0274
宇佐ポリマー㈱ 	
宇佐市大字上元重192	 ☎︎0978-32-2992
うどんや大黒 	
宇佐市大字江須賀4093-2	☎︎0978-38-2234
㈱江戸心本館 	
宇佐市大字法鏡寺297	 ☎︎0978-33-1500

小野鮮魚店・小野商会	  	
宇佐市大字長洲3509-4	 ☎︎ 0978-38-2340
おでん黒猫 	
宇佐市四日市43-2えびすプラザ102	 ☎︎ 0978-33-0545
(有)川島不動産 	
宇佐市大字四日市248番地の1	 ☎︎ 0978-32-0237
車輪工房 	
宇佐市大字長洲2013	 ☎︎ 0978-38-6756
㈲佐々商	  	
宇佐市大字北宇佐1802-1	 ☎︎ 0978-37-0295
坂本技建	  	
宇佐市大字長洲3266	 ☎︎ 0978-38-1425
㈱園木自動車工業	  	
宇佐市大字出光157-1	 ☎︎ 0978-37-0851
ステーキハウス　ルート10	  	
宇佐市大字四日市1574-1 宇佐産業ビル第2ビル1Ｆ	 ☎︎ 0978-32-1288
沖がる・沖寿司・沖どん	  	
大分県宇佐市四日市1462-1グルメ横丁	 ☎︎ 0978-32-5537
㈲時枝酒店	  	
宇佐市大字四日市1165	 ☎︎ 0978-32-0055
㈲長洲急配	  	
宇佐市貴船町1-9	 ☎︎ 0978-38-0639

㈲長田塗装	  	
宇佐市大字江須賀2915-7	 ☎︎ 0978-38-2211
西日本精機㈱	  	
宇佐市大字尾永井328	 ☎︎ 0978-32-7707
㈱八幡空調設備	  	
宇佐市大字森山927	 ☎︎ 0978-32-3632
広瀬呉服店	  	
宇佐市大字長洲296	 ☎︎ 0978-38-0246
フレッシュスーパーきふね	  	
宇佐市大字神子山新田39-3	 ☎︎ 0978-38-0287
本州大分ダンボール㈱	  	
宇佐市大字山255番地の1	 ☎︎ 0978-37-2155
㈱本村商店	  	
中津市犬丸2187-3	 ☎︎ 0979-32-6493
港のやきとり酒場	  	
宇佐市大字長洲4444-6	 ☎︎ 080-1336-2703
焼きたてパンハッピーアベリー	  	
宇佐市沖須町2-1-2	 ☎︎ 0978-38-6027
レイクサイドゴルフ㈱	  	
宇佐市大字長洲字野々中1888	 ☎︎ 0978-38-2226
㈲佐藤酒舗	 ☎︎0978-37-0141

世界平和

共立コンサルタント㈱	 	
宇佐市大字法鏡寺188番地の3	 ☎ 0978-33-2331

四ツ谷酒造㈲ 	
宇佐市大字長洲4130番地	 ☎ 0978-38-0148

㈲桃田ブロック工業 	
宇佐市大字長洲2730番地	 ☎ 0978-38-1033
㈱共栄	  	
宇佐市江須賀1259番地の1	 ☎︎ 0978-34-4123
㈱廣亜	  	
宇佐市東高家1098-8	 ☎︎ 0978-33-5749
贈り物専門店　こくらや	  	
宇佐市大字葛原774-1	 ☎︎ 0978-34-0055
㈱長浦製網所	  	
宇佐市大字長洲3980	 ☎︎ 0978-38-1121
㈱藤電設工業	  	
宇佐市大字富山512番地の1	☎︎ 0978-32-6386
やきいも　かっちゃん	  	
宇佐市住吉町2-31-1	 ☎︎ 090-7391-7841

無火災祈願

宇佐市消防団第9分団  

柳ヶ浦消防団  
無病息災

子安観音　長安禅寺  	
宇佐市子安町2-6 子安観音	 ☎ 0978-38-0610

健康祈願
医療法人玄々堂 	
宇佐市大字四日市19番地の1	☎ 0978-34-0120
クリーンサービスホンダ	  	
宇佐市大字岩保新田223-2	 ☎︎ 0978-38-0724
松本商会	  	
中津市殿町4-1408	 ☎︎ 0979-22-0438

発展祈願
弘山　雅夫

家内安全
㈲西渡辺 	
宇佐市大字四日市1485-4	 ☎ 0978-33-3813

必勝祈願
㈱のぞみ	  	
宇佐市大字長洲3079-2	 ☎︎ 0978-38-6771

柳ケ浦発展

柳ヶ浦アーバンデザイン会議
環境汚染防止

宇佐水処理事業組合	  	
宇佐市大字上田1301-2	

疫病退散

いしだ内科	  	
宇佐市大字長洲2241	 ☎ 0978-38-6262

末宗建設㈱  	
宇佐市大字江須賀4038	 ☎ 0978-38-0550
アメリア㈱	  	
宇佐市大字城井1244番地	 ☎︎ 0978-25-7720
㈱是永	  	
宇佐市大字長洲3266	 ☎︎ 0978-38-0327
㈱芝原装飾	  	
宇佐市大字日足1205-1	 ☎︎ 0978-37-3789
㈲吉本本家石材店	  	
宇佐市大字江須賀1129	 ☎︎ 0978-38-5213

還暦祝
㈲割烹よし成	  	
宇佐市大字長洲1475-1	 ☎︎ 0978-38-1517

成人祝
㈱大建商会	  	
宇佐市大字長洲141-1	 ☎︎ 0978-38-0409

We　Serve ！
宇佐ながすライオンズクラブ 	

宇佐市住吉町1-17	 ☎ 0978-38-6650
感謝

ダスキン宇佐　㈲五所商事	  	
宇佐市大字畑田922-1	 ☎︎ 0978-33-4688
㈱長洲かわら産業	  	
宇佐市大字西大堀803番地	 ☎︎ 0978-38-0488

がんばれ　卒園生の皆さんへ

四日市こども園  	
宇佐市四日市3552の 4番地	☎ 0978-33-0155 

コロナ早期終息
アミナカフーズ㈱	  	
宇佐市大字上高家268-1	 ☎︎0978-34-9560
エス・エスツーリスト㈲	  	
豊後高田市新町2718-1	 ☎︎0978-24-3113

ご先祖様を大切に
㈲友善社	  	
宇佐市大字岩崎262-7	 ☎︎0978-37-0049
㈲吉田石材店	  	
宇佐市大字長洲3230-2	 ☎︎0978-38-0870

宇佐市発展
(一社) 宇佐市観光協会 	
宇佐市大字南宇佐2179-3	 ☎ 0978-37-0202
明治印刷㈱  	
宇佐市大字長洲607	 ☎ 0978-38-0135
石神時計店	  	
宇佐市大字長洲25-1	 ☎︎ 0978-38-2588
㈲井本美装	  	
宇佐市大字南宇佐2313	 ☎︎ 0978-37-0192
岩金設備工業㈱	  	
宇佐市大字山本640-3	 ☎︎ 0978-33-3328
宇佐市タクシー協会	  	
宇佐市院内町大副1107-2	 院内タクシー内
㈲宇佐造園	  	
宇佐市大字蜷木1242	 ☎︎ 0978-38-0885
㈱江河工務店	  	
宇佐市大字城井2006	 ☎︎ 0978-32-0254
社会福祉法人　駅水	  	
宇佐市大字江須賀2748-10	 ☎︎ 0978-38-7250
大末電気工事店	  	
宇佐市住江635-171	 ☎︎ 0978-38-4823
㈱川田塗装	  	
宇佐市大字北宇佐1744-1	 ☎︎ 0978-37-0526
㈲キムラデンキ宇佐店	  	
宇佐市大字畑田1041-1	 ☎︎ 0978-33-0298
清松総合鐵工㈱	  	
宇佐市大字尾永井470-1	 ☎︎ 0978-32-2176
久保ボーリング	  	
宇佐市大字長洲	
㈲サイガン運輸 	
宇佐市大字高砂新田272番地の4	 ☎︎ 0978-38-4450
下村建設㈱	  	
宇佐市安心院町下毛1890-1	 ☎︎ 0978-44-0247
㈲すこやかデイサービス有料老人ホーム	  	
宇佐市大字川部1500番地　	 ☎︎ 0978-37-3071
うなぎ専門店竹の屋	  	
宇佐市大字石田215番地の2	☎︎ 0978-32-5567
ダイエーコンサルタント㈱	  	
宇佐市大字森山1813-5	 ☎︎ 0978-32-0584
㈱トキハインダストリー長洲店	  	
宇佐市大字沖須町1-19	 ☎︎ 0978-38-0505

㈲鳥羽石材店	  	
宇佐市大字川部1067	 ☎︎ 0978-32-2598
中野建設㈲	  	
宇佐市住江399	 ☎︎ 0978-38-4883
学校法人泉学園　なぎさ幼稚園	  	
宇佐市大字辛島326番地	 ☎︎ 0978-32-7391
うっかり八兵衛	  	
宇佐市大字四日市1460-3	 ☎︎ 0978-33-4400
㈲二豊衛生社	  	
宇佐市大字江須賀1672-1	 ☎︎ 0978-38-0009
日本料理ひとみ・ひとみ鮮魚店	  	
宇佐市大字東高家1214-7	 ☎︎ 0978-32-2117
博多　一輝亭	  	
宇佐市住吉町32	 ☎︎ 0978-37-6727
東九地研工業㈱	  	
宇佐市大字城井492	 ☎︎ 0978-33-0938
㈲平野商店	  	
宇佐市大字荒木384	 ☎︎ 0978-32-3336
ヘアーサロンコンフォート	  	
宇佐市大字長洲1551-6	 ☎︎ 0978-38-6780
㈱豊食	  	
宇佐市大字東高家1198-12	 ☎︎ 0978-33-1877
ホームセンターかわばた	  	
宇佐市大字畑田749	 ☎︎ 0978-32-2118
㈱未来電力	  	
宇佐市大字和気1246-2	 ☎︎ 0978-37-1317
焼肉ハウスかねだ	  	
宇佐市大字上田1079-1	 ☎︎ 0978-32-2535
柳ヶ浦高等学校	  	
宇佐市大字江須賀939	 ☎︎ 0978-38-0033
㈲山田総合保険企画	  	
宇佐市大字長洲382-1	 ☎︎ 0978-38-2515
㈲山田屋商店	  	
宇佐市貴船町2丁目11-11	 ☎︎ 0978-38-0369
㈲唯工房	  	
宇佐市大字長洲486	 ☎︎ 0978-38-0083
和氣勝典税理士事務所	  	
宇佐市大字四日市62-12	 ☎︎ 0978-32-2560
フラワーショップすなた	 ☎︎0978-32-4080

誕生日祝

　ゆうかちゃんへ 
　　　　　　　坂本商店より 
　　　　　　　　　　宇佐市大字佐々礼 850-1


