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人口 29,397人（△45）　 31,992人（△41）　計61,389人（△86）　 22,899世帯（△10）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 　
齋藤　幸子	 81		 細工町
三浦　ミヱ	 96		 吉浦
細野ミサヲ	 85		 小国町
佐藤　隆一	 76		 三之町
丸山　喜市	 95		 岩船縦新町
原マサ子	 75		 四日市
山𦚰　盛一 94 	 田端町
関　　智榮	 88		 羽黒町
小田　一雄	 86		 門前
野　チイ	 90		 吉浦
平山　久 	 89		 加賀町
鈴木　六男	 69		 大欠
堀田　ユリ	 91		 羽黒口
諏訪喜代治	 66		 庄内町
川崎　留夫	 89		 岩船横新町
楠田ひろ子	 69		 羽黒口
小出　　洋	 83		 飯野西
板垣　イチ	 92		 新町
阿部　忠次	 83	 大町
惠　　惠子	 72	 瀬波温泉二丁目
土居　光夫	 75	 松山
田澤　光子	 85	 四日市
楠田　カツ	 78	 学校町
佐藤久美子	 81	 片町
大滝　寛行	 58	 西興屋
鈴木キミヱ	 92	 若葉町
長　　ツヤ	 93	 大月
中村イチ子	 86	 山辺里
河内　喜彦	 81	 久保多町
原　　艶	 91	 四日市
石割　一惠	 92	 岩船上浜町
荒川地区 　
金子　　純	 96	 佐々木
渡辺　トシ	 102	 春木山

佐藤　ヨキ	 91	 坂町
冨樫　ミツ	 96	 下鍜冶屋
佐藤　ヨシ	 99	 藤沢
菅原　イワ	 102	 梨木
小川　フミ	 88	 海老江
遠山　和一	 86	 金屋
井上　ヤイ	 88	 藤沢
小島　義孝	 76	 中倉
江端　久博	 66	 金屋
時田　幸子	 73	 金屋
磯部　ユミ	 91	 荒島
神林地区 　
木村　和行	 50	 山屋
杉上ハツヱ	 98	 葛籠山
板垣　昭作	 90	 塩谷
内山千世子	 93		 桃川
木村　定吉	 92	 七湊
鈴木　榮二	 70	 指合
小田　チヨ	 96		 飯岡
志田　カチ	 78	 殿岡
内山　　悦	 90	 志田平
髙橋　美 	 85		 小口川
佐藤タツノ	 89	 南田中
齋藤　ハル	 90	 今宿
坂上　ハナ	 92	 小口川
矢田　優子	 79	 葛籠山
細野　榮次	 77	 九日市
朝日地区 　
佐藤　悦夫	 88	 塩野町
大滝　清重	 82	 荒沢
石栗アキ子	 77	 石住
大滝　ミキ	 87	 松岡
本間　　實	 93		 下新保
辻澤　リキ	 90	 大場沢
本間千登世	 89	 岩沢

相馬　イツ	 102	 早稲田
相馬　三男	 85	 高根
板垣　昭作	 84 	 高根
飯沼　十女	 92		 岩沢
渡邉　傳一	 90	 大須戸
太田　金定	 91	 檜原
斎藤　　稔	 78	 岩沢
小田キチノ	 97	 塩野町
髙橋　悦男	 91	 茎太
小池　寅夫	 80	 千縄
髙橋憲太郎	 74 	 猿沢
小田さと子	 62	 上中島
富樫キクエ	 93	 早稲田
田村　ヨネ	 90	 千縄
大滝　昭三	 84 	 板屋越
大場ウタコ	 96	 岩沢
山北地区 　
田宮　勇一	 67	 小俣
齋藤　兼惠	 91	 上大蔵
富樫　札子	 86	 荒川
大滝榮喜雄	 93	 北中
加藤　キノ	 88	 勝木
太田　圭三	 76	 桑川
富樫　キエ	 84 	 北中
本間トラヱ	 89	 温出
本間　弘子	 81	 浜新保
佐藤サダ子	 89	 大毎
大滝　秀雄	 70	 北中
富樫　末吉	 88	 寝屋
齋藤オフミ	 90	 北黒川
齋藤　幸男	 88	 寒川
本間　吉夫	 75	 鵜泊
地　保子	 84 	 寒川

村上地区 　　
依　稚	（いち）	 田村　優人	 山居町二丁目
柚　葉	（ゆずは）	 太田　祐介	 塩町
莉々彩	（りりあ）	 川村　和幸	 下山田
優　樹	（まさき）	 剣持　　樹	 三之町
音　心	（のの）	 當摩　和正	 岩船地蔵町
海　好	（みよし）	 伊藤　　健	 緑町三丁目
漆　紋	（しもん）	 川村　　優	 細工町
マリエ		 板垣　真人	 羽黒町
　蒼	 （そう）	 髙橋　　菫	 松原町二丁目
凛　音	（りのん）	 渡部　脩平	 塩町

荒川地区 　　
　新	 （あらた）	 織田　拓磨	 藤沢
陽　騎	（はるき）	 冨樫　光貴	 切田
神林地区 　　
陽　向	（ひなた）	 中山　厚史	 里本庄
晄　希	（みつき）	 内山　亮太	 桃川
春　樹	（はるき）	 押切　悠輔	 下助渕
朝日地区 　　
桜　都	（おと）	 遠山　寛大	 高根
ひ　な		 櫻井　美樹	 古渡路
山北地区 　　
美舞姫	（みぶき）	 本間　俊樹	 堀ノ内
暖　乃	（のの）	 増子　　望	 府屋浜町


