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人口 29,938人（△45）　 32,506人（△48）　計62,444人（△93）　 23,006世帯（△9）人口と世帯数（３月１日現在）
（　　）内は前月比

※２月11日から３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 
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村上地区 　
五十嵐敦子	 54		 岩船上町
長谷川キミ	 91		 松山
倉松　榮樹	 88		 鍛冶町
水野クニ子	 96		 大町
加藤　桂一	 83		 小国町
佐藤志乃木	 82		 杉原
堀沢　由三	 79		 大欠
太田　リコ	 99		 馬下
池田　ヤマ	 89		 門前
五十嵐昌平	 84		 肴町
佐藤　　茂	 87		 堀片
髙橋　　 	 68		 羽下ケ渕
髙橋美代子	 70		 久保多町
樋口　政英	 80		 山居町一丁目
日下　キミ	 89		 久保多町
渡邉　ヒデ	 94		 松山
渡邉　耕一	 86		 加賀町
磯部　良彦	 81		 間島
池田　アイ	 95		 日下
三須　　弘	 71	 若葉町
稲 　晶子	 86	 小町
磯邉　誠也	 90	 四日市
横山　ヤイ	 94	 幸町
櫻井　敬治	 90	 八日市
島田ゆみ子	 64	 岩船下浜町
鈴森　春三	 91	 瀬波温泉二丁目

鈴木　ウイ	 90	 中川原団地
大宅ムツエ	 92	 瀬波新田町
鈴木あさ子	 91	 岩船横新町
吉田　　緑	 88	 二之町
髙橋　カヱ	 89	 泉町

荒川地区 　
丹野　辰男	 89		 両新
信田　ハル	 90	 海老江
金子　三代	 96	 佐々木
松田　　収	 84	 野口
阿部喜一郎	 89	 両新
佐藤　末吉	 96	 金屋
田島　キミ	 98	 下鍜冶屋
磯部　孝一	 80	 坂町駅前
髙橋　正治	 104	 名割
森川　キミ	 91	 荒島

神林地区 　
石田　キイ	 96	 牛屋
田村　嘉治	 72	 塩谷
横山アサノ	 99		 下助渕
池田トヨミ	 94	 里本庄
石田　　等	 92	 牛屋
齋藤　イネ	 93	 葛籠山
竹内　　和	 86	 新飯田
大矢タツイ	 100	 南大平

志田　一夫	 80	 松喜和
佐藤かず子	 59	 有明
石田ハツイ	 87	 宿田
川﨑　イツ	 96	 北新保

朝日地区 　
貝沼　孝悦	 63	 十川
鈴木　清子	 87	 中原
佐藤　郁子	 65	 関口
髙橋　　勝	 85	 中新保
菅井　　武	 81	 板屋越
髙藳　正美	 90	 岩沢
木村ヤス子	 83		 十川
佐藤　　仲	 91	 関口
鈴木　倉義	 86	 笹平

山北地区 　
富樫　力雄	 78	 堀ノ内
斎藤捨次郎	 87	 北黒川
富樫トヨノ	 84	 府屋本町
佐藤　貞子	 79	 小俣
齋藤トキ子	 98	 寒川
佐藤　優子	 71	 立島
本間キヨミ	 100	 浜新保
平方シズヱ	 84	 岩石
大滝　京子	 86	 中浜

村上地区 　　
心　春	（こはる）	 渡邉　　慶	 杉原
　暖	 （はる）	 遠山　　力	 新町
優　和	（ゆうな）	 小池　亨典	 三面
　和	 （のどか）	 倉町　宏治	 田端町
　湊	 （そう）	 大滝　　潤	 田端町
千　桜	（ちお）	 大滝　　仁	 飯野西
柊　輝	（しゅうき）	 近　　聡志	 飯野三丁目
葵　生	（あおい）	 五十嵐猛史	 天神岡
蒼　生	（あおい）	 髙橋　　隆	 羽黒町
春　輝	（はるき）	 富樫　大樹	 飯野一丁目
梅　可	（うめか）	 安冨　　敦	 庄内町
広　夢	（ひろむ）	 大越　敬一	 瀬波温泉二丁目
凪　翔	（なぎと）	 三須祐太朗	 八日市
莉　緒	（りお）	 髙橋　崇明	 山居町二丁目

荒川地区 　　
さくら		 松田　慎也	 坂町
想　也	（そうや）	 一ノ瀬挙也	 佐々木
陽　愛	（ひな）	 渡邊　　勉	 両新
勇　汰	（ゆうた）	 須貝　和良	 大津

神林地区 　　
七　青	（ななせ）	 小野　浩由	 南田中
心　春	（こはる）	 木村　清彦	 飯岡

朝日地区 　　
僚　太	（りょうた）	 関　　昭彦	 朝日中野
み　か		 太田　直希	 檜原




