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人口 30,025人（△41）　 32,613人（△40）　計62,638人（△81）　 23,019世帯（△10）人口と世帯数（１月１日現在）
（　　）内は前月比

※12月11日から１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

氏名（ふりがな） 届出人 町内会名または住所 氏名（ふりがな） 届出人 町内会名または住所

おたんじょう

おくやみ 
氏名 年齢 町内会名または住所 氏名 年齢 町内会名または住所 氏名 年齢 町内会名または住所

村上地区 　
髙橋アイコ	 83		 緑町一丁目
鈴木トキイ	 95		 大月
小和田輝代志	 79		 鍛冶町
佐藤　玲子	 86		 瀬波上町
木村　葊吉	 97		 緑町三丁目
相馬　正義	 73		 岩船北浜町
野　ヨリ	 96		 吉浦
川村　エツ	 95		 下山田
伊藤　ハル	 86		 山居町一丁目
竹本　正弘	 59		 堀片
青山　三枝	 80		 堀片
髙橋　スミ	 85		 泉町
加藤　康夫	 91		 岩船上町
小野　テツ	 87		 細工町
新井田はつ	 85		 大欠
清村　勝男	 68	 松原町一丁目
塚田　秀雄	 90	 久保多町
富樫　岩雄	 79	 塩町
成田　昭二	 71	 杉原
木村　　昭	 88	 門前
大塚　ミツ	 89	 松原町三丁目
田　周子	 81	 飯野一丁目
川村　平八	 79	 下山田
中川　次男	 91	 塩町
佐藤　正男	 66	 緑町二丁目
神山　三郎	 75	 三之町
伊藤イワ子	 89	 山辺里
富樫　里子	 73	 瀬波中町
平山　三好	 74	 新町
𠮷岡　スイ 91 岩船下浜町

荒川地区 　
神田　修作	 86		 藤沢
信田　久彌	 76	 藤沢
近藤ミツイ	 84	 金屋
臼井　勇三	 91	 鳥屋
髙橋　鋼一	 80	 名割
石井　澄夫	 81	 荒屋
金子　清𠮷 85 佐々木
石井　サチ	 80	 荒屋
佐野　和彦	 65	 坂町
小嶋　與樹	 81	 中倉

神林地区 　
野澤ユキイ	 89	 塩谷
平山　テル	 85	 七湊
板垣　一男	 77		 殿岡
奈良藳　榮	 92	 塩谷
佐藤　　愛	 91	 松沢
齋藤　　好	 86	 河内
櫻井　金吉	 82	 福田
佐藤　昭貞	 87	 松沢
瀨賀ミドリ	 91	 塩谷
川口　洋子	 86	 塩谷

朝日地区 　
貝沼　英子	 85	 大場沢
小池　正昭	 63	 笹平
石栗　　功	 84	 小川
大田ハツエ	 91	 黒田
板垣　寛俊	 93	 黒田
小田長次郎	 70	 薦川

齋藤サト子	 89		 上野
島田　朝子	 90	 下新保
富樫　信彌	 75	 早稲田
山田アキ子	 76	 古渡路
相馬　テイ	 84	 早稲田
中山　　榮	 97	 大須戸
大田　タマ	 94	 黒田
小池　深雪	 73	 笹平
板垣　ミチ	 94	 荒沢
髙橋　　忠	 73	 猿沢
渡邊フクエ	 96	 高根

山北地区 　
齋藤　フイ	 85	 下大蔵
板垣ミヨ子	 93	 杉平
富樫美代吉	 78	 寝屋
齋藤　和子	 90	 脇川
斎藤　　満	 94	 寒川
間　　　薫	 69	 雷
齋藤　ミキ	 87	 越沢
星　　勝已	 80		 岩崎
加藤　シズ	 94	 勝木
中村　久子	 86	 今川
平方キチエ	 94	 岩石
冨樫シズ子	 95	 大代
板垣モモヨ	 95	 荒川
渡邊　榮子	 79	 大毎
八幡タケコ	 80	 府屋駅前通
本間　吉雄	 90	 鵜泊
富樫チイ子	 93	 府屋浜町
小見　昭治	 84	 勝木

村上地区 　　
　花	 （はな）	 榎本　英樹	 緑町四丁目
空　優	（そら）	 中家　隆一	 松原町四丁目
　颯	 （いぶき）	 鹿嶋　友也	 松原町四丁目
結　澄	（ゆいと）	 宮川　真実	 田端町
諒　真	（りょうま）	 坂内　将貴	 羽黒町
悠　理	（ゆうり）	 櫻井　　晶	 長井町
陽　心	（はると）	 川村　　豊	 松原町二丁目
蘭　杏	（らん）	 大滝龍太郎	 松原町一丁目
菜　月	（なつき）	 下田　　真	 日下
斗　麻	（とうま）	 越中　勇樹	 松山
瑛　太	（えいた）	 小野　貴光	 新町
真　士	（まなと）	 川村　宏二	 下山田
凛　乃	（りの）	 船山　　晋	 飯野桜ケ丘
六　花	（りっか）	 近藤　　裕	 四日市
　旭	 （あさひ）	 相馬　　悟	 松山
龍　真	（りゅうしん）	荒木　　翔	 新町
志　織	（しおり）	 金内　志保	 塩町
　鈴	 （すず）	 澤野堅太郎	 田端町

荒川地区 　　
希　美	（のぞみ）	 長野　慶彦	 荒島
柚　希	（ゆき）	 小林　徹平	 大津

神林地区 　　
開　琉	（かいる）	 田中　友和	 福田
維　弦	（いづる）	 木村　明博	 山屋
　碧	 （あおい）	 松田　忠行	 岩船駅前
　福	 （ふく）	 三科　孝幸	 今宿
結　月	（ゆづき）	 大矢　義幸	 南大平

朝日地区 　　
星　璃	（せり）	 本保　友也	 大場沢
多　緒	（たお）	 相馬　　平	 高根
愛　恵	（あみ）	 綱島　勝正	 大場沢

山北地区 　　
穂乃里	（ほのり）	 中村　正樹	 今川




