（101 歳）芳志戸

（102 歳）芳志戸

９月 日は敬老の日です︒多年にわたり社会に貢献されてきた
ご高齢の人を敬愛し︑長寿を祝う日です︒今の日本そして芳賀町
を築いてこられた皆さんを︑感謝と敬意の心でお祝いしましょう︒
︵年齢基準日９月１日・８月 日現在・五十音順・敬称略︶

大根田 進︵西高橋︶
歳
関本 一三︵上延生︶
大髙 善吉︵芳志戸︶
田中
久︵西水沼︶
水田 武雄︵西水沼︶
稲川 竹雄︵上延生︶
歳
沼能德三郎︵ 下高根沢︶
大根田圭司︵ 打越新田︶
宮田 朝司︵八ツ木︶
田﨑
勲︵与 能︶
大根田秀一︵西高橋︶
歳
水沼 新吉︵下延生︶
大関 勝正︵西高橋︶
加藤 好一︵祖母井︶
郷間カミノ︵東水沼︶
磯 ハズイ︵芳志戸︶
塩田 リキ︵上延生︶
矢口 キク︵下延生︶
齋藤 リツ︵八ツ木︶
笹沼 キミ︵ 下高根沢︶
水沼 キク︵東高橋︶
中園シゲ子︵祖母井︶
大塚 テル︵西高橋︶
生井 ミネ︵給 部︶
内川 トリ︵稲毛田︶
島田 喜代︵西高橋︶
大久保トク︵稲毛田︶
歳
阿久津タケ︵西高橋︶

︵与 能︶
稲川
髙松 光一︵八ツ木︶
髙𣘺
勇︵稲毛田︶
水沼文仁エ門︵稲毛田︶
鈴木
幸︵ 上稲毛田︶
歳
関
誠一︵ 下高根沢︶
町井 眞民︵西水沼︶
君島
貢︵東水沼︶
手塚 太平︵西水沼︶
石川 光夫︵ 下高根沢︶
岡田 純一︵東水沼︶
稲川 芳一︵東水沼︶
和地榮次郎︵ 上稲毛田︶
大根田由亥︵稲毛田︶
直井
明︵与 能︶
關本 幸平︵東高橋︶
田中 ハル︵ 下高根沢︶
槌谷 キミ︵与 能︶
黒﨑 タカ︵東水沼︶
荒井 一子︵西水沼︶
船生 二美︵ 下高根沢︶
佐藤 シン︵祖母井︶
小川マサイ︵東水沼︶
國安 アヤ︵ 下高根沢︶
藤本美惠子︵稲毛田︶
小玉キミエ︵祖母井︶
小玉 敬子︵祖母井︶
岡 コウ︵下延生︶
金子トミイ︵ 下高根沢︶
吉永 チヨ︵稲毛田︶
山﨑 雅子︵与 能︶

岩渕
功︵下延生︶
歳
笹嶋
雄︵東高橋︶
野澤
健︵下延生︶
小林 三雄︵東高橋︶
水沼
清︵東高橋︶
大根田武雄︵西高橋︶
加藤
旭︵ 下高根沢︶
歳
小川 秋義︵東水沼︶
北
良作︵給 部︶
武田
博︵ 下高根沢︶
稲川 眞 ︵与 能︶
亀山 清助︵稲毛田︶
吉永 昇八︵祖母井︶
矢口 益雄︵東水沼︶
大野谷 力︵東水沼︶
大根田イシ︵西高橋︶
大根田イネ︵東水沼︶
秋山 ミツ︵東水沼︶
大根田絹子︵西高橋︶
阿久津ヨネ︵西高橋︶
板𣘺八千代︵西水沼︶
イネ︵東高橋︶
戸
塩田惠美子︵上延生︶
岩村ヨシ子︵稲毛田︶
小林 トシ︵東高橋︶
直井 クニ︵西高橋︶
尾島 キヌ︵八ツ木︶
歳
手塚 ユキ︵下延生︶
髙松ケイ子︵東高橋︶

石下
眞︵東水沼︶
髙松 勝夫︵八ツ木︶
栗原
清︵八ツ木︶
西谷 清一︵西高橋︶
関矢 武利︵八ツ木︶
丸田 昌宏︵祖母井︶
山﨑 光雄︵ 下高根沢︶
渡部 省一︵ 下高根沢︶
大根田辰幸︵西高橋︶
石川 靜夫︵東水沼︶
稲川 勇次︵東水沼︶
黒﨑
昇︵与 能︶
歳
大関 治男︵芳志戸︶
岡野
登︵上延生︶
岡田喜四郎︵ 下高根沢︶
石﨑 家一︵稲毛田︶

遠山
子︵下延生︶
植木 静枝︵稲毛田︶
森
京子︵祖母井︶
菊地ミトリ︵東水沼︶
関
トミ︵ 下高根沢︶
岩村
子︵稲毛田︶
大嶋 フサ︵給 部︶
髙松 ケン︵東高橋︶
菅谷 チイ︵東高橋︶
小林キヨ子︵上延生︶
加藤 タケ︵祖母井︶
大島喜代子︵ 上稲毛田︶
黒﨑 キシ︵芳志戸︶
小林 ミヨ︵祖母井︶
田野倉ヒデ︵稲毛田︶
直井 ミチ︵東水沼︶
岩松 セキ︵下延生︶
岡田 春子︵東水沼︶
大根田ハツイ︵ 下高根沢︶
戸
ミイ︵東高橋︶
菊池 チヨ︵東水沼︶
大森美惠子︵ 下高根沢︶
石
ナカ︵芳志戸︶
上野シズヱ︵芳志戸︶
板橋 文子︵西水沼︶
黒﨑ヒロ子︵芳志戸︶
田口 ノブ︵稲毛田︶
稲川 カツ︵西水沼︶
渡部 サク︵ 下高根沢︶
赤羽
枝︵芳志戸︶
手塚 ツイ︵西水沼︶
矢口
︵給 部︶
矢口 ヤイ︵下延生︶
加藤 タニ︵芳志戸︶
関口 ミヨ︵芳志戸︶
関本トヨ子︵ 上稲毛田︶
落合ミチヱ︵芳志戸︶
稲川 カネ︵西水沼︶
舩生 八 ︵ 上稲毛田︶
村 ナツ︵祖母井︶

歳
若色 フク︵稲毛田︶
古谷 トヨ︵稲毛田︶
黒須 ミカ︵八ツ木︶
君島 コト︵東水沼︶
直井 榮子︵西高橋︶
鈴木 ノブ︵与 能︶
佐藤 光子︵ 上稲毛田︶
岡田 サタ︵ 下高根沢︶
水沼
泉︵東高橋︶
小池 トシ︵東水沼︶
小池フク子︵東水沼︶
大関 キク︵西高橋︶
髙久 カノ︵下延生︶
土井 ハツ︵東水沼︶
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女性

小池 新一︵稲毛田︶
髙𠩤 玉 ︵上延生︶
井玄一郎︵西水沼︶
原田 利男︵稲毛田︶
小林 建一︵ 下高根沢︶
田中 安吉︵西水沼︶
松山 哲夫︵東高橋︶
大塚 義夫︵ 下高根沢︶
山越禮次郎︵祖母井︶
阿久津 洋︵西高橋︶
水沼
隆︵東高橋︶
小川 勝美︵上延生︶
小池 仁一︵東水沼︶
関本 研 ︵上延生︶
吉住
義︵祖母井︶
赤羽
實︵芳志戸︶
男性 人

歳
黒﨑 まさ︵祖母井︶
歳
大塚 ナツ︵与 能︶
上野 アキ︵東高橋︶
若桝 シノ︵稲毛田︶
豊田 トシ︵稲毛田︶
七井 トメ︵与 能︶
稲川 シズ︵稲毛田︶
歳
旧部 トク︵与 能︶
櫻井ハツエ︵稲毛田︶
佐藤 シゲ︵東水沼︶
齊藤キツノ︵ 下高根沢︶
小川 ミチ︵東水沼︶

黒﨑 シナ︵東水沼︶
矢口 敏子︵東水沼︶
熊谷 ハナ︵与 能︶
北 ヨシヱ︵給 部︶
稲川 キ尹︵東水沼︶
小池 サワ︵東水沼︶
杉山 美好︵西水沼︶
田口 アキ︵稲毛田︶
髙松リヤウ︵八ツ木︶
金鋪 チカ︵稲毛田︶
小筆 キノ︵ 下高根沢︶
岸
イネ︵西水沼︶
飯嶋 イネ︵稲毛田︶
渡辺トキイ︵八ツ木︶
直井 マイ︵西高橋︶
水沼 フク︵ 下高根沢︶
浅山ハツイ︵西高橋︶
加藤 マツ︵給 部︶
稲川 良子︵下延生︶
大根田タケ︵西高橋︶
川上 ヤス︵下延生︶
宮田 テル︵八ツ木︶
矢口 モト︵東水沼︶
黒﨑 アキ︵ 下高根沢︶
綱川 ユキ︵稲毛田︶
有坂 ハル︵東水沼︶
志田ヨネ子︵祖母井︶
小林 ヨネ︵東高橋︶
髙松 昌子︵東高橋︶
菅谷とく子︵稲毛田︶
水沼 勝子︵東高橋︶
山口ミチ子︵稲毛田︶
塩田 キイ︵稲毛田︶
岩渕 千代︵下延生︶
増渕 アサ︵ 下高根沢︶
直井 トシ︵与 能︶
水沼 ヤス︵東高橋︶
沼能 嘉久︵ 下高根沢︶
神保 トミ︵与 能︶
髙久 マサ︵ 下高根沢︶
阿久津タケ︵西高橋︶
向田 美江︵ 上稲毛田︶
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西原ミツノ︵西水沼︶
歳
豊田 靜子︵稲毛田︶
矢口 ツネ︵給 部︶
小林 アキ︵東水沼︶
塩田 キノ︵与 能︶
小山内ウメ︵ 下高根沢︶
加藤
紋︵祖母井︶
稲川 ミツ︵西水沼︶
板橋 ヨネ︵西水沼︶
石川 フチ︵稲毛田︶
福田 ゲン︵祖母井︶
君嶋 せい︵与 能︶
中里 フク︵東水沼︶
大根田トヨ︵祖母井︶
小林 サト︵東高橋︶
藤田ヤス子︵ 下高根沢︶
鈴木 ヨネ︵ 上稲毛田︶
信末ハツヱ︵東水沼︶
若桝 サタ︵東水沼︶
廣田 シゲ︵西高橋︶
吉永ハルヱ︵芳志戸︶
黒崎 光江︵芳志戸︶
赤羽 トシ︵稲毛田︶
大島 アキ︵西水沼︶
仁平 ヨシ︵西高橋︶
大根田キヨ︵西高橋︶
阿久津ハマ︵祖母井︶
大金 ミキ︵祖母井︶
加藤ミチヨ︵芳志戸︶
水沼 甲子︵東高橋︶
大岩 トク︵稲毛田︶
水沼 キミ︵東高橋︶
岩村 弘子︵稲毛田︶
大鐘 キノ︵稲毛田︶
関本 サタ︵稲毛田︶
小池 タミ︵ 下高根沢︶
阿久津テル︵稲毛田︶
丸山 フミ︵稲毛田︶
寺門 トミ︵祖母井︶
髙久 キノ︵上延生︶
手塚 ミス︵西水沼︶
大根田タマ︵西高橋︶
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関矢 トミ︵八ツ木︶
若林 リキ︵稲毛田︶
内山 ケサ︵芳志戸︶
渡辺 愛子︵祖母井︶
菊地ハツノ︵東水沼︶
小堀 ミツ︵芳志戸︶
髙野 クニ︵下延生︶
小林 トミ︵祖母井︶
玉﨑 ミサ︵稲毛田︶
飯野 ナミ︵東水沼︶
横田 靜江︵東水沼︶
𣘺本 ヒロ︵上延生︶
塚原 ミネ︵祖母井︶
赤澤 シケ︵下延生︶
岡田 シマ︵芳志戸︶
小筆 イヱ︵ 下高根沢︶
髙坂 セイ︵稲毛田︶
菊地 サワ︵芳志戸︶
小堀 モト︵ 下高根沢︶
野口 チヨ︵ 下高根沢︶
小谷 ミツ︵東水沼︶
歳
塙 ミヤノ︵下延生︶
永井キミ子︵東水沼︶
矢口 チセ︵ 上稲毛田︶
髙瀬 ミネ︵祖母井︶
関本 静子︵上延生︶
酒井一二三︵東水沼︶
大塚 ユキ︵西高橋︶
𠮷澤 サキ︵ 下高根沢︶
稲川 タネ︵与 能︶
稲川 リキ︵与 能︶
渋谷ふくよ︵稲毛田︶
君島 ツネ︵祖母井︶
大嶋 エイ︵ 上稲毛田︶
荻野目マツ︵ 下高根沢︶
吉住
玉︵稲毛田︶
菊地フヂイ︵東水沼︶
直井 キミ︵ 下高根沢︶
石川 トシ︵上延生︶
髙久
綾︵祖母井︶
小関 タイ︵祖母井︶
手塚 クニ︵西水沼︶
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田口 モト︵稲毛田︶
瀧田 フミ︵ 下高根沢︶
歳
綱川 ツヤ︵八ツ木︶
小堀 ナミ︵芳志戸︶
稲川 サハ︵与 能︶
鈴木美代子︵東高橋︶
道明 フユ︵与 能︶
阿久津ヨシ︵ 下高根沢︶
稲田 フヂ︵祖母井︶
大根田ハツエ︵西高橋︶
清田 クラ︵与 能︶
大嶋きみ子︵西水沼︶
歳
菅谷 マサ︵西高橋︶
水沼 登久︵下延生︶
水沼 フヨ︵下延生︶
加藤 ひさ︵稲毛田︶
螺良 ナミ︵ 下高根沢︶
平野 シン︵稲毛田︶
水沼 マス︵東高橋︶
黒﨑 ツギ︵ 下高根沢︶
手塚 フヂ︵西水沼︶
横倉 岱子︵西高橋︶
歳
小玉 フミ︵稲毛田︶
黒﨑 トク︵ 下高根沢︶
細谷 キン︵祖母井︶
阿久津サワ︵与 能︶
水沼 ゲン︵稲毛田︶
黒﨑 ヨシ︵ 下高根沢︶
小田島ハル︵東水沼︶
小筆マツノ︵ 下高根沢︶
阿久津千代子︵西高橋︶
鈴木ヒサイ︵ 上稲毛田︶
梶村 ハツ︵東高橋︶
歳
小林 アサ︵ 下高根沢︶
髙松 マサ︵ 下高根沢︶
山口 チヨ︵西水沼︶
見 ヨシ︵稲毛田︶
髙松 サキ︵八ツ木︶
粕谷 トヨ︵稲毛田︶
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長寿万歳

（101 歳）西高橋
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歳
上野 正三︵西高橋︶
山本利三郎︵稲毛田︶
黒﨑 幸一︵芳志戸︶
歳
鈴木 辰治︵西高橋︶
岩村 一英︵稲毛田︶
歳
齊藤 隆一︵ 下高根沢︶
歳
髙橋 光輝︵西高橋︶

（100 歳）東水沼

人
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田中 トセさん

（104 歳）八ツ木

黒﨑 ことさん
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景山 廣光さん
（100 歳）祖母井

マツノさん
直井 キヨさん

向田
菊地 チヨさん
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男
女

