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人口 29,366人（△31）　 31,942人（△50）　計61,308人（△81）　 22,895世帯（△４）人口と世帯数（３月１日現在）
（　　）内は前月比

※２月11日から３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

氏名（ふりがな） 届出人 町内会名または住所 氏名（ふりがな） 届出人 町内会名または住所

おたんじょう

おくやみ 
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村上地区 　
益田　　富	 83		 田端町
川村　忠一	 83		 下山田
小池　　誠	 41		 飯野西
春木　忠晴	 88		 飯野一丁目
鈴木　良郎	 78		 石原
石田ヨシミ	 95		 片町
工藤　與惠	 90		 八日市
小池トシコ	 87		 松山
長谷川　愛	 99		 瀬波温泉二丁目
武藤　昭子	 81		 久保多町
渡邉ヨツ子	 90		 小国町
加治ヨシ子	 81		 岩船中新町
佐藤ミツイ	 90		 瀬波横町
𠩤　トシ 96 	 野潟
大滝　髙葊	 6 8		 下相川
中村　ゐみ	 94		 山辺里
二ノ瀬俊三	 83		 門前
大滝　勝昭	 6 3		 西興屋
齋藤　和雄	 90	 新町
船山　初枝	 96 	 岩船横新町
荒川地区 　
田島タマ代	 95	 下鍜冶屋
江端　公平	 6 8	 金屋

井上　博雄	 83	 坂町駅前
井上吉之丞	 87	 春木山
志村　修一	 83	 下鍜冶屋
大矢　政次	 6 7	 下鍜冶屋
飯島　勝德	 76 	 坂町
米山　ミツ	 92	 荒屋
冨樫　　稔	 91	 切田
山口　雅子	 6 8	 金屋
阿達　金一	 92	 藤沢
冨樫　武雄	 83	 下鍜冶屋
金子　正一	 72	 佐々木
遠山与一郎	 92	 金屋
後藤　イシ	 94	 上鍜冶屋
神林地区 　
三科ヨシミ	 83	 今宿
武田　　正	 96 	 平林
鈴木　ヒサ	 93	 有明
田村眞榮門	 80		 塩谷
中山　ユリ	 77	 里本庄
橋本　榮子	 74	 七湊
中村　鴻吉	 97		 塩谷
吉村　イ子	 92	 七湊
佐藤　耕一	 90	 川部
石田　冨夫	 6 3		 牛屋

板垣　　修	 83	 殿岡
小池　貞子	 6 3	 湯ノ沢
朝日地区 　
佐藤　昭夫	 77	 新屋
海沼　正樹	 6 9	 関口
鈴木　一雄	 76 	 北大平
筒渕　キエ	 90	 塩野町
園部　妙子	 55		 関口
小田　キミ	 89	 塩野町
佐藤スイノ	 93	 岩沢
小池　　節	 89	 塩野町
髙橋友三郎	 86 	 猿沢
山北地区 　
大瀧ヨリヱ	 92	 中継
加藤甚太郎	 85	 大毎
冨樫キミコ	 89	 府屋浜町
上村　美和	 95	 府屋駅前通
富樫カヅエ	 92	 寝屋
板垣チヨ子	 94	 中継
松本　シモ	 90	 府屋駅前通
大滝　イネ	 94	 今川
板垣　ミヨ	 103	 中継
本間　正成	 81	 寝屋

村上地区 　　
優　成	（ゆうせい）	 田村　洋光	 鋳物師
澪　音	（みおん）	 佐藤龍太郎	 瀬波温泉二丁目
凰太郎	（おうたろう）	小池　悠介	 堀片
晴　央	（はお）	 鈴木　大亮	 仲間町
みのり		 江端　聖也	 大欠
結　暖	（ゆの）	 齋藤　貴広	 山辺里
晄　希	（こうき）	 中山　幸一	 飯野三丁目
帆乃花	（ほのか）	 成田　　昂	 飯野三丁目
優　李	（ゆうり）	 佐藤　　誠	 堀片
理　涼	（りず）	 中川　繁輝	 小国町
元　貴	（げんき）	 渡部　一隆	 緑町二丁目

荒川地区 　　
拓　翔	（たくと）	 小池　孝之	 十文字
神林地区 　　
う　た		 櫻井　一樹	 福田
優　斗	（ゆうと）	 増田　哲也	 牧目
心　乃	（この）	 木村　　忍	 山屋
弘　虎	（ひろと）	 佐藤　拓哉	 殿岡
朝日地区 　　
穂乃花	（ほのか）	 石栗　　健	 石住
大　叶	（たいが）	 佐藤　浩司	 板屋越
山北地区 　　
瑛　登	（えいと）	 渡辺　隆幸	 大谷沢


