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村上地区
瑛太（えいた）	 木村　亮太	 緑町三丁目
優和（ゆあ）	 新村　翔太	 瀬波上町
柊羽（しゅう）	 前田　秀樹	 杉原
琉晴（りゅうせい）	 太田　史也	 大欠
花乃（はなの）	 瀬賀　剛	 瀬波上町
ことみ	 臼井　和美	 南町二丁目
碧仁（あおと）	 渡辺　広輝	 塩町
陽花（はるか）	 板垣　健志	 杉原
斗和（とわ）	 松田　紘治	 杉原
太陽（たいよう）	 小竹　海	 杉原
海惺（かいせい）	 伴田　勝太	 岩船中新町

荒川地区
光穂（みつほ）	 渡辺　和樹	 坂町
花凪（はな）	 齋藤　亮	 山口
瑠惟（るい）	 金　相賢	 下鍜冶屋

柊優（しゅう）	 難波　駿孝	 荒川松山
乃子（のこ）	 服部　聡	 坂町
結翔（ゆいと）	 小池　高雄	 切田
楓（ふう）	 金子　淳一	 山口

神林地区
空和（あお）	 木村　拓也	 山屋
翔天（とあ）	 渡邉　優恭	 川部
令央那（れおな）	 齋藤　芳和	 山屋

朝日地区
源生（げんき）	 冨樫　竜二	 上野
和月（なつき）	 福山　収一	 岩沢

山北地区
怜（れい）	 菅原　史裕	 中継
海零（みお）	 大滝　拓也	 寒川

村上地区
五十嵐チイ子	 80	 山辺里
太田　成吉	 88	 早川
村田　ミツ子	 88	 八日市
東　 子	 93	 八日市
髙橋　榮一	 88	 安良町
佐々木チヨエ	 93	 泉町
近藤　甫	 77	 四日市
菅原　定子	 101	 瀬波上町
阿部　こずえ	 55	 若葉町
金子　清	 102	 杉原
冨樫　直通	 46	 泉町
渡邊　節子	 81	 飯野三丁目
新納　壽子	 80	 石原
本間　キエ子	 94	 学校町
伊与部　市郎	 90	 緑町一丁目
大多喜　秀三	 90	 瀬波上町
井上　えり子	 62	 飯野西
成田　マツ	 95	 羽黒口
丹内　井子	 85	 羽黒口
原　又二	 91	 野潟

瀬賀　博人	 32	 三之町
本間　ミチヨ	 99	 岩船上町
稲 　利次	 84	 二之町
矢部　修	 70	 南町二丁目
稲葉　和三郎	 90	 山辺里
髙木　敏夫	 69	 山居町一丁目

原　エミ	 88	 田端町
上村　主税	 86	 肴町
瀨賀　トキ子	 88	 下相川
奥村　哲夫	 71	 肴町

荒川地区
冨樫　三郎	 90	 下鍜冶屋
八幡　薫	 72	 坂町
髙橋　信行	 79	 名割
鈴木　利勝	 71	 貝附
鈴木　房子	 67	 貝附
小川　孝一	 68	 海老江
遠山　俊弌	 86	 金屋
松本　幸一	 76	 佐々木
井関　弘	 83	 藤沢
髙橋　トミヱ	 89	 坂町

神林地区
齋藤　三榮	 93	 河内
野澤　チヱ	 94	 塩谷
小池　セツ	 94	 平林
木村　忠明	 52	 塩谷
大倉　ツヤ子	 87	 南田中
田畠　博子	 65	 桃川
小池　真	 49	 平林
鈴木　俊雄	 75	 長松
川﨑　千年	 68	 北新保

髙橋　駿午	 76	 北新保
板垣　祝一	 77	 殿岡
田　孝	 90	 指合

朝日地区
髙橋　由紀子	 84	 岩沢
中山　忠一	 94	 大須戸
小田　稔子	 82	 塩野町
横井　ムツ子	 87	 下新保
岡田　勝三郎	 92	 蒲萄
飯沼　キイ子	 94	 岩沢
小田　準一	 61	 下新保
渡辺　ツエ	 94	 板屋越
瀧澤　清美	 83	 大場沢
相馬　正彦	 71	 高根
横山　ウメ	 96	 関口
島田　一美	 87	 下新保
海沼　俊市	 91	 関口
大田　廣志	 94	 黒田

山北地区
田宮　喜一郎	 71	 勝木
富樫　政美	 54	 板屋沢
渡辺　トシ	 92	 脇川
増子　千春	 53	 岩崎
大滝　五郎	 90	 中浜
東　伊男	 94	 勝木

※９月11日から10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（10月１日現在）
（　　）内は前月比 人口 2８,499人（△16）� 30,974人（△46）� 計59,473人（△62）� 22,730世帯（△21）


