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人口 29,838人（△100）　 32,387人（△119）　計62,225人（△219）　 23,004世帯（△2）人口と世帯数（４月１日現在）
（　　）内は前月比

※３月11日から４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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村上地区 　
佐藤　清子	 94		 柏尾
奥村　郁子	 83		 飯野桜ケ丘
成田　　葊	 87		 新町
五十嵐厚子	 79		 飯野三丁目
木村　文義	 64		 門前
藤井　和夫	 85		 飯野一丁目
川村やよい	 48		 肴町
小栗　啓一	 84		 羽黒口
鈴木　　允	 83		 二之町
永田　一也	 93		 長井町
木村　 夫	 74		 上山田
原　ミヨ	 82		 肴町
海田　友江	 91		 田端町
河内　晴子	 86		 南町二丁目
板垣　スイ	 85		 三之町
髙橋久次郎	 84		 赤沢
中島　フク	 97		 肴町
伊藤　キヨ	 92		 上山田
横山鍈四郎	 79		 柏尾
本間　恒美	 65	 大欠
木村　 次	 81	 瀬波上町
三浦　ハナ	 91	 吉浦
鈴木　幸夫	 64	 泉町
髙橋ヨシ子	 93	 泉町
小田　勝三	 81	 田端町

近藤　セツ	 95	 四日市
宗田由記雄	 65	 四日市

荒川地区 　
三浦　和枝	 96		 前坪団地
佐藤　ツグ	 89	 山口
佐藤　正一	 86	 中倉
森　　トラ	 95	 坂町
岩佐　憲一	 69	 大津
加藤　ユキ	 92	 羽ヶ榎
金子　イキ	 92	 佐々木
小野　勝男	 73	 貝附
橫倉　シヅ	 87	 藤沢
近藤　キヨ	 89	 金屋
近藤　　進	 89	 金屋

神林地区 　
平山　コヱ	 95	 大塚
鈴木　トイ	 85	 殿岡
小田九左エ門	 83		 飯岡
髙野　ユキ	 83	 山田
阿部　チエ	 94	 松沢
長谷川光子	 79	 塩谷
武者　イト	 90	 宿田
矢部　ヨリ	 93	 平林
伊與部フジ	 85	 塩谷

須貝　英雄	 80	 福田
佐藤コノイ	 94	 松沢
遠藤　　博	 90	 牛屋

朝日地区 　
相馬　兵一	 91	 早稲田
大滝　セツ	 83	 荒沢
大滝ツルノ	 98	 鵜渡路
髙橋ミサ子	 89	 猿沢
相馬　ヱン	 90	 早稲田
髙橋　良藏	 90	 千縄
鈴木　民子	 68		 中原

山北地区 　
板垣　　和	 84	 中継
齋藤　トキ	 101	 寒川
斎藤　　 	 83	 勝木
斎藤キシノ	 90	 脇川
富樫ヒデヨ	 98	 荒川
佐藤　長司	 96	 大毎
齋藤権次郎	 87	 勝木
板垣　　誠	 40	 碁石
小田フサコ	 89	 荒川口
加藤　定吉	 68	 芦谷

村上地区 　　
　雛	 （ひな）	 西坂　謙一	 岩船上浜町
貴　弘	（たかひろ）	 藤山　　裕	 仲間町
り　こ		 三科　直人	 天神岡
陽　葵	（ひなた）	 髙橋　聖人	 塩町
桜　子	（さくらこ）	 伊藤　翔悟	 飯野一丁目
さくら		 髙橋　賢俊	 上の山
悠　樹	（はるき）	 佐藤　利幸	 鋳物師

荒川地区 　　
汰　緒	（たお）	 髙橋　優輔	 坂町
深　月	（みつき）	 大田　雅之	 坂町駅前
　悠	 （ゆう）	 大倉　明俊	 藤沢

百　花	（ももか）	 櫻井　拓也	 坂町
　蓮	 （れん）	 奥山　広志	 佐々木
陽　太	（ひなた）	 今井　慶太	 下鍜冶屋
　蓮	 （れん）	 磯田　伸人	 下鍜冶屋

神林地区 　　
希　空	（そら）	 桜井　祐希	 福田
結　梨	（ゆうり）	 平山　裕幸	 七湊
ひ　な		 板垣　美幸	 殿岡

山北地区 　　
絢　香	（あやか）	 板垣　秀人	 碁石
晟　斗	（せと）	 菅原　卓也	 府屋浜町




