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人口 29,567人（△48）　 32,152人（△40）　計61,719人（△88）　 22,932世帯（△21）人口と世帯数（10月１日現在）
（　　）内は前月比

※９月11日から10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 　
本間　定雄	 92		 緑町一丁目
小池庄次郎	 91		 上山田
柳瀬　ツヤ	 91		 緑町四丁目
本間　嘉朗	 79		 瀬波上町
髙橋　サト	 90		 泉町
伊藤　玲子	 82		 瀬波上町
鈴木　弘子	 53		 岩船上町
平野　金次	 77		 緑町三丁目
中村　　篤	 85		 羽黒口
細野　武夫	 79		 瀬波上町
齋藤　茂雄	 91		 山居町一丁目
阿部きみい	 87		 間島
種市　侑平	 81		 上の山
髙坂　アヤ	 80		 八日市
小杉　博之	 56		 羽黒町
中村　イク	 71		 山辺里
土屋　敬彦	 63		 飯野一丁目
髙橋　トメ	 108		 長井町
鈴木　源一	 81	 松山
佐藤　　茂	 71	 片町
野知惠子	 90	 吉浦
鈴木　　政	 96	 新町
本間　ツギ	 95	 早川
鈴木　カト	 90	 肴町
永田　千佳	 49	 羽黒町
小田タツイ	 89	 八日市

荒川地区 　
渡邊　フミ	 93	 佐々木
矢田　一夫	 69	 佐々木
渡邊　和子	 62	 坂町住宅
臼井茂一郎	 94	 金屋
小林　六男	 85	 大津
星　　繁夫	 84	 山口
遠山　イツ	 91	 金屋
金光　梅子	 86	 藤沢
渡邊　　茂	 82	 佐々木
齋藤　昭二	 90	 坂町
平田　　陟	 100	 荒島
神林地区 　
磯部　才吉	 86		 里本庄
鈴木トヨミ	 83	 有明
髙木ハナイ	 94	 牛屋
木村　キミ	 91	 塩谷
長郷ハツミ	 91	 七湊
内山　　淳	 84		 桃川
川嵜　靜子	 91	 北新保
中村　良平	 70	 上助渕
奈良橋麗子	 79		 塩谷
朝日地区 　
島田　昭二	 84	 下新保
髙橋　安栄	 83	 千縄
小池　　聡	 56	 布部
堀井ツタイ	 87	 塩野町
髙橋ヱミ子	 90	 小川
富樫　正敏	 70	 早稲田

島田アサ子	 85	 下新保
佐藤　アヤ	 92	 岩沢
遠山　タイ	 82		 中原
本間　　勲	 77	 熊登
中山久美子	 80	 笹平
井上　　堅	 54	 猿沢
小田　チイ	 94	 塩野町
田中　光二	 87	 朝日中野
太田　一美	 67	 檜原
木ノ瀬甚吾	 82	 新屋
飯沼　　功	 79	 岩沢
齋藤　カメ	 91	 猿沢
髙橋喜一郎	 78	 猿沢
髙橋　智子	 86	 猿沢
山北地区 　
板垣　信子	 84	 遅郷
加藤トシエ	 96	 大毎
渡邉　榮吉	 93	 今川
本間　一郎	 90	 温出
渡邉　久吉	 92	 今川
斎藤　　久	 63	 長坂
増子　　愛	 91	 岩崎
今野オスズ	 96	 府屋駅前通
小田トラ子	 90	 温出
原　岩吉	 78	 中継
富樫　　葊	 91	 塔下
本保　幸吉	 79	 碁石
渡辺　キミ	 96	 大谷沢

村上地区 　　
　暖	 （だん）	 高橋　博之	 若葉町
桜　雅	（おうが）	 金田　君男	 飯野二丁目
　玄	 （げん）	 佐藤　拓朗	 庄内町
伊　愛	（いちか）	 志田　　敦	 飯野三丁目
　伶	 （れい）	 野澤　　巧	 八日市
颯　太	（そうた）	 増子　　修	 山辺里
茉　里	（まつり）	 粟野　義規	 山辺里
咲　歩	（さほ）	 伊與部　優	 瀬波上町
結　人	（ゆいと）	 菅原　淳史	 岩船上町
吏　杜	（りと）	 松浦　健太	 下相川
荒川地区 　　
菜　稀	（なつき）	 小田　都史	 田島
菜々莉	（ななり）	 大矢　和幸	 下鍜冶屋
楓乃音	（かのん）	 渡邊　史晃	 長政

神林地区 　　
匠　海	（たくみ）	 伴田　勝太	 岩船駅前
彩　実	（あみ）	 松本　敬寛	 上助渕
碧　士	（あおし）	 五十嵐秀嗣	 七湊
朝日地区 　　
陽　葵	（ひまり）	 小田　　聡	 川端
和　椛	（のどか）	 鈴木　裕人	 猿沢
帆　椛	（ほのか）	 鈴木　裕人	 猿沢
山北地区 　　
煌　吾	（おうあ）	 齋藤　慎吾	 北中
　岳	 （がく）	 齋藤　洋平	 北黒川
和　生	（かずき）	 大滝　和宏	 勝木




