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村上地区
そよ	 加藤　匠	 羽黒町
迅（じん）	 石田　眞人	 堀片
大翔（はると）	 忠　　貴史	 緑町四丁目
莉衣（れい）	 平山　竜也	 瀬波上町
琉月（りつ）	 田中　祐貴	 岩船上町
光希（こうき）	 中村　真人	 飯野桜ケ丘
羽菜（はな）	 石栗　幸一	 肴町
主税（ちから）	 山口　貴志	 八日市
央之佑（おうのすけ）	渡部　佑太郎	 田端町
梨埜（りの）	 井上　達也	 下相川
柚乃愛（ゆのあ）	 松村　大地	 瀬波中町
咲笑（さえ）	 田中　紘希	 山辺里
壮護（そうご）	 新井田　和希	 浜新田

荒川地区
美音（みおん）	 瀧本　裕樹	 坂町駅前
結跳（ゆいと）	 髙野　嘉晴	 田島

神林地区
絃斗（けんと）	 三科　正人	 今宿
あかり	 山田　宏典	 有明
希海（うみ）	 桜井　祐希	 福田
結月（ゆづき）	 今井　浩和	 宿田
愛菜（あいな）	 鈴木　清隆	 有明

朝日地区
琉稀（るき）	 鬼原　智和	 猿沢
創太（そうた）	 増子　裕介	 板屋越

村上地区
池田　萬千代	 77	 山居町二丁目
工藤　久枝	 80	 八日市
小野塚　實	 86	 岩船上浜町
東　シヅエ	 92	 瀬波上町
瀨賀　永久雄	 88	 杉原
平野　由紀子	 49	 田端町
合　金吾	 99	 二之町

中野　壽美郎	 80	 緑町一丁目
本間　種作	 101	 早川
小幡　久次郎	 98	 岩船下浜町
加藤　靜江	 94	 緑町一丁目
渡邉　惠一	 69	 岩船地蔵町
中村　幸子	 88	 小国町
三浦　クニ	 75	 肴町
尾太　マス	 71	 飯野桜ケ丘
八幡　　但	 70	 長井町
東　　幸夫	 55	 松山
髙橋　ヒロ	 83	 上の山
本間　節子	 79	 四日市
本間　久榮	 78	 上の山
中嶋　好雄	 82	 山居町二丁目
小田　豊秋	 64	 南町二丁目
工藤　エキ	 87	 八日市
田村　一枝	 75	 山辺里
大滝　キエ	 90	 上片町
菅𠩤　弘和 84 岩船中新町
鈴木　久一	 91	 細工町
木ノ瀬　修平	 86	 瀬波温泉二丁目

藤田　　毅	 80	 加賀町
小田　キク	 82	 南町二丁目
江端　フミ	 89	 山居町一丁目
小嶋　アサ子	 87	 岩船下浜町

荒川地区
冨樫　ミン	 96	 下鍜冶屋
渡邉　君子	 75	 佐々木
嵩岡　健治	 86	 羽ヶ榎
須貝　ヨツ	 88	 大津
齋藤　亮吉	 74	 羽ヶ榎
須貝　俊雄	 77	 大津
川村　ツル	 101	 荒島
須貝　伊三	 96	 大津
市井　サカヱ	 92	 山口
渡邉　トキ	 93	 藤沢
井上　テル	 86	 山口
冨樫　ムツ	 67	 切田
遠山　智子	 80	 金屋
坂内　時枝	 68	 十文字

神林地区
板垣　ハル	 98	 塩谷
横野　アツ	 71	 塩谷
小川　ハナ	 88	 牧目
石田　安雄	 88	 牛屋
佐藤　茂一郎	 87	 松沢
木村　ミツヨ	 91	 塩谷
田中　　清	 64	 松沢

木村　榮藏	 87	 七湊
内山　　曻	 90	 志田平
相馬　寅雄	 80	 下助渕
齋藤　マツイ	 97	 飯岡
石田　ヨシ	 81	 牛屋

朝日地区
阿部　一男	 85	 上野
中山　ハノ	 102	 笹平
貝沼　チエ	 98	 十川
太田　キク	 100	 檜原
佐藤　美貴夫	 68	 猿沢
飯沼　サハエ	 92	 岩沢
鈴木　好博	 78	 中原
鬼原　幸子	 81	 猿沢
大田　玄栄	 103	 黒田
須貝　イマ	 74	 上野

山北地区
小田　信子	 82	 堀ノ内
本間　ハナ子	 97	 大谷沢
木村　梅雄	 88	 寝屋
佐藤　和夫	 78	 中津原
板垣　ヨシイ	 92	 杉平
本間　スイ	 99	 大谷沢
増子　サチ子	 75	 寒川
間　　トメ	 96	 雷
板垣　房江	 72	 朴平
大滝　義春	 57	 勝木

※12月11日から１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（１月１日現在）
（　　）内は前月比 人口 28,907人（△42）� 31,432人（△49）� 計60,339人（△91）� 22,853世帯（6）


