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人口 29,983人（△42）　 32,554人（△59）　計62,537人（△101）　 23,015世帯（△4）人口と世帯数（２月１日現在）
（　　）内は前月比

※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
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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 　
渡邉　道夫	 60		 山居町二丁目
菅原トミイ	 89		 山居町二丁目
菅原　達雄	 92		 大関
山田　　登	 86		 三之町
吉田　　正	 83		 杉原
本間　洋三	 72		 瀬波上町
須藤　　明	 87		 山居町一丁目
細野　ヤス	 93		 八日市
工藤　艶子	 83		 学校町
𦚰川ミヤイ 94 	 岩船下大町
中村キノエ	 84 		 山辺里
覀盛　　尚	 60		 松原町四丁目
五十嵐ギン	 95		 下渡
大滝　咲子	 83		 飯野三丁目
本間　春吉	 91		 山居町二丁目
中村　キヨ	 95		 三之町
長　　アサ	 97	 大月
工藤　壽一	 68	 八日市
今井ハルエ	 86	 八日市
小池　　貢	 84 	 三面
岩﨑　ヨイ	 93	 岩船下大町
長谷川フヨ	 91	 久保多町
小田　雄一	 79	 山辺里
平田　正告	 63	 柏尾
鈴木　祐司	 99	 岩船上浜町

荒川地区 　
阿部　トク	 93		 大津
時田　　正	 74 	 中野
遠山　茂雄	 83	 金屋

杉原カツ子	 83	 藤沢
小川　清三	 90	 海老江
時田マツイ	 95	 中野
比良　英雄	 86	 大津
伊藤　正道	 67	 花立
菅井　カズ	 91	 金屋
佐藤　由夫	 81	 荒川松山
齊藤　勝男	 85	 鳥屋
宮下　トモ	 97	 金屋

神林地区 　
奈良橋一彦	 81	 塩谷
平山　壽子	 94 	 松沢
平山　セイ	 88		 七湊
忠　　千枝	 74 	 指合
森田　洋子	 82	 松喜和
山﨑　正男	 87	 下助渕
木村　道夫	 67	 北新保
磯部　ツギ	 98	 松喜和
大宅　フミ	 92	 南田中
八幡スズイ	 91	 小岩内
田中　重昌	 89	 福田
石田　カネ	 95	 牛屋
菅原　ヨシ	 92	 殿岡
櫻井　正男	 94 	 福田
平山　健二	 67	 高御堂
平山亜洲美	 20	 七湊

朝日地区 　
小田ヒデコ	 92	 下新保
佐藤　信一	 87	 石住

高橋ヨシイ	 98	 十川
大滝ヨツエ	 91	 板屋越
髙橋トシイ	 101	 下中島
齋藤　イツ	 99		 大須戸
佐藤　タイ	 87	 塩野町
富樫ナホイ	 92	 早稲田
中山　セイ	 88	 大須戸
本間　芽子	 79	 石住
板垣定四郎	 81	 新屋
増子　信子	 74 	 板屋越
藤田トヨ子	 79	 小川
山田　澄麿	 72	 古渡路
井サツキ	 97	 猿沢
菅井　岩二	 85	 猿沢
佐藤　昭一	 85	 鵜渡路
髙橋　和彦	 85	 大場沢
中山　美保	 35	 大須戸

山北地区 　
大滝　幸男	 88	 北中
齋藤フジ子	 89	 寒川
佐藤カネ子	 87	 立島
岩佐　クニ	 92	 北中
今野　　勇	 82	 府屋浜町
富樫　　葊	 74 	 寝屋
斎藤ユキエ	 98	 寒川
佐藤　米子	 86	 大沢
大滝　房子	 99	 北中
加藤　金子	 75	 大毎
斎藤キヨヱ	 97	 越沢
奥山　　清	 65	 笹川

村上地区 　　
翔　海	（あすま）	 保科　良司	 上の山
美　絢	（みや）	 中倉　大輔	 八日市
稜　太	（りょうた）	 中野　友美	 庄内町
美香子	（みかこ）	 山口　貴志	 八日市
　縁	 （えにし）	 佐藤　直之	 羽黒町
依　茉	（えまり）	 宮下　　洋	 山居町一丁目
橙　弥	（とうや）	 成田　隆人	 新町
心　陽	（こはる）	 鈴木　静佳	 飯野三丁目
笑　也	（えみや）	 瀬賀　竜馬	 日下
心　暖	（こはる）	 冨樫　健太	 若葉町
紗　穂	（さほ）	 柳川　正晴	 杉原
結優華	（ゆゆか）	 壬生　清貴	 山居町二丁目
睦　光	（むつき）	 遠山　尚輝	 瀬波浜町
音　柊	（おと）	 菅原　直樹	 学校町
　凛	 （りん）	 髙橋　一隆	 長井町

荒川地区 　　
叶　望	（かのん）	 佐籘　英輔	 藤沢
芽　唯	（めい）	 渡邊　貴志	 山口
奏　太	（かなた）	 阿部　祐太	 坂町

神林地区 　　
宗　介	（そうすけ）	 菅原　　宏	 殿岡
優　心	（ゆうしん）	 木村　研介	 南田中
ひなの		 菊地　　大	 山屋
桃　加	（ももか）	 川崎　雅史	 北新保

朝日地区 　　
雪　乃	（ゆきの）	 福山　収一	 岩沢
悠　太	（ゆうた）	 佐藤慶太郎	 石住
愛　梛	（えな）	 貝沼　　誠	 十川


