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村上地区
暖（ひなた）	 小林　龍	 学校町
希実（のぞみ）	 増井　達也	 岩船上町
六花（りっか）	 加藤　聖也	 山辺里
舞希（まき）	 吉田　昇二	 杉原
輝紀（こうき）	 本間　和正	 山辺里
奏（かなで）	 小原　雄大	 鋳物師
綾杜（あやと）	 中村　敏幸	 三之町
幹（かん）	 石丸　将	 八日市
雪羽（ゆわ）	 須藤　大河	 南町二丁目
咲（さき）	 榎本　英樹	 羽下ケ渕

荒川地区
絆愛（きあ）	 清野　和久	 坂町
美月（みづき）	 稲家　直樹	 坂町

神林地区
佑多（うた）	 田島　雅之	 飯岡
結月（ゆづき）	 中山　浩太	 河内
咲空（さら）	 櫻井　正憲	 福田

朝日地区
心湊（みなと）	 鹿島　渉	 下新保
空和（あきと）	 岩沢　和剛	 中原
妃依莉（ひより）	 小田　優也	 塩野町
理衣那（りいな）	 渡辺　優樹	 岩沢

村上地区
丹　　三郎	 81	 塩町
菅　善一郎	 95	 小国町
田嶋　敏子	 91	 塩町
本間　サイ	 90	 滝の前
舩山　　晋	 59	 久保多町
渡邉　　博	 77	 八日市
奥村　　妙	 95	 肴町
山中　章市	 96	 山居町一丁目
長谷川ミノリ	 88	 二之町
今井　トシ	 92	 八日市
田口　スミ	 100	 高平
齋藤　昭	 85	 塩町
五十嵐　久雄	 65	 庄内町
渡邉　義之	 82	 三之町
中村　和恕	 83	 緑町二丁目
松井　トミ子	 83	 塩町
小田　　潤	 94	 杉原
板垣　サイ	 93	 山居町一丁目
鈴木　常治	 80	 新町
本間　キン	 85	 山居町二丁目
伊藤　智惠子	 91	 岩船上町
相馬　トミエ	 90	 田端町
佐藤　トミ	 88	 飯野桜ケ丘
木村　榮三男	 82	 石原
伴田　ムツコ	 83	 岩船岸見寺町
伊藤　榮一	 72	 高平
遠山　雪子	 84	 学校町
富樫　レイ	 86	 杉原

荒川地区
山田　　長	 83	 坂町
金子　暢人	 93	 佐々木
小林　　順	 97	 大津
間　彦一郎	 90	 海老江
池田　収平	 86	 上鍜冶屋
細野　トラノ	 92	 大津
熊谷　吉一	 86	 大津
佐藤　武	 85	 金屋
松村　武雄	 83	 坂町
遠山　静枝	 89	 金屋
平田　順二	 72	 羽ヶ榎

神林地区
石栗　具子	 92	 小出
佐藤　忠作	 90	 小出
佐藤　耕威	 79	 川部
山田　ヨネ	 90	 有明
遠山　サイ	 88	 宿田
志田　助三	 86	 牛屋
田中　　一	 88	 松沢
阿部　セイ	 100	 松沢
鈴木　睦子	 79	 有明
木村　好子	 88	 平林
齋藤　幸男	 95	 飯岡
天井　　一	 81	 七湊

朝日地区
遠山　カ子ヨ	 94	 高根
齋藤　ミヤ	 89	 小須戸

横井　アサ子	 72	 檜原
髙橋　ナツ	 76	 大場沢
大滝　キヌ	 83	 黒田
佐藤　年雄	 88	 寺尾
中山三左エ門	 96	 大須戸
本間　福良	 88	 下新保
吉村　捷英	 80	 大場沢
千羽　キノイ	 88	 板屋越
長谷部　健一	 81	 小川
山賀　千榮子	 71	 本小須戸
小池　ヤイ	 90	 塩野町
本間　テル	 100	 中新保
五十嵐　孝佐	 77	 大場沢
小田　弘司	 88	 関口
中山　丑吉	 88	 大須戸
齋藤　ノブ子	 82	 本小須戸

山北地区
斎藤　よし子	 87	 下大蔵
板垣　　直	 75	 中継
渡辺　三朗	 64	 今川
渡邉　イサヲ	 93	 脇川
板垣　和子	 92	 勝木
富樫　元雄	 91	 中浜
丸山　博子	 68	 寒川
佐藤　眞吉	 70	 小俣
森山　　留	 99	 府屋学校町
森山　　澄	 85	 府屋本町
湯本　　正	 91	 勝木
田中　信幸	 54	 府屋駅前通

※１月11日から２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（２月１日現在）
（　　）内は前月比 人口 28,848人（△５9）� 31,3６7人（△６５）� 計６0,21５人（△124）� 22,812世帯（△4６）


