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人口 30,066人（△54）　 32,653人（△51）　計62,719人（△105）　 23,029世帯（△11）人口と世帯数（12月１日現在）
（　　）内は前月比

※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
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おくやみ 
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村上地区 　
五十嵐龍彦	 84		 塩町
井上　　満	 67		 馬下
冨樫　信義	 73		 若葉町
鈴木　勝夫	 88		 堀片
本間　貞子	 89		 上町
青山　清弥	 59		 片町
瀬賀　チエ	 95		 菅沼
川内トメ子	 90		 袋
渡邉　 子	 74		 岩船下大町
田中キヨノ	 94		 田端町
滝波　ソノ	 90		 幸町
飯沼　ミチ	 91		 南町二丁目
石山　　稔	 93		 山居町一丁目
大滝　良二	 68		 下相川
捧　ミヨシ	 97		 小国町
嶋村　スヱ	 88		 早川
岩田　テル	 81		 岩船上浜町
髙橋　テツ	 82		 塩町
佐藤　タケ	 89	 新町
土居　みよ	 88	 松山
桑原　　忠	 74	 肴町
横山　　 	 84	 三之町
髙橋よし江	 92	 庄内町
齋藤　宏二	 86	 細工町
渡邉　マツ	 94	 松山

荒川地区 　
小林トシエ	 93		 海老江
藤井　和雄	 87	 坂町

齋藤アサエ	 96	 坂町
柴田　文榮	 70	 藤沢
冨樫　フジ	 94	 佐々木
小林　玲子	 56	 海老江
森川　正夫	 83	 荒島
磯部　清繁	 80	 羽ヶ榎
川村　セツ	 88	 荒島
三田　ユリ	 87	 長政
須貝　彦衛	 52	 坂町
米野　ヨシ	 88	 羽ヶ榎
阿部八重子	 87	 春木山
臼井清四郎	 92	 鳥屋
大矢キヨミ	 83	 下鍜冶屋

神林地区 　
田中　フク	 100	 福田
瀨賀　フジ	 101	 北新保
近　　秋也	 88		 山田
佐々木ユミ	 77	 飯岡
竹内　　勇	 85	 小口川
板垣　貞助	 90	 殿岡
児玉　トク	 89	 山田
横山イツ子	 68	 下助渕
斉藤　重信	 84	 山屋
佐藤　桂作	 86	 桃川
野澤　敬二	 86	 塩谷
小田　良市	 69	 飯岡
近　　　隆	 67	 山田
磯部　キイ	 95	 里本庄
鈴木ヤヨイ	 91	 有明

木村　茂男	 95	 山屋
押切　　基	 80	 下助渕

朝日地区 　
小田　マツ	 93	 薦川
阿部　昭夫	 77	 上野
貝沼　　强	 79	 堀野
大滝　慶次	 77	 板屋越
鈴木　清一	 82	 中原
佐藤　泰治	 67	 板屋越
小田　ヤイ	 82		 薦川
川村　喜康	 85	 川端
富樫　チイ	 91	 早稲田
鈴木　富男	 82	 中原
荻根沢晃和	 82		 塩野町
石栗テルイ	 92	 十川
遠山　イシ	 73	 高根
長谷川　宏	 89	 大場沢
遠山　一葊	 80	 高根
本間　勝喜	 78	 中新保

山北地区 　
村山登與司	 86	 温出
板垣　三市	 97	 碁石
本間　啓介	 72	 中浜
斎藤　益枝	 92	 寒川
河面　イト	 85	 大毎
佐藤　ハル	 99	 寒川
坂詰　和夫	 81	 府屋浜町
本間千佐子	 77	 勝木

村上地区 　　
維　月	（いつき）	 小野　学之	 山居町一丁目
は　る		 笠間　亮治	 松波町
燦　士	（さんじ）	 村田　海翔	 加賀町
理　子	（りこ）	 土田　直人	 杉原
泰　志	（たいし）	 谷井　　仁	 仲間町
美　空	（みく）	 竹内　裕也	 松原町一丁目
彩　音	（あやね）	 小池　　保	 石原
万　絢	（まあや）	 佐藤　　靖	 瀬波上町
　律	 （りつ）	 齋藤　　俊	 飯野桜ケ丘
　栞	 （しおり）	 加藤　拓巳	 希望ケ丘住宅

荒川地区 　　
悠　愛	（ゆあ）	 冨樫　友紀	 切田
柚　依	（ゆい）	 長沢真由美	 坂町

　岳	 （たける）	 神田　　章	 大津
翔　和	（とわ）	 佐竹　昌広	 坂町
新　太	（あらた）	 齋藤真富果	 山口
　心	 （こころ）	 前田　　健	 十文字
琉　空	（るうく）	 志村　芳雄	 鳥屋
陽　愛	（ひな）	 熊倉　達也	 山口

朝日地区 　　
瑠　菜	（るな）	 齋藤　圭介	 上野
花　音	（かのん）	 佐藤　源輝	 板屋越
　迅	 （じん）	 市川　義揮	 関口
こころ		 横井　郁弥	 下新保
悠　珠	（ゆず）	 富樫　　宰	 早稲田
莉　菜	（りな）	 富樫　利通	 早稲田




