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人口 29,718人（△58）　 32,300人（△57）　計62,018人（△115）　 22,987世帯（△37）人口と世帯数（６月１日現在）
（　　）内は前月比

※５月11日から６月10日までの届け出です（敬称略）※保護者やご遺族などの了承を得て掲載しています
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おたんじょう

おくやみ 
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村上地区 　
伊藤長五郎	 89		 上山田
石井キミ子	 89		 瀬波中町
増子　金七	 66		 緑町四丁目
林崎　弘一	 73		 吉浦
髙橋　キイ	 83		 大月
太田　武美	 70		 新町
中村　　博	 88		 緑町三丁目
平野キミ子	 72		 瀬波中町
板垣　フジ	 91		 山居町一丁目
加賀　ミヨ	 95		 小谷
平山　キノ	 91		 羽黒町
小野塚キノイ	 93		 岩船岸見寺町
中村　恭江	 96		 山辺里
板垣　和男	 64		 若葉町
船山　明美	 67		 岩船北浜町
長　　鉄也	 75		 大月
滝波　　榮	 87		 山居町二丁目
工藤　ムツ	 83		 八日市
髙橋トクイ	 90		 泉町
齋藤　フク	 98	 上町
赤川　仙作	 86	 岩船中新町
太田　春治	 93	 早川
髙橋　アツ	 87	 泉町
香取ヤイ子	 78	 岩船上浜町

荒川地区 　
石田　久二	 87		 坂町

佐藤　ヨシ	 97	 山口
阿部　テツ	 87	 春木山
佐藤　イト	 92	 中倉
齋藤ステ子	 90	 坂町
奥山　イシ	 73	 佐々木
橋本　朝子	 72	 羽ヶ榎
冨樫　幸子	 78	 下鍜冶屋
渡邊　悦子	 59	 大津
渡邊　ふよ	 93	 藤沢
髙橋　七郎	 83	 名割
山田　サト	 96	 坂町
駒沢タケノ	 86	 大津
冨樫ミツイ	 96	 切田
臼井タツイ	 89	 鳥屋

神林地区 　
近藤　光男	 80	 山屋
押切　惣一	 71	 下助渕
木村　ムネ	 88	 七湊
笠舛　光記	 74	 岩船駅前
遠藤　ツル	 87	 牛屋
平山　マサ	 94	 小出
鈴木　正衛	 93	 上助渕
坂上　ヤス	 89		 小口川
板垣　ミセ	 84	 塩谷
佐藤　ミイ	 96	 川部
小池　牧雄	 81	 平林
髙野　チイ	 86	 小岩内

三科アキイ	 91	 今宿

朝日地区 　
大場　シゲ	 90	 岩沢
相馬　ヤイ	 103	 高根
髙橋又 郎	 83	 岩沢
遠山新左エ門	 95	 高根
大滝權四郎	 92	 荒沢
中山　政数	 101	 大須戸
髙橋　直喜	 94		 猿沢
長谷川　薰	 85	 大場沢
本間　　幸	 93	 中新保

山北地区 　
大滝ヨツエ	 98	 越沢
本間　芳二	 61	 大谷沢
冨樫　里子	 99	 府屋本町
本間　久作	 86	 今川
原　恭子	 86	 中継
前田　ツギ	 85	 勝木
佐藤　昌子	 84	 大毎
平方　喜一	 86	 府屋本町
斎藤　義雄	 74	 越沢
大滝一十六	 55	 大沢
斎藤　定子	 87	 寒川
大滝　　弘	 80	 勝木

村上地区 　　
束　咲	（つかさ）	 横井　博司	 羽黒口
夢　芽	（ゆめ）	 菅原　大輔	 岩船上町
な　お		 丸山　成臣	 岩船上町
怜　奈	（れな）	 奈良橋　駿	 上相川
旺　亮	（おうすけ）	 工藤　辰昭	 羽黒口
司　紗	（つかさ）	 長谷川勝弥	 学校町
心　結	（みゆ）	 岡本　裕介	 岩船北浜町
瑛　斗	（えいと）	 佐藤　和貴	 鍛冶町
春　斗	（はると）	 杉本　　遼	 久保多町
深　乃	（しの）	 杉田　友則	 山居町一丁目
眞　大	（まひろ）	 杉本　裕希	 久保多町
　凪　	（なぎ）	 石田　良介	 二之町
　昴　	（すばる）	 中村　雄介	 山居町一丁目

荒川地区 　　
　暖　	（のん）	 新野龍太郎	 佐々木
遥　日	（はるひ）	 内山　真也	 坂町駅前
陽　咲	（ひさき）	 酒井　　徹	 藤沢
神林地区 　　
晴　夏	（せな）	 大倉　拓也	 南田中
晴　真	（はるま）	 遠山　定明	 宿田
悠　羽	（ゆう）	 木村　　翔	 七湊
みのり		 渡辺　隆博	 有明
広　人	（ひろと）	 美濃　宏明	 有明
結維翔	（ゆいと）	 阿部　直也	 松沢
高志朗	（こうしろう）	 中村　芳和	 上助渕
朝日地区 　　
澄　陽	（すばる）	 富樫　　淳	 早稲田
一　凜	（いちか）	 相馬　宜行	 高根


