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村上地区
愛　衣（うい）	 菅原　健太	 山居町一丁目
恋　空（こあ）	 鈴木　太也	 塩町
　慶　（けい）	 板垣　祐大	 山辺里
郁　杜（いと）	 東海林史明	 杉原
魁　璃（かいり）	 鈴木　直人	 新町
玲　奈（れいな）	 髙橋　清光	 緑町四丁目
心　湊（ここみ）	 渡邉　勇人	 加賀町
陸　登（りくと）	 山田　達也	 門前
色　葉（いろは）	 小林　和博	 若葉町
凛　人（りと）	 太田　　将	 下相川

荒川地区
澪　那（みおな）	 海津　　匠	 藤沢
悠　靖（ひさやす）	 金子　和弘	 下鍜冶屋
結　友（ゆいと）	 山賀　良孝	 切田

神林地区
里　桜（りお）	 髙野　康弘	 小岩内
す　ず	 遠山　貴士	 宿田

朝日地区
瑞　樹（みずき）	 石田　　舜	 古渡路
優　翔（ゆうと）	 石栗　智也	 石住

村上地区
熊倉　　勇	 88	 緑町四丁目
小林マサエ	 94	 若葉町
髙橋　　之	 63	 大欠
山ノ井一夫	 66	 上片町
佐藤　幸雄	 82	 堀片
羽田野オノヨ	 94	 吉浦
山上　節夫	 78	 細工町
小野塚フミ	 90	 岩船下浜町
樋木　清榮	 101	 新町
佐藤　ルリ	 81	 小国町
藤井　清司	 77	 鍛冶町
磯部　敏男	 86	 飯野桜ケ丘
伊與部ノブ子	 92	 瀬波上町
鈴木　由男	 83	 大欠
佐久間啓子	 68	 杉原
須藤ケイ子	 92	 岩船上町
瀧波　トキ	 90	 羽黒町
板垣　信威	 91	 羽黒口
伊藤　茂男	 86	 瀬波新田町
小田　ナカ	 93	 西興屋
池田トラヨ	 99	 日下
池田　ナミ	 89	 日下
木村喜美惠	 89	 門前
笠木アキヱ	 97	 緑町一丁目
長　　健彦	 75	 大月
五十嵐サワ	 89	 下渡
小竹美代志	 91	 久保多町

池田　計吉	 70	 塩町

荒川地区
森山　敏子	 78	 山口
齋藤　雄三	 84	 坂町
細野　　賢	 78	 坂町
齋藤トクミ	 88	 坂町
渡邊　金平	 79	 佐々木
金子　　浩	 87	 佐々木
伊藤　愼三	 89	 坂町駅前
平田　公一	 69	 藤沢
金子　明美	 64	 坂町
井上三木朗	 61	 春木山
志村　逸郎	 64	 鳥屋

神林地区
川﨑　愛子	 86	 北新保
川﨑　智子	 86	 北新保
岸　　キイ	 97	 長松
小池　フミ	 85	 平林
川﨑　ヱミ	 81	 北新保
横山　タカ	 104	 下助渕
小田　トイ	 90	 飯岡
横山　　力	 83	 下助渕

朝日地区
大田　洋子	 85	 黒田
高橋　岩夫	 83	 新屋

鈴木ハツイ	 92	 高根
齋藤　 子	 81	 寺尾
齋藤　　毅	 97	 寺尾
井上　清二	 66	 猿沢
板垣　進兵	 80	 高根
貝沼キサ子	 90	 関口
本間武一郎	 93	 布部
渡辺　弘美	 79	 檜原
貝沼　金美	 88	 関口
阿部　キヱ	 95	 釜杭
遠山美智枝	 94	 高根

山北地区
平方　　洋	 80	 岩石
本間　勇雄	 86	 温出
富樫智惠子	 76	 上大鳥
大滝　美津	 77	 北中
三浦　恒一	 87	 桑川
齋藤　克巳	 87	 北黒川
菅原　哲治	 68	 中継
齋藤友太郎	 86	 寒川
富樫　留吉	 86	 上大鳥
冨樫オモト	 91	 大代
佐藤　貞三	 83	 中浜
齋藤　栄一	 59	 下大鳥

※５月11日から６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

人口と世帯数（６月１日現在）
（　　）内は前月比 人口 29,117人（△48）� 31,702人（△44）� 計60,819人（△92）� 22,866世帯（△13）


