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人口 29,207人（△159）　 31,816人（△126）　計61,023人（△285）　 22,886世帯（△９）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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おたんじょう

おくやみ 
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村上地区 　
笠原ハルエ	 99		 庄内町
髙橋久仁男	 74		 南町二丁目
成田　トキ	 84		 新町
富樫タツ子	 71		 松山
剣持　靜枝	 67		 三之町
磯部　正一	 88		 高平
木村　才志	 89		 飯野桜ケ丘
渡邉　タツ	 90		 瀬波中町
五十嵐　武	 84		 庄内町
三浦　明子	 51		 山居町二丁目
髙橋　レイ	 75		 松原町一丁目
中山與志吉	 86		 上片町
松本　トク	 100		 上片町
船山　 子	 79		 岩船横新町
中村トヱ子	 88		 山辺里
荒川地区 　
髙橋　孝男	 64		 名割
相馬　　正	 76	 大津
駒沢　ミサ	 90	 藤沢
一ノ瀬孝子	 63	 佐々木
渡邊多喜夫	 87	 金屋
細野　秀雄	 56	 大津

近藤　清光	 53	 金屋
冨樫　　誠	 50	 下鍜冶屋
髙橋　マツ	 95	 佐々木
佐藤キミノ	 91	 山口
神林地区 　
遠山ユミ子	 78	 宿田
川崎　寅夫	 91	 北新保
藤田　弘尚	 71		 上助渕
川崎あけみ	 56	 北新保
小池　健志	 74	 湯ノ沢
東　　昭司	 79	 松喜和
近　　ナヲ	 105	 山田
田中　トミ	 88	 福田
長谷部敏夫	 88	 牛屋
齋藤　スイ	 91	 葛籠山
瀬賀　昭三	 89	 塩谷
遠山　勝男	 89	 宿田
小池　勝彦	 73	 平林
朝日地区 　
佐藤ヨシ子	 88	 古渡路
大場　正義	 72	 岩沢
玉木　靜子	 87	 宮ノ下
中山　正市	 85	 大須戸

本間よう子	 63	 あけぼの
玉木　長衛	 91	 宮ノ下
横井　和栄	 63		 檜原
小池　豊子	 78	 笹平
宇 　喜一	 68	 北大平
小田忠重郎	 74	 薦川
長谷川　瓊	 87	 大場沢
荻根沢イツ	 81	 塩野町
佐藤　アキ	 84	 鵜渡路
鈴木タカヨ	 89	 新屋
山北地区 　
増子　幸子	 93	 寒川
佐藤　　保	 91	 大毎
青木　春枝	 73	 岩崎
齋藤　一也	 82	 越沢
佐藤　雅行	 46	 中浜
大滝　千鶴	 89	 北中
田村喜美雄	 84	 府屋本町
佐藤　トシ	 91	 大沢
板垣　　満	 53	 北中
大滝ミナイ	 93	 堀ノ内
富樫　政勝	 65	 山熊田

村上地区 　　
聡　乃	（さとの）	 小島　盛康	 三之町
美　怜	（みれい）	 大滝　拓也	 庄内町
　蓮	 （れん）	 貝沼　佳貴	 南町二丁目
　汰	 （たい）	 佐藤　晃一	 日下
太　智	（たいち）	 伴田　拓真	 八日市
凪　沙	（なぎさ）	 近藤　　剛	 四日市
咲　弥	（さくや）	 大田　希望	 肴町
奏　翔	（かなと）	 池田　優哉	 塩町
雅　空	（がく）	 越善　光也	 大欠
佳　志	（けいじ）	 工藤　智志	 八日市
荒川地区 　　
滉　佳	（ひろよし）	 横山　輝佳	 坂町

幸　音	（しおん）	 加藤　健太	 十文字
月　椛	（つきか）	 塩原　勇樹	 坂町
神林地区 　　
初　花	（ういか）	 木村　秀昭	 平林
竜　誠	（りゅうせい）	三科　竜哉	 今宿
朝日地区 　　
愛　椛	（にか）	 増子　勝巳	 板屋越
　純	 （じゅん）	 佐藤　　陸	 鵜渡路
衣　都	（いと）	 菅原　和樹	 早稲田
惣　介	（そうすけ）	 高橋慎之輔	 千縄
瀬　央	（せな）	 田中　裕人	 猿沢
山北地区 　　
楓　真	（ふうま）	 佐藤　一成	 伊呉野




