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人口 30,120人（△47）　 32,704人（△51）　計62,824人（△98）　 23,040世帯（△8）人口と世帯数（11月１日現在）
（　　）内は前月比

※10月11日から11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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おくやみ 
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村上地区 　
鈴木　睦子	 83		 山辺里
寺門ノリ子	 82		 塩町
小川マツ子	 78		 滝の前
髙橋　富子	 69		 南町二丁目
尾﨑　ルミ	 47		 片町
冨樫　信幸	 53		 泉町
瀧波　良平	 76		 庄内町
川内　清𠮷	 94 	 鋳物師
菅原　ハル	 93		 大関
中村　スエ	 102		 若葉町
河村トキ子	 85		 羽黒町
内山　四夫	 81		 塩町
東海林節子	 68		 松山
小池満澄夫	 72		 松原町一丁目
後藤　正昭	 82		 八日市
永田　清美	 69		 天神岡
吉田ミドリ	 99		 吉浦
富樫　　愛	 52		 堀片
葊瀨　イエ	 92	 岩船上町
五十嵐　進	 77	 山居町二丁目
大隈　彌生	 73	 肴町
東海林　強	 52	 瀬波温泉二丁目
大滝與太郎	 75	 山辺里
細野　ジン	 93	 羽下ケ渕
瀬賀和三郎	 88	 岩ケ崎
早川　英樹	 48	 塩町
須貝　キヌ	 96	 岩ケ崎
小野　四郎	 81	 飯野桜ケ丘

太田　忠七	 76	 松原町四丁目
佐藤　邦子	 74	 緑町二丁目
佐藤　　隆	 70	 羽黒町
寳保　　智	 56	 南町一丁目

荒川地区 　
嵐　　ユキ	 86		 荒川松山
小沼　ナホ	 84	 坂町駅前
近藤　隆義	 64	 金屋
國井　スズ	 93	 羽ヶ榎
池田　節子	 74	 下鍜冶屋
細野　　寛	 85	 佐々木
白崎　光子	 85	 山口
山田キヨミ	 93	 坂町
坂上　シヨ	 92	 山口
本間八重子	 86	 下鍜冶屋

神林地区 　
大滝　弘平	 97	 有明
大倉　修平	 79	 南田中
田中　幸忠	 87		 福田
鈴木　眞一	 86	 南大平
佐藤　リノ	 86	 南田中
小野　榮一	 71	 南田中
瀬賀　キヌ	 102	 指合
長谷川カヨ	 93	 塩谷
小林　フキ	 96	 牛屋
内山　千鶴	 98	 桃川
田畠　　薫	 68	 桃川

池田　　進	 85	 飯岡
中村富二雄	 62	 上助渕
大倉アサ子	 94	 南田中
近　　　忍	 80	 山田

朝日地区 　
飯沼　登志	 90	 岩沢
小田昇一郎	 79	 猿沢
小田キノイ	 92	 関口
園部　美作	 95	 関口
髙橋てる子	 95	 宮ノ下
小池　武秋	 57	 黒田
丹田　三雄	 93	 布部
船山　嘉明	 75		 小川
富樫孫十郎	 87	 早稲田

山北地区 　
渡邉　秀雄	 85	 脇川
斎藤　金松	 84	 寒川
大滝　慶典	 88	 北中
小田　キエ	 90	 府屋本町
伊藤　美香	 34	 雷
本間　庸子	 83	 今川
渡辺　幸則	 70	 大毎
田宮三五郎	 81	 小俣
小見　利子	 79	 勝木
東海林庸久	 88	 中継

村上地区 　　
佳次朗	（けいじろう）	松本　泰明	 羽黒口
　臨	 （のぞむ）	 加藤　　匠	 羽黒町
宗　志	（そうし）	 竹内　敦志	 羽黒町
こころ		 船山　雄大	 塩町
雫　詩	（なゆた）	 渡部　智輝	 天神岡
心　愛	（ゆあん）	 田村　俊司	 大欠
蒼　太	（そうた）	 小林　祐介	 山居町二丁目
來　愛	（らいあ）	 川村三代志	 下山田
　廉	 （れん）	 石丸　　将	 松山
鈴　架	（すずか）	 佐藤　伸也	 鋳物師
玲　穂	（あきほ）	 小竹　　岳	 緑町五丁目

荒川地区 　　
悠　慎	（ゆうしん）	 和田　智浩	 坂町
拓　也	（たくや）	 冨樫　輝亀	 下鍜冶屋

清　楓	（さやか）	 松田　史和	 佐々木
星　奈	（せな）	 渡辺　　直	 下鍜冶屋

神林地区 　　
優　心	（ゆうな）	 田村　龍一	 塩谷
悠　斗	（ひさと）	 小池　尚輝	 湯ノ沢
愛　華	（まなか）	 小池　俊輔	 塩谷

朝日地区 　　
ひなた		 杉本　昴弘	 猿沢
　暖	 （だん）	 相馬　庸平	 高根

山北地区 　　
樹　空	（たすく）	 青木　貴志	 府屋学校町
お　と		 加藤　俊貴	 大毎
秋　穂	（あきほ）	 佐藤　幸次	 大沢


