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︐祝βには．国旗を掲げよう

野

と考えます︒

次に教育の振興でありま
すがこれには学校教育の充
実︑社会教育の振興︑民主
団体の育成と青少年教育の
三番目に社会福祉の増進と

向上が大事だと思います︒

云うことで医療行政の充
四番目に道路の整備︑五番

実︑福祉厚生施設の拡充︑
目に新産都市の建設促進︑

黒

﹁

松

美

就任の挨拶

しくお願いいたします︒

素より浅学菲才で何噌つ
とりえのない私ではありま
すが︑皆様方の御指導御協
力により責務を果したい所
存でありますので何卒よろ

間接に︑その生活を護る施
策となる基盤であろうと思
います︒詳細については具︐
体的なものが公報きれると
存じますので申し述べませ
んが︑議会は蝋般質問又は
関係委員会を開きまして審
議研究を十分に行ない︑各
委員長の報告通り原案を可
決いたしました︒かぐて照
和四十二年度当初予算は唄
般特別会計ともに議決とな
りました︒議員としてはこ
の議会が任期最終の議会で
昭和三十八年四月選挙以来
四年間自らの精魂を傾けて

ので︑村民の皆さんへ直接﹁

その差四千八万九千円︑比
率が二八％増となり︑特別
会計で憲法六百八万八千円
でその差千百四士﹁万七千
円︑違濫〇％の増となりま
す︒これは社会の進展に伴
う本村の計画を表明したも

新 名 岩 喜

退任の御挨拶

たします︒

八千有余の村民の皆様の
あたたかき御鞭毛を切望い
たしまして就任の挨拶とい

のを感ずるのであります︒

C

私の抱負

灘灘鱗奪ゼ鎮難翻

と
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すよう御願い申し上げま

る御指導︑．御協力賜わりま

ません︑斯様な現実は先輩
諸賢の御努力の賜ものであ
ります︒私も村議として今
后更に村政を柱とし村の計・
画に基づき東郷柑の発展と
村民の福祉の向上に最善の
努力を尽す覚悟でごぎいま
す︑何卒村民各位の絶大な

とは村民と共に喜びにたえ．

さて東郷村の行政が産業
経済共に発展しつ＼あるこ

．ことができました︒

⁝私も村議として議席を得る

⁝の絶大なる御支援により︑

今回の村議選で村民各位

村議・黒木武平

ずることを誓いたい︒

﹂りも人造りも完成する所以
⁝のものと思うので︑村民各
位の御指導も仰いで議員と
しての貴任を痛感し︑遭進

民の真の公僕として信頼を
受けることに精進を重ね︑
常に自覚することを心新た
にすることだと思う︑円滑
なる議会運営のもとに地方
自治法に則り執行側とも相
提携して凡ゆる諸問題を解
決し︑村民の福利向上を図
り豊かな本村の存在である
よう賢明な努力を傾注する
ことだと思います︐併し人
間社会を構成する為には唯
選ばれた私達の貴任用でな
．く︑義子各位の関心も深め
・挙村﹁体となってこそ村作

栄を得ました以上私は村

今回の地方選挙に当選の

村議 三浦治郎吉

ります︒

お願い申し上げる次第であ

今後共皆様方の御指導を

しむものではありません︒

くみ︑吾が村の発晟のため
皆様と共に手を携え亦村属
の代弁者としての努力を惜

すゐ諸澗題と真剣に取り

ます︒村民の福利の増進を
計るべきは勿論本村の当面

努力をはらう覚悟であり

感激をかみしめ責任の重大
さを感ずると共にこの吾厚
の村が乎和で︑しかも住み
良い村になるべく唄そうの

が︑私は新議員としての

此の度の選挙に当りまし
ては︑皆様方の暖かい御支
援を頂き当選いたレました

村矯 矢野貞夫・
村民の篠

・︑・︾

くその職貴を果させていた の発展に協力申し上ぐるは 各種の賦件L勇最大 にもか〜わらず︑何等の足 報村の誠をつくす穿悟でご
・まいり 跡も無いことに一沫の寂し ざいます︒辞任にあたり私
だきましたことは︑村民各 勿論︑東郷農協及森林組合 の努力を積累
位の深い︑しかも御理解あ 等の長として微力を尽すこ ました者と．しサ 矯慨も一 さをしみUみと感じ︑皆様 の不徳をお詫び申し上げ︑
る御協力御指導の結果であ とになりましたので︑今後 しお深いのであります︒私 には申訳もない始末でござ 長い間の御厚情に対し乱筆
りまして︑このこどは私の 共更に村民各位の御協力御 共は二十名の定数で発足い います︒尚余生は村民たる を以って深甚の謝意を表し︑
一生忘れることの出来ない 指導を心からお願い申し上 たしましたが︑途中不幸に 自覚に徹し十分な反省の上 まして︑お別れのζとばと
も羽坂出身の清水勘作議員 に世のため微力をいたし︑
感動と慶びであり︑誠に感 げます︒
いたします︒
．終りに本村の発展と村民
の長逝に会い悲しみも新た
激に堪えません︒心から厚
く厚く御礼を申し上げる次 各位の御健康と御多幸を祈 に残り十九名となりました
念致しまして退任の御挨拶 これ又追憶の団匪でありま
第であります︒
今後は哨村民として村政 と致します︒
す︒ここに任期満了ととも
黒木利男 村議 黒木利夫
展するか否か︑村民の生活
に先般四月二十八日地方統 村議
が向上するか否かは政治の
刷選挙が実施され︑新たに
今回の村議会議員の選挙
謹んで御挨拶申し上げま
よしあしによって決ま弧ま
二︑十名の議員が当選し︑新
により三度議会議員としてす︒
す︒力は和即ち団結であり⁝
議会が村民注視の中に構成
皆様方村民の代表として今︑ 不肖私も此の度本村議会
ます︑村民の和︑団結が大
東郷村議会議長 日 高．郡 司
きれるのでございまして︑
後四年間村政に参画するこ
議員として当選させて戴き
きな政治力となります︑お
これからの四年間村政遂行
私は四月二十八日に行な で常に執行機関との唱線を の原動力として責任を以っ ととなりその責任の重大さ 感激に堪えないところであ
互が団結する為には納得す
を感じます︒村政は村民の
るまでよく話し合うことだ われました村議選挙で村民 明白にし︑是々非々主義に
て
応
え
ら
れ
る
こ
と
を
村
民
の
生活をより豊かにすることります︒此の上は挺身を挺
と思います︒心と心のつな の皆様の信任を得て議員の 立ち議会の筋を通し︑しか 皆さんとともに期待して止
であると云う政治理念を念してその御厚志におむくい
がりを緊密にしてこそ大き 席を与えられたことをこの も大和の精神に徹し﹁明る みません︒
頭におき︑村政と真剣に取申し上げたい覚悟でありま
な力となりたのしい生活が 上もなく光栄に存じていま い豊かな睦まじい村﹂の建
不肖私は議員を退くこと
組んで行き是々非々の立場す︒公正無私の立場を堅持
出来︑引いては乎和で健康 したところ︑五月十五目召 設に老骨にむちうち全身全 といたしました︒回順いた
なそして文化的な東郷村が 集の臨時村議会に当りはか 霊を捧げる覚悟を新たにい しますと昭和十七年村議当
生まれることになると信じ らずも議長の重責をけがす たしています︒
選以来幾多の変遷に遭遇し
幸にして新進気鋭の同僚
ています︒以上考えの出端 こととなり︑今更ながら驚
つ
︑
今
日
迄
長
い
間
議
席
を
汚
くと共に貴任の重大さを痛 を迎え︑併せて豊富なる体 し︑村民各位の絶大なる御 す︒村民各位の御指導を願の為に努力致します︒
を述べて挨拶とします︒
ってやみません︒
感いたして居ります︒
験と卓越せる手腕を有せら 指導を常にいたゴきました
るる新村長を得ましたこと
は本村の将来に洋々たδも

木

退任挨拶

ているかと云うことであり
ますが︑村民め声を充分反
映させる明朗な行政を進め
てゆきたいと考えます︒亦
現在東郷村のおかれている
地位更に将来東郷村は如何
以来四力年野にあって耕人 にあるべきかと云うことを
生活を送ったのであります 常に念頭に於て仕事を進め
が︑この生活を通じて新 てゆかねばなりません︒村
の現状の分析がなくして村
民の慾する行政はなく︑亦
将来の東郷村と云うことを
考えずして希望の溢るる東
郷村の行政はありません︒
最後に申し上げたいこと
は政治は力であると云うこ
とであります︒東郷村が発

村長就任の挨拶

いと思う次第でありま す ︒

しい社会の蝋面をみること
が出来たと考えます︑反面
この数年間社会は異常な進
展をつづけておるのであり
まして︑この四年間の空白
今回行なわれました村長
が只今の職責を果す上にお
選挙に不肖も顧みず立候補
きまして大きな障害となろ
したのでありますが︑他に
うと考えますが︑この点に
立候補する人がなく無投票
つきましては私も懸命の努
にて当選することが出 来 ︑
力を致す覚悟を致しており
五月一日より村長として就
ますので各位の御指導を切
任を致しました︒
に御願いする次第でありま
民主々義の政治に於ては
す︒
村民の選挙によって代表者
私は立候補に当り申し上
が海定されることが原則で
ありますが．選挙によらず げましたこどは平和で健康
して首長が決まることにつ なそして文化的な村造りを
きまして色々と議論がある やりたいと云うことであり
様であります︒今度の私の ました︑誠に平凡な言葉で
当選につきましても多少の ありますが︑村の発展村民
説明を要する点があります の幸せは窮極に於てこのこ
が︑その結論は先輩有志が とを実現させることにある
村の平和と将来の発展を翼 と信ずるからであります︒
この念願を果す為に実行し
う愛村の至情から斯様な結
県となったものであって圧 したいこと〜して先づ麗林
ヵに屈するとか︑とり引と 業の近代化と云うことをと
か︑その様な非民主的な言 りあげました︒特に構造改
動は蝋切なかったことを申 善事業の推進︑産業団体の
し上げて了承をいただきた 育成強化が重点になろうか
私は先輩有志の玖村の熱
情 に 深 ． い 感 謝 ど 敬 意を表す

ています︒

ると同時に村民各位に対し
ましては選挙による当選以
上の強い責任を感じている
ものであります︑勿論足ら
ざる点は多々あるのであり
ますが︑誠心誠意熱情を以
て巨霊を遂行したいと存じ

申すまでもなく村議会は
風かおる五月︑村民各位 政の確立を目標にして民主． 村の議決機関でありますの
には益々御健康で生産作業 主義の基本理念を尊重し︑
に御多忙な毎日をお過しの
．村民の意志を反映したしか⁝
ことと拝察申し上げまして も︑明るい︑豊かな︑住み
心から感謝申し上げます︒
よい郷土建設を主眼として
さて小生︑既に御承知の 常に村政執行上の重点施策
通り去る四月三十日を以て でありました
村長第三期目の任期が満了 ① 農林業の振興と近代化
昭和四十二年度の東郷村
致しましたので︑ここに退 ② 教育の振興と施設の整 言入才出予算を始め二十件
任を致しました︒
備充実
の重要議案を審議するため
顧みますと私は昭和二十． ⑧村道及産業道路の整備 三月十三より霜月二十日目
年十月裸一貫にて家族と共
強化
亘る八日間の会期で︑定例
に朝鮮から引揚て参りまし⁝④ 社会福祉の向上と労働 議会が開かれました︒本年
て︑同年十﹁月本村役場購 対策の充実
は地方統一選挙の年であり
員に採用されて以来︑満二⁝ ⑤ 村有財産の適正なる育 ましたので︑予算は骨組だ
十蝋年六ケ月の永い間終戦⁝ 成と管理
けを計上して新村長が決ま
った後に︑その施策を改め
直後に於ける物資の最も不一⑥ 村内経済団体の育成強
足した時代の生活物資配給⁝ 化
て肉付けする立前を取られ
主任として︑或は数百万の﹁等々の早期実現に揮身の努 ていますけれども︑尚一般
餓死者が出るであろうと予⁝力を傾注して参ったつもり 会計で老入岩出共に二億三
想せられ全国民が食糧危機 でありますが︑今ここに村 千四百三万七千円︑特別会
に直面した戦後の供出制度 長の職を離れてその足跡を 計で六千七百五十一万五千
の強行された時代の経済課﹇ ふりかえって見ますど︑あ 円︑合計三蓋．唄百五十五万
長として又収入役︑助役︑
まりにもその実績の砂いの 二千円となります︒最も特
村長として勤務させていた・ に驚きを感じますと共に全 別会計は新たに農業共済組
だきましたことは全く感慨． ．く噺塊に堪えません︒
合事業が村へ吸収されるこ
とになりましたので︻千余
万円が加わりました︒これ
を昨年度当初予算と比べて
見ますと︑一般会計が唄億
九千三百九十四万八千月日

しり

」

らr，

喉．．rI二◎

レ︑薩隊

妙．
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O

無量であります︒特に昭和． 然しながら満二十﹁年六
三十年五月村長就任後は︑
ヶ月の永い間浅学菲才而も
﹁協和﹂の村政を中心と致 不徳不敏の私が沢山な御迷
︑しまして村政の方針を時代
惑を村民各位にかけました
にも拘わらず大きい渦略な

の変動推移に即癒し得る村

役場首脳

新議員

弘

私は御承知の様に昭和三 以上五項目を重点施策とし
十八年四月に行なわれまし て実行したいと考えている
た県議会選挙に於きまして 次第であります︒
皆様方の熱烈な御支援を受
この実行にあたって大事
けましたにもか〜わらず不 なことはこれ等の事項につ
いて村民の各位がどう考え
穂の致す処敗戦の憂目をみ

．

訳

註
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交通道徳を守ろう

「も

嘱

︑

・

．

村議︑海野

．税は完納
し

なるかと考えていますが︑

村民の代表たる責務の重
大さを自覚し︑皆様の御期
待に沿う遍く不断の努力と
層﹁層の勉強を重ね︑先輩
各位の御指導と村民の皆様

村議 中野正己

す︒

轄

よ

う

ないと思います︒東郷村全

政に反映し御期待に倍する

私の政治理念としましては 村民の要望にこたえて社会 努力を致す覚悟で居ります
↓君ご挨拶を申し上げま 村民は皆平等なる村政の恩 福祉の向上を計り︑あらゆ から︑今后共益々皆様方の
恵を受ける様にしなければ
暖
か
い御指導と御協力を切
す︒
る
大
衆
の
声
を
村
政
に
実
現
し
今回の選挙にあたり村民 ならないと言う事と思いま
に
御願い申し上げます︒責
人
間
性
尊
重
の
精
神
に
則
っ
て
各位の特別なご厚情により． す︑村内の何処に住んでい
任
の重大さを感じていま
東
郷
村
の
発
展
の
た
め
に
身
命
不肖私は議員の席をあたえ ようと同じ様に村の政策上
す︒
を捧げる覚悟であります︒
られたことは私の最も光栄 の恩恵を受ける様明るい豊
かな︑そして住みよい東郷 何卒今後皆様の厳しい御指
村議 寺原鉄伊
とするところでありま す ︒
哨たび当選いたしました以 村をつくる様努力したいと 導を御願い致します︒
このたびの村議選には村
上誠心誠意かつ公正に東郷 考えています︑そのために
村議 筆墨清美 民の皆様方の御同情御支援
村譲会のために渾身の努力 は常に議会と役場と村民の・
三者一体となり︑豊かな村
をいたす所存でありま す ︒
明るい豊かな東郷村の具 に寄りまして前期同様当選
づくりは如何にすれば良い
の栄を得さして頂き︑今さ
現はいよいよこれからであ
かと密接なる御協力こそ剛
らながら身の重大さをおぼ
番大切かと思いますので今 ると想います︒私は何より
えるもので御座居ます︒
後とも宜しくお願い致しま も本村の現実をよく三つ〜

努力する考えでありま す ︒

私は明るく豊かで住み良
い村を作るために農林業の
近代化を計り︑構造改善の
推進に力を入れると共に︑

春の交通安全運動
五月二十二日〜五月三十一日

ていぎす︑絶対やめまし

．な事故の原因となりふえ

道路を曲るときは︑必

自転車の一蝋人乗り︑無

よう︒

バ

灯火︑酔っぱらいが大き

の

手の合図をして安全を確
暑して曲りましょう︒

ず三十メ：トル手前から︑

＠

唄．列で通りましょうコ

い命がなくなり蝋三八．

願い致します︒

人の人がけがしており

日の目を見ない谷間にある
〃交通戦争〃などと
人達にも明るい希望を持た いう言葉は︑すでに耳
せること︑其のためにも産 新しいものでなくなり
業団体の育成強化も必要で ましたが︑依然として
あり又育成の振興に全力を 毎日毎晩この状態が続
いており︑今年に入っ
尽し発展の基礎となる道路
てから日向警察署管内
の整備を力強くおし進めて
で四月二十七日現在す
行きたいど思います︒何卒 でに﹁四七件の交通事
皆様方の御指導御鞭撞を御 故が発生し︑二人の尊

表︶

建設部委員会

﹁︑歩行者の安全の確保 一

安全運転管理の徹．底

二︑二輪車および自転車の﹁
︐
安全運転の徹底
三︑適正な運行管理および﹇

一

子供を水からまもろう．

子供たちの水遊びや︑魚．生徒に対しては︑学校ま

る附近を通学する児童︑

ｹ路を歩く人

⁝
⁝
道路を横切るときは︑

全な防護さく︵扉︑囲︶
等をつけて立入らせない
ようにするとともに︑危

指導育成に傷力いたしま
しょう︒

が多いので︑子供に対し
てはみんなで注意して楽
しい安全な遊びと健全な．

ないよう︑保護監督に十五︑余暇を利用してみんな

分気をつけて下さい︒
で地域ごとに話し合って
⁝三︑降雨またはダム放水の
子供たちの安全な遊び場
ため増水するおそれのあ
を作ってやりましょう︒

くるための団体活動

運動方針並びに努力点

昭和42年度東郷村婦人連絡招議会

︑濯動方針

＝︑家庭教育の責任者とし 努力点
教養部 池北八千代
ての婦人の向ヒ

一

罫雛鋤聾乞

ループ着

一

保健衛生思想の普及

子官ガン
2 環境衛生の普及徹底

四十二売屋事業計i

19日

日赤募金協力

3

交通事故防止横断舗

1 新生活運動の推進
︵盆行事︑花目パイ三門︶
2︑家計簿の完全記帳

石道講鴛歩行・

県婦協幹部研修会

子供の声を聞く会

母 の 日

子供の日

グル⁝プ会長研修会

郡婦協会

県婦協会

事業計画予算審議会︵執行部︶ 中央公民館

新旧役員会

4月3日 村慰霊祭

m日

5月り日

5日

一定例会

夏季講話

郡幹部研修会

農協婦人部研修会

大会
事

村幹部研修会

〃
盆 行

村主張発表会

郡主張発表会

郡婦協会

︷県主張発表会

村文化祭定例会歳末助け合い

︵部落︶11月遅

詩ﾗ細

〃郡生活研究発表会定例．会

・

グループ会長

研修会

一

村民体育大会

﹁︑

簾人雲離発表会一家の光綾襲

↑

県家の光体験発表会．郡婦協会県

鵬灘鍵活研寒

1且15日

12月

5月

定例会

6月事節保育所

7月

目︑陽気を迎えて︑児重︑
る川︑池︑堀︑用水路ま 8月
たは工事の行なわれでい

． 幼児たちの水に親しむ季

豆︑安全な踏切道通行の確﹇

保
︐

五︑道路交通環境の整備改幽 節になって参りました︒

鱒

歪な場所またはその附近
では幼児を噸人遊びさせ

たは家庭において十分遅 9月15日
六︑交通事故被害者等の交一 釣りは危険な場所では絶
対させないようにして下
を配り注意を与えて水死． 17目
通相談活動の積極化
事故のないようにして下
の六項目ですが︑特に次の一 さい︒
ことを守って︑交通事故を一二︑河川や︑尉水路︑排水 さか︒
起こさないようまた︑事故一 溝︑池︑水たまりなどで四︑児童︑幼児の日常のあ
・10月
の犠牲にならないよう注意﹇ 児童幼児があやまって転
りふれた遊びから思わぎ
る不慮の災難を招く事例皿
して下さい︒
⁝ 落するような場所には安

善

︵成人病︑定期健康診断︶

えでいます℃やめさせま 2 家庭教育と青少年を明 ．︵か︑はえ等の駆除︶
しょう㌔︑ ・
るく育てる浬動
3体青レクリエーシ窃ン
の生活化
生産部中田雪枝
A自転章に乗る人
1 経済作物の研究と販路 生活部植田いせ子
ω 自転車の二列進行は危
2 家庭菜園の計画栽培
険です︵一万円以下の罰
厚生部田辺ますえ
金又は科料︶︑左側端を
一口

09

ニか畿三音︑し −

三︑住みよいナ域社会をつ

・甑・屯

福瀬区

の

転筆区

噛■

寺工区

粛郷ぱ1

〆

O

●

P

『

L
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