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人口 29,530人（△37）　 32,123人（△29）　計61,653人（△66）　 22,925世帯（△７）人口と世帯数（11月１日現在）
（　　）内は前月比

※10月11日から11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 　
五十嵐愛子	 91		 小町
遠山惠美子	 79		 松原町一丁目
佐藤　嘉一	 85		 山居町二丁目
齋藤　俊正	 96		 飯野一丁目
冨樫　トメ	 81		 泉町
井上　　剛	 71	 馬下
瀬賀　兵次	 83		 岩船下浜町
小島　鑛吉	 97		 細工町
渡邉　幸平	 86		 松山
伊與部秀子	 97		 新町
吉川　寛治	 82		 大町
矢田　正二	 77		 松原町二丁目
稲葉　三雄	 90		 岩船下浜町
中村　幸子	 89		 新町
永田　良平	 77		 瀬波中町
髙橋　辰弥	 90		 肴町
渡邉　喜市	 84		 岩船三日市
𦚰川　鈴子 81 	 岩船下大町
鍋倉ハル子	 82		 上相川
鈴木利惠子	 66	 岩船上大町
小野　トシ	 99	 柏尾

川原ハルイ	 84	 二之町
布施　鐵太	 90	 岩船下大町
田中　恵二	 48	 高平
庄司　トシ	 87	 寺町
川村スエノ	 96	 下山田
荒川地区 　
渡邊惠美子	 68	 藤沢
佐籘　建吉	 83	 坂町
横野　キイ	 92	 海老江
志村　スエ	 90	 坂町
伊藤　ヨイ	 80	 花立
田中　三夫	 73	 大津
金子　　悟	 99	 佐々木
山口　　 	 96	 金屋
小川　義德	 64	 海老江
神林地区 　
加藤　ノブ	 83		 川部
五十嵐一男	 72	 桃川
野澤　周司	 93	 塩谷
村山美江子	 61	 北新保
薄田キミ子	 84	 南田中
齋藤　　進	 62		 山屋

八藤後正男	 82	 上助渕
木村美登志	 87	 平林
小池　　伝	 74		 平林
佐藤　　巖	 101		 南田中
朝日地区 　
佐藤　三朗	 77	 早稲田
海沼カナエ	 89	 関口
相馬マツイ	 90	 朝日中野
本間陽太郎	 70	 熊登
本間　孝夫	 67	 岩沢
衆田きみ子	 90	 塩野町
海沼　ミン	 99	 関口
菅原　春武	 81	 岩沢
山北地区 　
佐藤アヤ子	 89	 寒川
五十嵐直江	 92	 伊呉野
斎藤　スヱ	 103	 寒川
大滝　 子	 89	 北中
冨樫　孝子	 83	 府屋本町
板垣　節子	 88	 杉平

村上地区 　　
まひろ		 渡辺　　允	 学校町
朔太郎	（さくたろう）	木村　祐康	 鍛冶町
玲　憧	（れいと）	 大越　佑樹	 南町一丁目
優　月	（ゆづき）	 菅井　　淳	 石原
桜　來	（さく）	 渡辺　　拓	 杉原
優　莉	（ゆり）	 大滝　　周	 庄内町
萩　優	（しゅう）	 髙橋　　康	 南町一丁目
芳　奈	（かんな）	 小嶋　大輔	 加賀町
　咲	 （さく）	 服部　　樹	 塩町
琥次郎	（こじろう）	 渡邉　慶俵	 瀬波上町
荒川地区 　　
桜　駕	（おうが）	 川崎　吉光	 田島
琉　聖	（りゅうせい）	小島　大聖	 中倉
捺　叶	（なづき）	 長田　泰祐	 上鍜冶屋
翔　太	（しょうた）	 坂上　信一	 坂町
康　喜	（こうき）	 山田　浩之	 荒川松山
秀　憲	（ひでのり）	 近藤　恵介	 大津

神林地区 　　
太　暉	（だいき）	 小野　春樹	 平林
璃　飛	（りと）	 木竜　和法	 下助渕
文　吾	（ぶんご）	 磯部　岳志	 里本庄
朝日地区 　　
穂ノ香	（ほのか）	 杉本　昂弘	 猿沢
凌　功	（りく）	 大田　竜矢	 黒田
友　望	（とも）	 本間裕市郎	 岩崩
蒼　士	（あおし）	 小田　　輝	 下新保
柚　希	（ゆずき）	 横山　　旭	 布部
莉依咲	（りいさ）	 志田　　勉	 大須戸
真　生	（まさき）	 大田　達也	 黒田
　怜	 （れい）	 岡田　修平	 十川
歩　花	（ほのか）	 桑名　克巳	 中原
璃　愛	（りあ）	 板垣　拓也	 上中島
山北地区 　　
楓　悠	（ふう）	 富樫　憲一	 府屋学校町




