
あ
な
た
に
届
け
!! 

〜
感
謝
の
花
火
〜

　 「
２０
年
間
の
あ
り
が
と
う
を
込
め
て
」

午後７時打上開始

高
坂

川
越
市

川
越

高坂駅

駐車場はございません
東武東上線　高坂駅より徒歩15分

ご来場は公共交通機関を
ご利用ください。
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雨天・荒天の場合は8月25日（日）に順延
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主　　催　東松山市商工会・（一社）東松山市観光協会
後　　援　東松山市・東松山市商店会連合会
主　　管　第20回ひがしまつやま花火大会実行委員会
大会会長　伊藤　一久（商工会）
実行委員長　長島　秀樹（商工会青年部）
協　　力　東松山警察署・比企広域消防本部・東松山消防団・
　　　　　東松山交通安全協会・ 商工会青年部・青年部OB会・女性部
問 合 せ　東松山市商工会（協賛金関係）0493-22-0761
　　　　　（一社）東松山市観光協会（総務関係）0493-23-3344
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テレフォン
サービス
テレフォン
サービス

当日：午前10時～
0180－994－125

開催情報開催情報

花火フォト
コンテスト
同時開催！！
詳細は実施要項をご覧ください



観覧者駐車場は
ございません

公共交通機関をご利用ください
・ 打上協賛者、障害者手帳をお持ちで
　下肢障害のある方の駐車場はございます。
　入庫16時～18時まで、出庫22時以降。
・ 自転車・バイクは駐輪場（会場南）に
　停めてください。
※協賛者駐車場への入庫は16時～18時と
　なります。それ以降の入庫はできません。
※駐車場・駐輪場内での盗難、事故、花火殻等
　による損害は、一切責任を負えませんので、
　ご了承ください。

・ 会場の対岸の土手は、危険
   区域のため立入禁止です。
・ 花火打ち上げ場所には
   近寄らないでください。
・ ゴミの持ち帰りにご協力を
   お願いします。

小型無人機（ドローン）の
使用は禁止です。

お願い

第20回ひがしまつやま花火大会
フォトコンテストを実施します。

応 募 締 切

http://www.higashimatsuyama-kanko.com
または「フォトコンテスト実施要項」をご覧ください。
東松山市観光協会　☎0493-23-3344

応募方法などの詳細は観光協会HP

花火大会の写真を
大募集！
花火大会の写真を
大募集！

●9月13日（金）
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No 種類 掲載名＆メッセージ

１ Openingスタ－マイン!!　　　　　　　  　 本家神田煙火工業有限会社

２ スターマイン 東松山市部長会・課長会・主査会・松和会
祝・第２０回花火大会　祝・東松山市制施行６５周年

３ スタ－マイン
東松山市商工会青年部ＯＢ会

ＯＢ会は商工会青年部を応援します。

４ スタ－マイン 東松山市役所入庁５年目・４年目・３年目・２年目・１年目職員一同
大好き♡東松山

５ ７号玉ー７発

斉藤純一/東松山青年部ハンパないってーー！

タカモリ空調サービス㈱/エアコン修理はお任せ下さい。 業務用空調機、修理・保守・点検。

埼玉県青連会長/地域愛を育くむ商工会青年部のご活躍に心より敬意を表します！ 20回大会おめでとう！！

ほったや/子どもから大人まで愛される駄菓子屋全国ナンバーワンを目指して皆さまに笑顔と元気を届けます!!

銀のゆりバンケット/これからも宜しくお願いします！

ヘアーサロン アルティジャーノ/おかげさまで全国大会優勝しました。これからも宜しくお願い致します。

東松山理容組合は、安全、安心、清潔をお約束しています。是非ご利用下さい、ありがとうございます。

６
プレミアム

スターマイン♪
音楽コラボ♪

株式会社アスト
医療機器のアスト。皆様の健康を願い、先進医療をサポート致します。

７ スターマイン ㈱タイシンホーム
家の塗り替えは塗装工事専門店タイシンホームへ。（検索）株式会社タイシンホーム

８ スターマイン 埼玉県自動車整備振興会 東松山支部
 お車の整備は国の認証を受けた「てんけんくん」マークのお店へどうぞ

９ スターマイン
東松山市商店会連合会 / 東松山一番街、中央通り商店会、材一商工研究会、ぼたん通り商店会、箭弓町駅西口商店会、
松山町商店会、東松山市まるひろ通り商店会、東部地区商工協議会、松葉町西部共栄会、神明町共進会、本町商店会、若松町商店会、
松葉町商栄会、東平商栄会、唐子商店会、野本商店会、高坂商店会、東松山駅東口商店会、東松山美吉共栄会

10 ７号玉ー８発

㈱太陽設計/新築・増改築・リフォーム工事は地元㈱太陽設計へ

ペガサス

㈲クロダ冷熱

松﨑歯科医院/お口の健康は、若さの源。丁寧な治療でいつまでも「いい歯を！」

麻雀スマート/毎週月金は健康麻雀教室やってます。 会員随時募集！初心者にも丁寧におしえます！

クロッシュ/おかげ様で２０周年。生まれかわって市内でがんばります。

柳原青空・なつみ/おじいちゃん、ずっと長生きしてね。

㈱サトウ埼玉工場/住宅用基礎鉄筋ユニット製作のご用命は、電話０４２－５０５－５８１８まで

11
プレミアム

スターマイン♪
音楽コラボ♪

東松山市商工会高坂支部・高坂商店会《奉仕とふれあいの街づくり》
㈲高坂石油、たかはし屋酒店、合同会社Y&Y（喜楽）、むさし税理士法人、松坂工業㈱、アクアビーテ、㈲こづち商会、
㈲塚本電気、NPO法人フィルムコミッション、中央印章堂、㈱創電エンジニアリング、芝崎建築、㈲森井テレビ商会、
㈱タカサカ、ニューヤマザキデイリーストア高坂長木屋店、セレモニーホールぱぴるす、㈲秋山商店、㈲岩崎工業所、
㈲朝日興産、赤樹（あかぎ）、㈲クロダ冷熱、㈲大加田商事、日通プロパン高坂販売所、㈲中島自動車、㈱国際学生協会

12 スターマイン
大東文化大学

創立９６周年

13 スターマイン
東松山建設安全協会 /  伊田テクノス㈱、㈱興和建設、㈱大野工務所、㈱淵上工務店、㈱須長建設、㈱細村建設、㈲小川土木、

㈱野口建設、松坂工業㈱、三井住建道路㈱関東支店北関東営業所、明成建材工業㈱、中里建設㈱、㈲日野土建、㈱エム興業



14 スターマイン
東松山市商工会

商工会は商工業者の皆様をサポートします。創業相談・会員募集中！

15 １０号玉－６発

一寿会 ひがしまつやま寿苑/ひがしまつやま寿苑は地域福祉に貢献していきます。

アイジーエー株式会社/日頃からお世話になっている皆様に感謝の気持ちを込めてブチ上げます。玉や～～～。

金森工業/町の小さな外構工事屋です。今日の花火大会が盛大になりますように！良い思い出になりますように

平成８年度高坂小卒業生より/池端先生・梅沢先生・大畑先生。先生方の生徒で本当に良かった。大好きだよ！

㈲梅津商店/東松山市の皆様のご健康とご多幸をお祈り致します。

地域に貢献する東松山美吉共栄会/有志一同

16
プレミアム

スターマイン♪
音楽コラボ♪ ㈲ 吉沢

17 ７号玉ー８発

いでうら接骨院/素敵な笑顔に感謝します！！

まなぶ接骨治療院/どこに行っても良くならなかった、「痛み」「しびれ」の解決に自信があります！

丸広百貨店 東松山店/お買い物は彩の国の百貨店「まるひろ」で。

住まいのリフォーム㈱小林内装/おまかせ下さい。あなたの街のクロス屋さん

東松山市飲食店組合/楽しい憩いの一時を、安心安全、東松山市飲食店組合

中里建設株式会社/夢を形にする企業・中里建設株式会社

株式会社 元田石材/お墓のことなら おまかせ下さい

株式会社信濃住宅/人や環境に優しい安心な住まいづくりを応援します。

18 スタ－マイン ガーデンホテル紫雲閣 東松山
千年の松に囲まれ小鳥の声で目をさます。ガーデンホテル紫雲閣 東松山

19 スタ－マイン
東松山ロータリークラブ / 奉仕の心で・地域をつなぐ・東松山ロータリークラブ。

東松山むさしロータリークラブ / 令和の幕開けと花火大会の盛況を祝し地域の発展と皆様の幸せをお祈り致します

20
プレミアム

スターマイン♪
音楽コラボ♪

ＩＴＴＯ個別指導学院 高坂駅前校
地域住民の皆様へ「地域貢献活動、ありがとうございます」
生徒・保護者様へ「夜空の下で笑顔が見られますように」

21 ７号玉ー８発

内山 明夫/小学一年になった萌君、いつも元気いっぱい全力投球で、小学校生活を思いきり楽しんで下さい！

武州産業株式会社/ガスの炎で未来をひらくLPガスの武州産業

水戸証券株式会社東松山支店/大切な資産だからこそ、価値ある運用を。水戸は水戸でも水戸証券。

栄電子工業/業界最高レベルの無電解金・銅めっき技術で、表面処理のリーディングカンパニーを目指します。

清和学園高等学校/国家自動車整備士が取得できる自動車科、国家調理師免許が取得できる埼玉唯一の高校です

寄居建設株式会社比企支店/創業大正５年。人と地域に感謝と奉仕。祝！東松山花火大会

ベルシティ東松山店/低価格から遊べます！東松山唯一の２円スロット設置店！お気軽にお立ち寄り下さいませ

日本会議東武東上北部支部/日本会議は、皆様とともに、誇りある国づくりをめざします。

22 スタ－マイン 高瀬測量設計㈱、武州測量㈱、㈲紫藤測量設計事務所、㈱東測コンサル、彩栄設計㈲

23 スタ－マイン 太陽インキ製造
プリント配線板に欠かせない絶縁インキ「ソルダーレジスト」で世界トップシェアです。

24 スタ－マイン
東松山市商工会商業部役員一同 / 東松山ハリカ、むさし税理士法人、㈲飯島商店、㈲ふとん・カーテンのウチヤマ、
㈲宇津木商店、㈱家具インテリア岡本、レトロポップ食堂、㈲インテリアチクマ、㈱ねぎし、根岸時計店、㈱東建企画設計、
サイクルショップ原、㈱タカサカ、㈱東武観光社、㈲寝具毛糸山﨑屋

城北伸鉄株式会社
翌日清掃ボランティア

第20回ひがしまつやま花火大会の廃棄物は
当社が責任をもって収集いたします。

当日清掃協力

保健事業株式会社
〒355-0008  埼玉県東松山市大字大谷1891-1
TEL：0493-36-2155  FAX：0493-36-2177
ホームページ  http://www.hokenjigyou.co.jp

★アクアビーテ　★ala遊味　★アルティジャーノ　★織星
★賢鮨　★カラオケぼたん 　★キッチンズバー リーブ
★ラウンジクロッシュ　★綃村
★里乃味　★おおむらさきゴルフ倶楽部　 　
★さんり鍼灸接骨院　★スナックNORI　　
★シダックス東松山松葉町クラブ 　
★食彩創鮓　石橋坂　★ しるや　
★セブンイレブン柏崎店・上唐子店・高坂駅東口店・
高坂駅西口店・東松山インター店　★松山酒場
★(株)タカサカ 　★つるや　★どんどん 
★長木屋酒店　★ピオニウォーク東松山
★ひがしまつやま寿苑　★やきとり桂馬　　
★ファミリーマート高坂駅西口店・東松山駅東口店
東松山松山町店　★風風ラーメン東松山店  　
★安野ストアー　★ (有)塚本電気　★らん　　
★ローソン沢口町店・高坂店・東松山箭弓町店　
★和食処 きごころ　★Pub Olive　★JUN　
★東松山市ＰＴＡ連合会　★やるき茶屋高坂駅前店

花火募金協力店



25 １０号玉－６発

小河大輔税理士事務所/長島実行委員長、今日まで良くがんばった。そして、ありがとう！

東松山市PTA連合会有志/ご尽力賜りました皆様に感謝し、子どもたちの輝かしい未来をご祈念致します。

(公社)東松山法人会東松山支部/めざします。企業の繁栄と社会への貢献

大木 洋之/としちゃん、いままでいろいろありがとう。みんな元気でやっていますよ。みんなの事見守ってね。

東松山建友会/中里建設㈱、那須工務店㈱、㈱森田建設、㈱谷田貝組、㈱吉田工務店

瀧澤 清吉/日本の歴史、自然美、魅力を求めて全国46道府県を４回以上探訪（最多長野県116回山梨県82回）

26
合同花火

スターマイン♪
音楽コラボ♪

新井 隆/東松山花火大会毎年楽しみにしています。 居酒屋ぼたん/皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。

㈱滑川環境保全/廃棄物浄化槽ご相談ください 人形の吉福/お子様の健やかな成長を、お祈り申し上げます。

横山自動車/富士見市商工会青年部よろしくお願いいたします。 料亭坂本屋/祝・感謝の花火。日頃のご来店に感謝申し上げます。

㈱中原工業/地域に愛される会社を目指して頑張っております。 あーちゃん/お母さん長生きしてね。航ちゃん水星見に行こうね。

㈲寿司和/富士見市みずほ台の寿司和 富士見市をよろしく！！ ＪＡ埼玉中央/食と農と環境を守り、地域の発展に貢献します。

株式会社アラスト/中古車販売のことならお任せください。 株式会社関東建設 東松山営業所

R-Style家財整理サービス/遺品整理、家の片付けお任せ下さい 東松山やきとり会議/Ｌｏｖｅ！味噌だれやきとり！！

富士見市商工会青年部/加藤内装 代表加藤晋也 東松山焼鳥組合/頭・味噌だれ・炭火焼、これで決まり。

和食ひで蔵/宴会のご予約お待ちしております。 やきとり桂馬/皆様のお越しを家族一同お待ちしております。

鶴瀬自動車 株式会社東和銀行東松山支店/ふれあいバンク東和銀行

㈱リスター/屋根・板金工事は埼玉リスターで検索してね！ 丸屋酒店/銘酒東松山すりぃでぃまぁち、久保田、八海山特約店。

柳田商店/富士見市もよろしく ㈱林商店/アクアクララのお水の配達も受けたまわります。

花火大会開催おめでとうございます。エアコンの事なら金内商会へ ひょっこり梨園０９０－６９４８－６４９７/令和も元気に梨花火

美容室ジュア・サフィ・ジョトモヨ/皆様のキレイを応援します。 滑川町の居酒屋たこえもんです/ 今年もよろしくお願いします

㈲安藤損害保険/お客様のご健勝を祈念して 石山断裁

㈲金子建設 武蔵丘短期大学/地域に貢献する短大を目指しています

野原彩音/東松山市商工会青年部最高！！ やきとり子虎/心春ちゃんの成長楽しみです。ボージョレー今年も

髙栁製麺所/おいしい麺あります。 横内 重晴

埼玉県電気工事工業組合東松山支部/困った時はお電話ください！ 森田うり/月が美しいですね 花火が加わるともっと美しいですね

わんちゃん美容室ベル レモンガス㈱/あなたの街にレモンガス、アクアクララも届けます

あなたの町の電材屋・新明電材 遊味/御来店のお客様に、感謝の気持ちが届きます様に…

なみ屋/食べ処、呑み処、高坂 串さん亭

内山タイル工業 くりはら食堂/よろしくお願いします。

金子組 生活協同組合コープみらい

㈲斉藤電気 居酒屋味蔵/鮮度と味にこだわる居酒屋味蔵

飲み処らん/さゆりさん力也 結婚おめでとう！ 三金/是非東松山名物みそだれやきとりをご賞味下さい

有限会社鷲巣石材店/ご先祖様との絆を大切に。 桃一/是非東松山名物みそだれやきとりをご賞味下さい

飯嶋乳業/元気・健康・笑顔をお届けします！ 光州です/これからもよろしくお願いします。

㈲クロダ冷熱 居酒屋ちゃんちゃん

吉見町商工会青年部/第20回花火大会開催おめでとうございます。 ピザーラ東松山店/花火のような丸くて美味しいピザ作ります。

埼玉県こども動物自然公園/皆様のご来園をお待ちしております。 地域の安全に貢献する地元松山警備保障

越生町商工会青年部/第20回花火大会開催おめでとうございます。 ３０周年を迎えることができました。㈱常陽コンサルタント

東松山市飲食店組合 天ぷら・釜めしなら！喰い処まこと ０４９３－２２－３６６８

祝！２０回大会。宴会の華に司会、アテンドパールジャパンを！ 醸造所地元東松山のコエドビールで花火をお楽しみ下さい。乾杯！



26
合同花火

スターマイン♪
音楽コラボ♪

情報通信・防犯機器のトータルプランナー 株式会社ハローベル ベルビュー/幸せの香り漂うパンの店

㈱新井工務店/孫の１日１日の成長が楽しみです ㈱グンツチ/印刷のことなら何でも相談して下さい。

株式会社埼玉りそな銀行東松山支店/想いをつなぐ、未来を形に。 原留運輸/事故防止活動に取り組み、交通事故ゼロを目指します。

東松山名物味噌だれ焼とり、歌琉多コーポレーションです ほしこどもおとなクリニック/かぜにまけるな！元気な子

シャッターの取付・修理お任せください。オバタシャッター商会㈱ 病児保育室ピッピ/みんなはやくげんきにな～れ。

埼玉縣信用金庫東松山支店・高坂支店/まっすぐ、あなたへ。 小栁石材店

小岩造園土木㈱ ㈱清水園/狭山茶の清水園

マリア助産院/皆様お元気ですか？一日一日大事に生きましょう。浜焼太郎東松山店/浜焼太郎東松山店は、９月リニューアルします

武蔵野銀行東松山支店/お金に関するご相談はお任せください！ 化研興業株式会社/地球の輝きは健康から。

武蔵野銀行高坂支店/花火大会のご盛会をお慶び申し上げます。 明治牛乳浅見販売店/ミルクで元気！牛乳で健康に！

金成 洋/新たな時代で輝け。東松山花火大会！ 江森隆行/モンプレジールお陰様で25周年を迎えます感謝を込めて

おかげ様で３３年!!これからも「もつ煮のまつい」をよろしく!! 株式会社エム・ワイサービス伊奈/花火大会開催おめでとう。

27 ７号玉－８発

アシストタイヤサービス㈱/続く道へのお手伝い。タイヤ＆ホイールはトータルサポートのアシストへどうぞ。

コマツ埼玉㈱北本支店/建設機械の販売・修理のご用命はコマツ埼玉までご連絡下さい！

株式会社アシストコミュニケーション

高坂ひまわり保育園

合同企画㈱/新聞折込チラシの事なら、地元企業の合同企画まで！ポチッと検索！お気軽にお電話下さい！

株式会社かめや自動車/未来ある子供達の笑顔をみんなで守ろう。交通安全宜しくお願いします。

信頼と技術の布施田電機株式会社

トリス矯正デンタルクリニック/東松山の皆様が、自信を持ってフルスマイル出来るお手伝いをさせて頂きます

28 スターマイン 株式会社サンアイホーム
新築住宅、土地探し、住宅ローンなどお家創りに関わる事、何でもご相談下さい！

29 スターマイン
サンビューティー株式会社

働きやすい環境で化粧品を作っています。私達と綺麗になるお手伝いしませんか？

30 １０号玉－６発

にった歯科/看板でお馴染みのにった歯科です。お口のお悩み、なんでもご相談下さい。お待ちしております。

むさし税理士法人、T&Tマネジメント㈱

行田真由美/朝焼けや夕焼け、星空もいいけれど、今は花火大会でしょ。平和な大空に乾杯。

有限会社ウェイスト/〝あ～〟と驚き・瞬時に散る。人間の一生だ。父より（大、玲、心）

尾関政彦/颯人君誕生おめでとう 柑菜お姉ちゃん仲良く遊んでね今年も一発!!

商工観光課OB・OG有志一同/祝！花火大会２０回！実行委員会の皆様、お疲れ様です！

31 スターマイン

高圧電気を扱うプロの技術者集団（高圧工事・キュービクル設備の管理はまかせてね♪）
野口電気管理事務所、大場電気管理事務所、関口電気管理事務所、富士の電気管理事務所、丹治電気管理事務所、根岸電気管理事務所、
大橋電気管理事務所、青木電気管理事務所、奥山電気管理事務所、須永電気管理事務所、株式会社 町田設計、奈良電気、
株式会社 林電機産業、遠山電気管理事務所、船越電気管理事務所、高梨電気管理事務所

32 ７号玉－８発

Kaz Machida/いつもありがとうございます！ガンバレ！！　　　　　俺！！

yama!!/悦子さ～ん。じゃんじゃんばりばり、リハビリして早く元気になろうぜ～!!

日本製紙株式会社 ケミカル営業本部 東松山事業所/豊かな暮らしと持続可能な社会の構築に貢献します。

メガとんドック、ハットグ、タピオカのお店。高坂駅前アンジェロです。是非お店に来て下さい。

高坂幼稚園

剛史・千賀雄・舞・太一・耕平/きくひいおばあちゃん百歳おめでとう！ずっとずっと大好きだよ！！

お届け料理マルイ/心に残るお料理を、おもてなしの心でご提供いたします。

東松山市商工会 職員一同/花火大会関係者の皆様、仕事がお忙しい中、お疲れ様でした！



33

東松山市商工会
青年部・OB合同

プレミアム
スターマイン♪
音楽コラボ♪

東松山市商工会青年部南支部OB現役有志 / 高橋精機㈱、㈲東屋酒店、㈱ハローベル、晴雲支店、㈲魚浜別館、ばなゝや、
キミアキ工業、やきとり おおき、㈲岡部ブロック、ヘアーサロン クリーン、キッチンズバー リーヴ、サイクルショップ原、㈲大塚建機、
ローソン東松山箭弓町店、㈱中屋洋服店、㈲岡商会、㈱大野工務所、㈱花恒、㈲大島工務店、チョッキン・カット・イケザワ、里乃味、
㈱アイ・アール・エス、小江戸彫刻、㈱ライフサポート、やきとり つるや、㈱ねぎし、㈱大正堂写真、イグチ交通㈱、たばた鍼灸接骨院、
㈱フレッシュミルクうまはし、㈱FORMIC、いがらし整骨院

東松山市商工会青年部高坂支部 /  花輪測量登記事務所、ニューヤマザキデイリーストア高坂長木屋店、ほったや、㈲山崎電設、
内山タイル工業、㈲朝日興産、㈱タカサカ、加藤畳店、㈱タイシンホーム、㈲飯村設備工業、㈲斉藤電気、㈲LEC.EF、㈱アスト、
㈲岩崎工業所、保健事業㈱、服部税理士事務所、ナガシマ創建、㈲長島建設

東松山市商工会青年部中央支部OB現役有志一同 / NPO法人jogo、和光精機㈱、㈱ダスキンくりはら、㈲吉橋モータース、
㈲料亭 坂本屋、㈲丸屋商店、ふとん山崎屋、松山酒場、クリーンピース、motoring HAZERS、森田内装、㈱谷田貝組、㈱大内製作所、
㈲高田屋商事、㈲石井鍍金工場、㈲クリーニングショップいいずか、㈲滝沢石油、㈲東松山鴻文堂、㈱コスモポリタン、上野工務店、
椎名新聞店、㈱ひびき、㈱エ・ク・シー、サイクルプラザクリハラ、㈲あずま家、㈱小柳工業、㈲関口工業所、Body Shop OZ

東松山市商工会青年部東支部現役・OB有志 / ㈲こづち商会、㈲宇津木商店、紫藤測量登記事務所、石橋内装、㈲宝山堂岩﨑薬局、
ワークマン東松山店、㈲柏機工、海鮮番屋 旬、㈲大野畜産商事、中里建設㈱、髙橋歯科医院、㈲小林製麺、エフ・ブイ商事㈱、
関根司法書士事務所、㈱彩京フロンティア、㈱三愛不動産、㈲鷲巣石材店、和食 藤川、保健事業㈱

東松山市商工会青年部唐子支部・OB有志一同 / 横田自動車工業、㈱西田建材店、富士屋酒店、杉澤管機㈲、㈲飯島商店、
K'z FACTORY、㈱シミズ、㈲セイヨウ技研、㈱モリタニ、㈲山田屋、いろはにほへと、武州測量㈱、お食事処 たけは、とんかつ 芝、
食彩創鮓 石橋坂、㈲オーバー・フロント、マイスター行政書士事務所、㈱光研磨、㈱アイムホーム、㈱シバタスペース

東松山市商工会青年部平野・大岡支部OB現役有志一同  / ㈱松柳園、㈱桜花産業、アメージングカリヨン、明治牛乳浅見販売店、
㈲吉田自動車工業、㈲山科電気商会、㈲小川土木、㈱マンモス、料理の育元、関東ロジテク㈱、㈱総武、砂永重機、フエキ塗装、
ホルモンMaro、中華そば北炎、うさぎ歯科クリニック、㈱石の武藤

東松山市商工会野本支部有志一同《１０月野本商工祭皆様のおこしをお待ちしております。》/ ㈲大幸、衣料のしまだ、
㈲市川工業、㈲沢田製作所、㈲間山タイヤ商会、㈲小林設備工業、峯学園ひさみ幼稚園、レストランペア・光寿司、柴崎運輸㈲、
㈱石川工務店、㈲丸国産業、小峰商事、山下建築、㈱柴生田工務店、㈲岡村自動車工業、㈲セキネ、松山電設㈱、㈲大塚建機、
㈱あん保険企画、和食処 きごころ、㈲加藤土建、㈲鈴木建築構造設計室、㈲須長瓦工業、広田ヂーゼル㈲、はなぶさ造園、プラス・ワン、
㈲吉田重機興業、㈲岡商会、㈲菊一刃物店、㈱黒岩、林屋支店、㈲高正自動車、㈲ワールドアイ、㈲藤建設、山谷建創、㈲利根川工業

34 ７号玉－８発

親子で歩こう！ハロウィンウォーク。今年は１０月２６日（土）開催。すごい仮装をして街中商店街に来てね。

松一＆青鳥＆高坂小まつり実行委員会/お父さんお母さんから、子どもたちへ夏休みの思い出『まつりと花火』

鈴木和華/８月２１日新曲発売 愛のうた・ムスティエの星 大ヒット祈願！！

服部税理士事務所/今年の４月にカフェのような事務所を開設しました。相続の相談等お気軽にお越しください

東松山市ウインドアンサンブル/10月27日市民文化センターにて『響』喜乱舞の演奏会をします♪来てね～！

東松山市役所野球部/住み良い街東松山を更に盛りあげていきましょう！！

公益社団法人東松山市シルバー人材センター/おかげさまで創立４０周年。皆様ありがとうございます。

島野精機㈱/暑さの中、あなたの頑張る姿に感謝の気持ちでいっぱいです。心からの「ありがとう」を込めて。

35 スタ－マイン 小野俊弘・家族一同
小野福夫七回忌供養・これからも見守ってください。今日は花火を楽しみましょう

36 スターマイン
東松山市商工会工業部役員一同 /  ㈱石川工務店、㈱石の武藤、㈱伊藤商会、㈲大島工務店、金子建設㈱、㈲こづち商会、

㈱松柳園、高橋精機㈱、㈲日野屋商店、㈲堀越合成、松坂工業㈱、㈲丸国産業、㈱ヨハネ

37 ７号玉－８発

高坂カントリークラブ/いつもお世話になっております高坂カントリークラブです。

有限会社 平設備/職人募集中！！

吉沢金属工業

ビューティーサロンＴＷＩＣＥ/エリア内口コミ数No.１！１０年後の肌へ今できることを・・・

岩殿観音 正法寺/皆様の幸福と世界の平和を岩殿観音よりお祈りしております。

小栁石材店/あなたの街の石屋さん 六代目 小栁石材店

株式会社大輝

商工観光課職員一同/１０月２０日（日）に『産業・環境フェスタ』を開催します。御来場お待ちしています。

38 スターマイン
+１０号玉

松坂工業株式会社
継続は力なり。祝第２０回ひがしまつやま花火大会。

城北伸鉄株式会社
埼玉県「多様な働き方実践企業」
ゴールド認定企業です!

翌日清掃ボランティア

第19回ひがしまつやま花火大会の廃棄物は
当社が責任をもって収集いたします。

当日清掃協力

保健事業株式会社
〒355-0008  埼玉県東松山市大字大谷1891-1
TEL：0493-36-2155  FAX：0493-36-2177
ホームページ  http://www.hokenjigyou.co.jp



39 １０号玉－６発

東松山市商工会女性部/若さいっぱい、明るく楽しく元気よく。商工会女性部。部員募集中！

東松山工業団地９７社/地域発展のため頑張っています

株式会社テイク/音響照明映像看板イベントの全てをサポート致します。

接骨・鍼灸・介護こうふく/町の保健室といえばこうふく、こうふくといえば町の保健室

明日香、大君、結婚おめでとう！！沢山の会話をして、楽しい家庭を築いてね！父・母・未来・健斗・康樹より

有限会社鈴木建築構造設計室/来年、煌生君は小学生・杏奈ちゃんは幼稚園、元気良く楽しく通って下さいね。

40
プレミアム

スターマイン♪
音楽コラボ♪

保健事業株式会社
ゴミと清掃の事なら、保健事業！ 困った時は、保健事業！ 保健事業株式会社

41 ７号玉－８発

Max/あなたと過ごす時に！もっと笑顔を！もっと感動を！ コンパニオンMax☆

㈱大滝建設/第２０回おめでとうございます♡

(一社)東松山市観光協会/20年間応援ありがとうございます。皆さまの幸せを願って、観光協会より一発！

箭弓稲荷神社/奉祝 天皇陛下御即位 令和元年

エネルギーサービス株式会社/第20回ひがしまつやま花火大会おめでとうございます。

森の写真スタジオとジュース屋さん♪/写真撮影は当店へ！信州の美味しいジュースもね！松山町を探してね！

医療法人新井クリニック

匿名

42 スタ－マイン 君塚青果・君塚浅男
虎慈郎、全てにおいてベストを尽くせ！

43 スタ－マイン 株式会社ユタカ技研
株式会社ユタカ技研は、世界中の人々とカーライフの感動を共有し、美しい環境づくりに貢献いたします

44 ７号玉－８発

やきとりひびき/モンドセレクション12年連続最高金賞受賞中のみそだれで自慢の焼き鳥をご賞味下さいませ

工藤防災㈱/２０年間夜空に美しい花を咲かせていただいてありがとうございます。

㈱ダスキンくりはら/人と地域に感謝。これからも皆様と共に歩んでいきます。

ホワイト浚渫工事㈲東松山支店/上下水道のご用命は当社へご依頼ください！

悟工務店/お客様に寄り添った住まい造りを提供致します。住まいの事なら何でもご相談ください。

古凍親遊会/親遊会、一年中お祭り騒ぎ、古凍良いとこ一度はおいで！

フレッシュサラダ美容室/今年創業４０年・地域の皆様の美しさと健康をスタッフ一同でお手伝い致します。

株式会社津乃国/車のコーティングはキーパーラボ嵐山店へ

45

プレミアム
スターマイン♪
音楽コラボ♪

+１０号玉

ボッシュ㈱東松山工場
東松山工場創業８０周年。これからも地域社会に貢献できる企業として歩み続けます。

46 スターマイン ピオニウォーク東松山
祝 ひがしまつやま花火大会 これからも皆様と「共に発見、共にしあわせ」

47 １０号玉－７発

前田紘利TJ Teamenjoy/第２０回おめでとうございます。東松山から全国 そして世界へ羽ばたけ

森林ホテル/２０２０年森林公園駅にホテル開業、比企地域のホテルとして皆様に愛されるホテルを目指します

篠崎バイオリン工房/滑川町で３００年後のストラディバリウスを作っています。

㈲深沢自動車工業/創業５２年下唐子にあります民間整備工場です。日頃のご愛顧ありがとうございます。

㈲パティスリーモンプレジール/幸せな笑顔あふれるケーキを心を込めてお作りします♡お陰様で今年25周年♡

株式会社プライムバンク/実行委員会のみなさま お疲れさまです



★アクアビーテ　★ala遊味　★アルティジャーノ　★織星　★賢鮨　★カラオケぼたん　★(株)タカサカ
★キッチンズバー リーヴ　★ラウンジクロッシュ　★綃村　★里乃味　★さんり鍼灸接骨院　★つるや
★スナックNORI 　★食彩創鮓 石橋坂　★松山酒場　★どんどん  ★安野ストアー ★長木屋酒店
★セブンイレブン柏崎店・上唐子店・高坂駅東口店・高坂駅西口店・東松山インター店　★やきとり桂馬
★ピオニウォーク東松山　★ひがしまつやま寿苑　★和食処 きごころ　★東松山市ＰＴＡ連合会
★ファミリーマート高坂駅西口店・東松山松山町店　★ (有)塚本電気　★らん　★旬　★和食 藤川　★なみ屋
★ローソン沢口町店・高坂店・東松山箭弓町店　★Pub Ol ive　★ほったや　★ホルモンMaro
★五穀みそラーメン味噌屋蔵之介　★JUN　★HOP-1 cafe and bar　（※順不同）

花火募金協力店

48 スタ－マイン
㈲山崎電設、㈲タナカ、笠原クリニック、㈱創電エンジニアリング、㈲飯村設備工業、㈲長島建設、㈱東創、
アート緑化土木㈱、㈲沢田不動産、㈱国際学生協会、㈱鈴木自動車、㈲高橋自動車、塗師屋商会、㈲中島自動車、
松坂工業㈱、㈲大加田商事

49
プレミアム

スターマイン♪
音楽コラボ♪

株式会社首都圏緑化サービス
解体工事から始まる明日への希望

50

Endingスタ－マイン みんなの花火募金＆
第２０回ひがしまつやま花火大会実行委員会＆

歴代実行委員長有志
　　　　　　　　 第２・３回 金子 光幸　第４回 石橋 広　　　第５回 吉田 信也　　　第６回 関根 兼一　　第７回 宇津木 正之
　　　　　　　　 第８回 中島 貴司　　 第９回 福原 幸司　　第１０回 利根川 敬行　第１１回 越前 樹稔　第１２回 亀山 俊明
　　　　　　　　 第１３回 山科 康隆　 第１４回 橋本 英明　第１５回 横川 堅司　　第１６回 栁澤 武秀　第１７回 市川 洋光
　　　　　　　　 第１８回 吉橋 良太　 第１９回 古海 眞吾　第２０回 長島 秀樹





街を美しくしてくださる塚本デンキ様＆長谷部工務店様＆タカサカ様、街のピンチを救ってくださる清水デンタルクリニック様＆野﨑クリニック様、!

街をオシャレにしてくださるアルティジャーノ様＆ジャルディーノ様、街の美化活動や雪かきをしてくださる大東文化大＆ラグビー部・相撲部諸君、!

街を幸せへ導いてくださるモン・プレジール様＆セブン・イレブン高坂駅西口店様＆小松寿司様＆西華様＆ベルビュー様＆Ｙ様＆日本亭様＆齋寅様、!

街を陰で支えてくださる国際学生協会様＆大加田リース様＆桜井重機様＆まるよし様＆シルバー人材センター・見守り隊・民生委員・児童委員の皆様、!

街の発展に貢献くださるエネックス様＆大倉屋商事様＆リモートセンシング技術センター様＆武蔵コンソーシアム様＆朝日緑化土木様＆大一商事様、!

街を影から支え、安全で暮らしやすい街に維持してくださっている消防団や商工会員の皆様、日頃よりご支援やご協力を賜り心より感謝申し上げます。!

りおさん、あづきさん、みかさん、まなさん、せいや君、はるき君、ほたる君、ゆう君、もえさん、ことみさん、あなやさん、たかひろ君、たいき君、!

りささん、はると君、ゆうと君、れお君、ひとみさん、まさと君、なおき君、こうすけ君、たくみ君、あまね君、かずえさん、たいち君、やくと君、!

なつみさん、あおい君、しゅう君、ひなたさん、ことはさん、ひろき君、ひびき君、みかさん、「堅忍不抜」の志を。すると半年後には「福寿海無量」。!

のあさん、ゆうかさん、れいなさん、せなさん、ひろや君、かずま君、まりなさん、はなさん、はるのり君、あやなさん、ひびなさん、かなめさん、!

はるかさん、ゆなさん、るい君、はるかさん、わこさん、なおき君、あやなさん、ちあきさん、とらお君、たくみ君、こうし君、まなかさん、そら君、!

ゆうや君、なおや君、さくらさん、たくま君、人生の岐路に立っていると思いますので、自身の目標達成のために「磨穿鉄硯」して頑張ってください。!

りりかさん、ひかりさん、あみさん、ゆんさん、すみれさん、ひろよし君、たかき君、ゆういちろう君、こうた君、やすひろ君、「百折不撓」の精神。!

りゅうだい君、みくと君、ななかさん、になさん、まおさん、たいせい君、ぜん君、りんさん、みりあさん、さゆきさん、しおりさん、ゆうせい君、!

あいさん、ももかさん、あかりさん、こうき君、たくと君、りょうや君、りょうすけ君、たまきさん、きらりさん、りささん、まゆみさん、ゆきさん、!

せいなさん、そらと君、りこさん、ゆうひ君、えいたろう君、しょうた君、そうた君、さきさん、みさきさん、ひなこさん、みさきさん、しおりさん、!

しゅんすけ君、ようすけ君、ここなさん、ななみさん、えいじ君、あやめさん、心技体を花火のようにバランス良く鍛え、健やかに成長してください。!

りょう君、まさたか君、かずよし君、ありかさん、かなさん、つかさ君、こうのすけ君、いずみさん、ひろと君、ひろき君、あやのさん、なつきさん、!

ゆうと君、れんた君、しんら君、こうすけ君、まさや君、しゅんすけ君、りおさん、もなみさん、ともかさん、あやかさん、けいすけ君、たくみ君、!

りょうすけ君、めいさん、はると君、かずき君、あかりさん、ちかさん、よしき君、がく君、なお君、ゆいこさん、ありささん、さらさん、ねねさん、!

みさきさん、しんじ君、ののかさん、しゅんぺい君、ゆうかさん、さくらこさん、はるかさん、ゆうた君、ひとみさん、かこ君、ともや君、ひろき君、!

はるき君、みなさん、ゆうと君、こうき君、りゅうと君、りく君、ともき君、しょうた君、さきさん、もえさん、さくらさん、ももかさん、ひかる君、!

ゆずほさん、ももかさん、けんた君、あやかさん、きょうへい君、ひなたさん、かいしん君、はなさん、しょうた君、りなさん、だいき君、さきさん、!

りりかさん、まこさん、あやかさん、あみさん、りのんさん、なぎささん、はると君、さくらさん、夏の夜空の下で「萬古清風」を感じてください。!

保護者様には、日頃よりご理解頂き有難うございます。生徒諸君や地域の皆様の笑顔がたくさん見られますように、高坂の夜空をお借りいたします。!

!

小倉・大津・今林・藤井・富田・西山・森・明石・野村・中村・吉田・瀬田・矢口・小川・新井・下田・齋藤・萩原・日下・飯島・坂本・五十嵐・長谷部!

新井・髙橋・黛・三條・吉野・清水・川合・大舘・西澤・萩原・荻原・柴﨑・岡野・齋藤・小川・アキラ・ファイズル・アイマン・カマリア・アズミ・奥平!




