第71回
とき／2017年

京都 南丹市花火大会

8月14日（月）〈荒天〉8月15日（火） ところ／八木大堰川畔

午後7時30分開幕
1基

躍進する地元企業

㈱平和建設・㈱大伸建設・㈲平井鉄筋工業
八木金融会
（京都銀行八木支店・京都信用金庫八木支店）

早打5号玉（芸術玉）

土木・建設工事はおまかせ下さい

南丹市商工会青年部・八木町観光協会

共伸建築協同組合・八木建設・NPO法人ほっこり・
INTERIOR SHIGERU・㈲日置中川工務店・西田左官店・
広瀬産業電気工事・谷牧場・麻田鉄工・高屋設備㈱・
浅田板金・アート測量設計事務所・㈲ミヤケン住器・
鈴木電気工業・波部畳店㈱・広瀬建設〈共同提供〉

早打 5号玉 15連発 1組
南丹市商工会 やぎショッピングカード会
クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部太閤担カントリークラブ・
レストランれいん房・アサイスポーツガーデン
KBS京都プロジェクト
〈各3発提供〉

シリーズ❼

シリーズ❸

ジヤトコ㈱

1組

仕掛とスターマイン

皆様のスーパーマツモト 1基

㈱ マ ツ モ ト

主催／京都南丹市花火大会実行委員会

）

（一 栄 会 有 志

）

（

明田餅店・眠りとふとんの相談室 やぎくま・森彦菓舗・
きもの・洋服の店 八木直呉服店・モモ美容室・三和印刷㈲・
㈲福田電気商会・㈲八田サルベージ・タンバヤ薬局・
カラオケ来夢・㈱ながつかアームズ・

）

（

お食事処まるや・レストランいけじゅう・a cake・
喫茶スナックパピヨン・京都南丹観光㈱・南丹タクシー・
㈲共栄砥石工業所・喫茶HIRANO・山脇自転車預り所

）

（

）

加地商店・タチバナヤ・八木酒造㈲・湯浅快々堂・
みの吉・松屋時計店・福常・トモエヤスポーツ・
㈲ミートひろせ・今西表具店

本 町 2 丁 目 会
駅 前 共 栄 会

1基

（

合同会社 京都南丹

ヨネダ時計店・米儀福寿堂・ヒトミムセン・八木岩洋品店・
靴の店 こくふ・加茂洋装店・平野自転車店・福井耕玉堂・
㈱八進フードセンター・

）

京都府理容組合八木部

早打 5号玉 55連発 1組
石山住宅㈱・西村測量登記事務所

1組

マナーを守り安心・安全な花火大会でありますようご協力をお願いします

洋品のマツモト・麻田角店・新開亭・八木郵便局・
㈲片谷電器商会・のぞみ薬局・
フロンティア薬局八木店

本町10会（テン）

シミズ病院・洛西シミズ病院・亀岡シミズ病院・
洛西ニュータウン病院・シミズ四条大宮クリニック・
シミズふないの里・シミズひまわりの里・アイリス福祉会
清和会みわ 他
〈10発提供〉

未来のエネルギーを創造する

1基

㈲千山荘・富士美容室・㈱新大阪エンジニアリング・
人見鐵工㈱・㈱平和堂アル・プラザ亀岡・㈲油作岡田化学工業所・
㈱山陰土建・大西産業・㈱西日本ツーリスト・中村電業・
金光教八木教会・南丹清掃㈱・㈲オートサービス人見・
㈲ボディショップ小西・ラッキー美容室・㈲水江塗料店・
㈱日本出版・㈲RPS.YAGI・広瀬缶詰製造所・
Wardrobe「ワードローブ」・京都タクシー㈱・㈱コザクラ・
㈲コテラ企画・心と身体の癒しの森 るり渓温泉・スナックくれない・
㈱酒井塗装・石勝石材店・
㈱ふぁみげん・ファミリーマート南丹八木町店・
㈱サンワコン・㈲園部協同ガス・南丹すまいる
給排水工事リフォーム全般 電機空調家電製品販売修理 ㈲橋本電機
〈各1発提供〉
サカエ産業㈱・お食事処桂川 〈各2発提供〉

〈各3発提供〉

医療法人 清仁会 シミズ病院グループ

仕掛とスターマイン

シリーズ❾

早打4号玉15連発

八木中央通り会

駅 前 会 有 志

早打 5号玉 19連発 1組

（

大輪の花火とともに届け平和の願い
1基
祝 南丹市商工会10周年

（片山金蔵商店・サワダ化粧品店・かね市商店・お食事処 八百源）

㈱虎屋京都工場・㈱洛南エンジニアリング・
㈱井筒八ツ橋本舗・㈱湖池屋・マルホ発條工業㈱・
雪印メグミルク㈱京都工場池上製造所
㈱DAYTORA・松園荘保津川亭
〈各5発提供〉

早打5号玉（芸術玉）
35連発

本郷南区・本郷北区・垣内区・青戸区有志・柴山区民一同・西田自治会・井ノ尻区・

早打 4号玉 45連発 1組
二九精密機械工業㈱・八木経済同友会・
Good Life栄広園 〈各15発提供〉

京都・丹波の料亭 八光館 ・八光亭

早打 3号玉 20連発 1組
上・下水道工事 ㈱仁木工業

本町6丁目区・栄町1丁目区有志・栄町2丁目区・栄町3丁目区・本郷東区区民一同・

山室区・室橋自治会・野条自治会・池上自治会・神吉上区・神吉下区・神吉和田区

先端技術をささえる超精密研磨

仕掛とスターマイン
大堰川水上浪漫と夜空の天空

八木町本町1丁目協賛者一同・本町2丁目区・本町3丁目区・本町4丁目区・本町5丁目区・

玉ノ井区民一同・室河原区・八木嶋区・南広瀬自治会・大薮区・折戸区・船枝区民一同・

早打 5号玉 40連発 1組
シリーズ❻

シリーズ❷

夜空のプラネタリウム 1基

特大スターマイン

ふるさとを愛する人びと

㈱ひら山・木村力商店・㈱御鷹組

※有料会場へは、
入場パスポートが
必要です

フィナーレ

1基

観音寺区民一同・屋賀区区民一同・屋賀上区民一同・北屋賀自治会一同・氷所区・日置区・

真 優 庵 ㈱ ・吉田会計事務所・㈱第一土木

早打 5号玉 21連発 1組

スターマイン

坂矢木材㈱・八木鉄工所・福嶋こうじや・
ヤマキチ酒店・日本調剤船井薬局・京都丹波の銘酒 長老・
北陽測地㈱・㈱八州京都営業所・河原玉年堂・
徳屋設備工業・㈱キクチコンサルタント南丹営業所・
水廻り専門店 辰己工業・八木石油事業組合〈梅松石油㈱・矢田石油㈱〉
・
誠寿し・㈱村山化学研究所・㈱共立工務店・八木町森林組合・
セコム㈱亀岡営業所・日本生命保険相互会社京都西支社・
西日本旅客鉄道㈱・㈱エース・綿利酒店・清和運輸建設㈱・
㈲チェリー・㈱大内組・得得うどん園部インター店・
福島鰹㈱京都南丹工場・教伝寺・㈲佐藤土木・KSセキュリティ・
パティスリー シェ・サンタ・㈲新広プラン社・きさらぎ漬丹波高槻
〈各1発提供〉

㈱クリスタル光学

早打 4号玉 15連発 1組

http://www.yagi-hanabi.com/

刑部区有志・北広瀬区自治会・鳥羽自治会一同・美里自治会・木原自治会・池ノ内区・

33連発 1組

スターマイン
1基
想いを未来へつなぐ企業

八木町建設業協会

寺尾道路㈱・男前豆腐店㈱・八木ゆう薬局・
浅野環境ソリューション㈱大阪支店・住空間の匠 ㈱松本建設・
サンスイコンサルタント㈱・㈱仙太郎丹波工場
〈各3発提供〉

1基

シリーズ❽

シリーズ❺

シリーズ❶

早打 4号玉 15連発 1組
京都中部総合医療センター

㈱フォールズ・㈲南部総合管理

仕掛とスターマイン

㈱前田組 Field Grass

早打 3号玉 20連発 1組
内外エンジニアリング㈱南丹営業所

早打 5号玉 8連発
1組
笠浪㈱〈5発提供〉 本郷西区民一同〈3発提供〉
スターマイン
1基
企業の安全を守り繁栄を約束する

南丹市民の花火

早打 5号玉 10連発 1組
㈱カードックオクムラ
お庭づくりとカフェのフィールドグラス

花火大会中止の場合はホームページ上のツイッター
にて発表します。
「京都南丹市花火大会」で検索

仕掛とスターマイン

早打 3号玉 20連発 1組
㈲いちたに・いちたにホール

シリーズ❼

ようこそ南丹市へ

仕掛とスターマイン

シリーズ❹

オープニング

点火式

灯ろう
流し

●16:30頃よりオープニングイベント
●19:30より打ち上げ

〈5発提供〉

小杉電気商会・太平不動産・今西肥飼料店・
保険の専門代理店 西京都保険サービス㈱・
肥料とお米 波部産業㈱・㈱エスアールエム南丹支店・
秋田商会・秋田ミシン商会・秋田ミシン商会京都店 風蝶庵
㈱大建・キョウトホーム㈱・㈱魚留
㈱片山測量設計事務所・羽山建設㈱
國府利明17回忌供養 娘2人・孫より 〈各3発提供〉

仕掛

大 銀 滝

1基

八木町自動車組合

（

）

岡本自動車工業・常陸オート㈱・丸安自工㈱・
㈱明田自動車工業・㈲佐々自動車・進和自動車工業・
㈱八進フードセンター・南丹電機㈱

南丹船井防犯推進委員協議会八木支部

（

中沢理容所・ヘアーサロンせき・ヘアーサロンオノエ・
バーバークリヤマ

）

美 山 グ ル ー プ

（

福原工務店・民宿みやま・㈲枕川楼・
料理旅館きぐすりや・美山ふるさと㈱

丹波建設㈱

）

㈲京都丹波牧場

大堰川漁業協同組合・なでしこ美容室㈱・
㈱カタヤマ時計店・㈲布安商店・佐井忠本店・うを亀・
まつみ薬局・㈱犬石書店・西山工業・共立グラビア㈱・
八木野菜花市・南丹市消防団 西風・北部淡路水産㈱・
丸亀ガス㈱・楠新聞舗・ハート綜合産業・のぞみ鍼灸接骨院・
NISリハトレセンター・世界救世教いづのめ教団八木浄霊センター
京都府南丹広域振興局有志一同

南丹市職員一同・南丹市商工会
メッセージ花火
［お誕生おめでとう 麻田愛心・想］
［イスラエルからまさこさんおめでとう］
［りんちゃん出産頑張ってね。八お］
［丸ちゃんより愛をこめて］

車上ねらいや置き引きに注意しましょう!!
未成年の方はご家族が心配されますので帰宅は早めに!!

後援／京都府・京都新聞・NHK京都放送局・KBS京都・西日本旅客鉄道㈱・日吉町観光協会・美山町観光協会
協力／公益財団法人 南丹市情報センター なんたんテレビ（11ch）で生放送（14：30〜・18：00〜）

