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村上地区
さくら	 鈴木　英明	 田端町
光　織（みおり）	 八木田雅夫	 松原町四丁目
蒼　晴（あおば）	 酒井　拓也	 学校町
奏　太（そうた）	 中村　三男	 岩船下浜町
文　乃（あやの）	 鈴木　秀明	 久保多町
結　音（ゆの）	 阿部　孝祐	 岩船下大町
天　悠（てんゆう）	 和田　　光	 岩船上大町
将　真（しょうま）	 斎藤友里恵	 上の山
こなつ	 鈴木　　潤	 塩町
勝　輝（しょうき）	 鷲尾　勝紀	 柏尾
幸　叶（さちか）	 青山　宏幸	 西興屋

荒川地区
夕　莉（ゆうり）	 坪川　倫也	 坂町
充　喜（みつき）	 齋藤　妙子	 荒島

碧　久（みく）	 遠山奈穂子	 坂町
　詩　（うた）	 石井　卓也	 荒屋
琥太郎（こたろう）	 嵐　　裕人	 荒川松山

神林地区
湊　斗（みなと）	 小池　尚輝	 湯ノ沢

朝日地区
瑛　大（えいた）	 板垣　陽一	 大須戸

山北地区
七　可（なのか）	 東　　辰洋	 勝木
結　望（ゆの）	 池田　　将	 越沢
陽　咲（ひさき）	 増子　　諒	 中継

村上地区
栗林　ミヨ	 94	 八日市
瀨賀アエ子	 86		 菅沼
伊與部市郎	 92		 岩船岸見寺町
渡邉カヨ子	 91		 加賀町
髙橋ミサホ	 90		 堀片
北村　道子	 63		 山辺里
濱﨑　　良	 91		 上町
大倉　ヒサ	 94		 鍛冶町
増田　松一	 89		 岩船横新町
南波　 一	 89		 飯野西
小林ハツ子	 89		 山居町二丁目
髙橋スエ子	 80		 日下
本間　大輔	 30		 肴町
小林　寿雄	 78		 三之町
瀧波　重平	 90		 小国町
細野　　清	 87		 瀬波新田町
田中　鍊三	 102		 堀片
濱地　庄榮	 65		 岩船岸見寺町
尾形　二郎	 78		 泉町
八幡アキ子	 85		 細工町
鈴木美奈子	 50	 松原町四丁目
佐藤　和子	 83	 幸町
佐藤　治子	 80	 柏尾
竹部　法行	 71	 細工町
渡邉　廣次	 82	 岩船新田町
上條　光子	 87	 瀬波中町
大浦　文子	 85	 三之町
工藤仁一郎	 85	 岩船上大町
佐藤　一彦	 72	 杉原
飯嶋　三郎	 82	 田端町

髙橋キサ子	 89	 泉町
藤井　俊子	 88	 小国町
三條　登志	 87	 岩船上浜町
髙橋カネヨ	 96	 南町二丁目
松村　揖平	 83	 岩船上町
安部アイ子	 82	 肴町
小林　武士	 75	 大欠
東海林由巳	 77	 瀬波上町
富樫　幸博	 45	 新町
渡邉　　孝	 84	 羽下ケ渕
鈴木　寅男	 83	 岩船岸見寺町
小田　修平	 69	 飯野一丁目

荒川地区
近藤タマエ	 83		 金屋
諸本　玉城	 88	 切田
板垣　文子	 77	 藤沢
近正　勝子	 77	 海老江
小林　芳子	 73	 山口
遠山　　進	 81	 金屋
内山　朝夫	 89	 海老江
佐藤　　來	 80	 山口
井上　一郎	 86	 貝附
西奈美久男	 89	 坂町
髙橋　チヨ	 88	 名割

神林地区
瀬賀　幸男	 67	 福田
村田　留美	 58		 河内
大倉トキイ	 95	 南田中
佐藤　ムツ	 94	 平林

阿部　ナカ	 90	 長松
今井　榮子	 87	 宿田
忠　　三郎	 94	 指合
山崎　平吉	 96	 平林
木村　　辻	 81	 南田中
佐藤　トモ	 91	 殿岡

朝日地区
大田　ミチ	 86	 黒田
板垣八重子	 84	 荒沢
佐藤ハル子	 84	 石住
佐藤　芳夫	 82	 寺尾
小田　カヅ	 85	 布部
大田　 子	 82	 黒田
齋藤　　昇	 65		 上野
鈴木　末松	 88	 高根
貝沼幸一郎	 71	 新屋

山北地区
富樫　トミ子	 97	 上大鳥
本間　良輔	 80	 大谷沢
平方　サキ	 96	 岩石
板垣曽一郎	 80	 小俣
齋藤とし子	 95	 下大蔵
佐藤　助二	 81	 大毎
青木　幹夫	 92	 岩崎
大平　寅雄	 83	 碁石
富樫幸一郎	 84	 寝屋
齋藤　琢磨	 30	 北黒川

※７月11日から８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

人口と世帯数（８月１日現在）
（　　）内は前月比 人口 29,060人（△19）� 31,603人（△44）� 計60,663人（△63）� 22,856世帯（3）


