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村上地区
林汰朗（りんたろう）	 中村　清隆	 八日市
碧倭（あおい）	 小野　克洋	 田端町
零央（れお）	 冨樫　直暉	 杉原
楓眞（ふうま）	 室本　竜太	 杉原
孝次郎（こうじろう）	 渡邉　亮	 松山
樹（たつき）	 岩佐　良隆	 上相川
澪花（れいか）	 岸　滉司	 緑町一丁目

荒川地区
倫久（りく）	 坪川　倫也	 坂町
琉波（るな）	 大釜　健太	 藤沢
梨乃（りの）	 富堅　徹	 十文字
天稀（てんま）	 渡邊　元久	 坂町住宅

神林地区
葵陽（きお）	 齋藤　翔馬	 山屋
七央（なお）	 細野　高嗣	 松喜和
茜衣菜（せいな）	 小林　浩	 松喜和

朝日地区
清真（せいま）	 大田　陽祐	 布部
夢生（むう）	 髙橋　弘毅	 布部

村上地区
伊藤　寛	 75	 間島
川上　 	 96	 肴町
渡邉　衛次	 71	 岩船岸見寺町
須貝　裕一	 56	 岩ヶ崎
与田　キクエ	 96	 岩船下大町
小林　サカヰ	 91	 岩船新田町
大滝　進一	 79	 上の山
矢部　テイ	 100	 二之町
中山　テツヨ	 85	 庄内町
長　正枝	 83	 若葉町
大滝　二郎	 83	 庄内町
本田　秀夫	 82	 鍛冶町
永田　昭二	 76	 新町
伴田　平四郎	 83	 岩船上町
大島　松男	 81	 八日市
水谷　キヱ	 92	 早川
伊藤　イシ	 100	 天神岡
島田　トモ子	 75	 岩船縦新町
磯部　克已	 77	 緑町四丁目
渡邉　弘	 75	 瀬波上町
熊倉　ミト	 89	 上片町
小田　タイ	 88	 八日市
渡辺　 夫	 86	 瀬波上町
太田　ハナ	 88	 馬下
鈴木　稔	 67	 上の山
加藤　静夫	 82	 柏尾
高橋　文子	 76	 南町二丁目
大村　ヨシ子	 94	 鍛冶町
田村　八郎	 87	 岩船上浜町

平山　邦彦	 78	 羽黒口

荒川地区
磯部　トミ	 93	 佐々木
長濱　保夫	 91	 梨木
須貝　クミ	 89	 大津
室本　幸枝	 56	 荒屋
山北　雅一	 78	 藤沢
相馬　清俊	 92	 大津
渡邊　克子	 88	 南新保
信田　春江	 92	 海老江

神林地区
鈴木　フキ	 85	 下助渕
横山　サイ子	 81	 下助渕
鈴木　サチ	 87	 葛籠山
遠山　ツネ	 93	 宿田
小林　長一	 76	 長松
忠　四郎	 93	 指合
野澤　シカ	 89	 塩谷
加藤　ヤイ	 88	 川部
明田川　昭治	 89	 九日市
大宅　清市	 81	 南田中

朝日地区
齋藤　利秋	 84	 猿沢
横井　カモ子	 98	 下新保
板垣　ニイ子	 75	 大須戸
小池　征英	 80	 笹平
渡辺　嘉平治	 91	 板屋越

横井　アサ	 91	 下新保
大田　正光	 66	 黒田
大滝　一以	 86	 黒田
髙橋　武雄	 97	 下中島
齋藤　金三	 82	 小揚
富樫　彌惣次	 89	 早稲田
大滝　ヒロミ	 92	 松岡
斎藤　房	 102	 岩沢
富樫　八一郎	 63	 本小須戸
中山　一万	 76	 大須戸
貝沼　千代	 94	 大場沢
髙橋　義榮	 94	 十川
青山　福榮	 81	 中原
太田　一士	 88	 檜原

山北地区
大滝　平正	 70	 府屋
大滝　智子	 89	 中継
富樫　忠夫	 65	 荒川
増子　芳治	 66	 府屋浜町
冨樫　建一	 80	 大代
大滝　榮	 87	 山熊田
齋藤　末野	 97	 寒川
大滝　キノ	 95	 堀ノ内
小田　クニ子	 78	 荒川口
渡邊　順子	 69	 桑川
佐藤　忠	 67	 伊呉野
松本　喜代志	 63	 寝屋

※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

人口と世帯数（２月1日現在）
（　　）内は前月比 人口 28,３41人（△３6）� ３０,818人（△44）� 計59,159人（△8０）� 22,681世帯（△11）


