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村上地区
沙衣（さえ）	 伴田　好範	 岩船中新町
和花（わか）	 高橋　佳広	 大欠
莉瑚（りこ）	 斎藤　　厚	 新町
康生（こうき）	 藤井　和徳	 小国町
舞都衣（まとい）	 渡邉沙弥香	 小町
侑奈（ゆな）	 中村　　瞬	 鍛冶町
燈（あかり）	 岸本　一夫	 山居町一丁目
暁斗（あきと）	 千葉　直樹	 鍛冶町
於未（おみ）	 富樫　佳哉	 塩町

荒川地区
笑心（えこ）	 大橋　　舞	 坂町
穂乃叶（ほのか）	 齋藤　伸也	 坂町
菜々実（ななみ）	 田島　甲太	 坂町

神林地区
輝星（こうせい）	 岸　　秀樹	 塩谷
澪（みお）	 竹内　陽祐	 小口川
慶成（よしなり）	 遠山　孝慶	 宿田

朝日地区
彩（いろは）	 大滝　和樹	 宮ノ下
快晴（かいせい）	 志田　　勉	 大須戸
多柄（たから）	 相馬　　平	 高根
璃世（りせ）	 池田　裕貴	 十川
花（はな）	 岩澤　　亮	 中原
永斗（えいと）	 佐藤慎太朗	 黒田
楓子（ふうこ）	 大滝　　雄	 大須戸
美優子（みゆこ）	 横山　孝幸	 関口

山北地区
すず	 加藤　俊貴	 大毎
湊（みな）	 菅原　　武	 寒川

村上地区
横山　静子	 92	 堀片
長谷川　勳	 89	 二之町
北村トシイ	 91	 山辺里
森谷　真一	 39	 小町
佐藤　善衛	 79	 片町
大滝トシイ	 73	 山居町二丁目
鈴木　喜藏	 94	 緑町二丁目
豊田　トシ	 86	 鍛冶町
竹内　孝子	 88	 八日市
石田　サト	 97	 新町
本間　　隆	 70	 岩船横新町
小松　文子	 86	 片町
大越　和彦	 64	 岩船岸見寺町
齋藤　イミ	 83	 八日市
岡　　眞	 86	 庄内町

小野塚敏春	 71	 岩船下浜町
佐藤ヨシ子	 71	 緑町三丁目
菅原　和夫	 85	 大関
小田百合子	 67	 山辺里
大場　元一	 80	 緑町一丁目
宮本　三郎	 84	 杉原
岩間　正敏	 87	 瀬波中町
齋藤　金一	 88	 東興屋
大滝　友和	 68	 山居町二丁目

南雲ミヨ子	 95	 瀬波上町
細野　聰悟	 86	 羽下ケ渕
齊藤　幾子	 90	 飯野三丁目
稲葉　松雄	 78	 岩船下浜町
齋藤キヨコ	 96	 上町
建部　トヨ	 92	 羽黒町

荒川地区
嵐　　政美	 64	 貝附
遠山　良雄	 91	 金屋
河嶋　幸雄	 73	 荒川松山
鈴木　芳子	 91	 藤沢
阿部　邦夫	 84	 荒島
江端　イツ	 88	 金屋
伊藤　德藏	 90	 花立
長田　末作	 93	 荒島
鈴木　トヨ	 91	 坂町
小川　キイ	 96	 山口
髙橋　正雄	 85	 名割
小林　幸子	 75	 海老江
佐藤　惠一	 68	 坂町

神林地区
髙野　幸美	 86	 山田
遠藤　三郎	 83	 牛屋

村山　文彦	 56	 北新保
横山　利子	 87	 塩谷

朝日地区
山賀オヨリ	 93	 本小須戸
齋藤　　平	 79	 黒田
丹田　勘助	 85	 布部
相馬　エミ	 95	 猿沢
太田　妙子	 84	 檜原
本間ウメノ	 99	 岩沢
大滝トメコ	 88	 蒲萄
志田サイ子	 91	 上野
鈴木　　好	 89	 笹平
板垣　榮子	 81	 高根
小田　キミ	 95	 猿沢
佐藤マリコ	 86	 黒田
相馬　和栄	 56	 早稲田
田村アイ子	 89	 十川

山北地区
本間　三郎	 76	 寝屋
大滝　セツ	 88	 岩石
齋藤　明吉	 91	 北黒川

※11月11日から12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（12月１日現在）
（　　）内は前月比 人口 28,949人（△23）� 31,481人（△14）� 計60,430人（△37）� 22,847世帯（ 4）


