ロ

もロロア じ ロピロ ロロ

ロ ロじじロコトコロヨのじじコむロコの

︸こどもの交通事故は蒸
︸から二〇メートル以内で多発

︑︸

㎜こ どもの 交通事 故がふ えてい 榊

㎜ます．

も

酌鯛定

齢部
認御

理︸

者男5

＞円

㎜ぷも︑自宅からわす亀
師
︸

◎

臨時号
発行所川西町役場発行者川西町く

ノ ノ

凶耀．

．毛で︒

皿千手町農業委員︑同会長︑県農業

して三裂任中であつた．この問

皿発足するや初代町長に当選︑連続

﹄任以来連続十年間在職︑川西町が

十年十こ月一日千手町長に当選就

・員︑農業会会長を歴任して昭和二

︸改姓︑千手町議会議員︑同学務委

萎森組により籍簑霧姓に

﹃七十二才︒大正四年十一月十一日

明治二十八年六月五日生れ︑満

︷申村壮吉略歴

葦した．

られて遂に九月八日午前一時二十
五分ねむるが如く幽明境を異二さ

︸しく︑ご親族等大勢のかたに見守

医師︑看護婦￠献身的な看護も空

たが︑遂に危篤状態におちいり・

うまそうに飲まれたりしたのでし

には元気に見え︑溝水を所望して

自宅にお帰えりになられたとき

ない︑町長さんの希望もあり入院
四十余白にして九月六臼夕刻帰宅
されました︒

により遂に健康回復の見込みを失

よを取り除くこ遂．︑箏︑盤等

舞蕪離離搬

町長の激務につかれておられまし

㎜会理事兼中魚支部長︑千手土地改

轟謬・婆嚢糞

いを得られ︑温泉療養もされたり
しておりました︒

して︑七月二＋吾に矯のす主 委員︑県国士調査推進協議会長・
めもありまして県掌撫出病院に入〜 北信越ブロック国土調査連絡協議

しかし︑その後衰弱も加わりま〜 会常任理事︑岡薩営診療施設専門

蒸重顧合議員︑県国保団体馨

〜長︑郡町村会長︑県市町村職員退

等は前年よりも元気に出られてい ︸県国保連合会理難などの要職にあ
たのでした﹁が︑いっぽう体内に病 ﹃り︑現職としては︑町農業婁員会

本年も春以来健康にて会議出張

た︒

、

メざヌ

ゼノ
禍
で5︑

死去にいたるまで
方でありました︒昭和四十年一月

町長さんは元来至つて健康な豪︷

JPし．

人の徳をしのぶに足る盛儀となった︒

たが︑その後は︑自らの節制によ

ここに︑つつしんで中村町長の死蓄ご報告するものである・︸ り除々に健康も回復されまして・

の教授の診察も受けられたのであ・

りますが︑体内に巣くわれた病い﹃

馨

馨

馨

理事ない一しを兼任していた・

九日舞︑＋四日川西町葬︑ともに内外の笑が籔つめかけ・襲 院され加療されたことがありまし 警れました．小出護で矯製 会長︑社団法人全国国土調査協会
奮院長のほか︑新潟大学鮒属病院︑

一から約ニカ月間︑十日町病院に入

中村町長が病いにたおれ︑回復をいのった町民の願いもむなしくつ一
いに 不帰の 人とな った︒
へ
〜

中村町長 の死をい たむ

いとう特集

つ

現職町長の死亡．かって経験のないシ日ックであった・いまだ信
じられないような気がするが︑非情な現実である．箭の・あの委

編集人星名四郎印刷所白爾風社

なころの町長をしのぴ︑心から故人のごめい福を祈りたい︒

｝ 〜ぬ

｛
｛

ぽ

一

の一

、
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故中村町長

の足跡をしのぶ

町内に満ちて
昭和二十年千手町長に当選︒終

功績は

多彩の活動をされた︒

するなど各方面に︑公職人として

同時代︑千手町学務委員に就任

いれたのである︒

讐舞でつらぬいた政謹

㌻㌧

故中村町長は︑明治二十八年六
月五日︑旧中野村大字坪山高橋増．
三 郎の三 男とし て生を うけた ︒

中野尋常小学校を終え︑明治四
十三年春哩当時のこの地では最高
学府であつた上野尋常高等小学校﹃

︵八年鮒︶を卒業︑こわれて︑仙・

田の大地主だった増田家の執事と

後年の政治的手腕や︑例の︑あ
できる︒以来︑連続十年間千手町．

く容易ならぬ難儀であったと推察

戦直後のあの混乱期拾収はまった

の人なつっこさ︑豊かな人情味な
．長を歴任︒さらに︑川西町が発足

なった︒

どはすでにこのころ培われたもの

十一年︑あわせて二十一年という

するや初代町長に当選︑連続三期

徴兵適令期に達すると︑近衛兵

であろう︒

この閥︑川西郷の発展を中心と

長いあいだを町長の座にあつた︒

して︑地方自治のため数多くの業

には下士官適任証を得て除隊後︑

績を残しているのは周知のところ

税法律化の促進逓鋤は︑案に故∫

のであろう︒

ことがその政治力を支えていたも

方言をまるだしに︑老若男女を

正六位勲五等

の政治生命をかけたともいうべご

ところとなって︑昭和二十八年地

ら

必死の努力であり︑政府の認める

﹄．

以後現在にいたるまで十五年間

問わず町︑民に対しては辞を低くし

方税法の一部改正をみたのである

川西町に対して六億三千九百万円

それだからこそおおくの信望を集

がいちぱんの特徴ではなかろうか

ように︑恩情に厚かったとい・うの

が︑故人がみずから評していた

のこされてもいたようだ︒

書をよくされて︑各地に揮恋を

い点のひとつである︒

いた︒故人をかたるとき欠かせな

と声を異にして周囲を沈黙させて

しかし︑いったん忌諄にふれる

る︒

れなかったことも徳とするに足り

という圃定資産税が納入されたよ

投入した延長四百三米の永久橋を

の年月と総工事費一億四手万円を

この努力は︑三十九年︑五力年

をむすぶ栄橋の実現にカを入れ︑

号線・十日町市下条と川西町木落

備には特に意を用い︑国道二五二

産業開発の基盤となる道路の整

かたぬ活動をつづけてきた︒

念をもって︑町づくりに日夜をわ

目標に︑卓抜した識見と強固な信

育施設の充実︑産業の振興を二大

三十一年の町村合併以後は︑教

貢献をしている︒

うに︑地方財政の強化におおきな

ていた︒子どもたちには笑餐を忘

川西中学校体育舘にむける町葬のもよう

め︑町民を統率して︑まれこみる
︸業攣のこ嚢たのであ吻り引・

マばぬけた警手腕に大︑圃︑な期待
・がかけられていただけに︑この非

老令とはいえ︑まだまだ︑その

より空前の被害を受けた橘地区の

療と憩われる琴いちだんと

一

南沢・北沢水系の復旧工事︑松葉

顧し嚢る・

あがったのであった︒南ケ原を圧
する川西中体育舘で町葬を執行し

三十五年全国農業会譲所会長表彰

して枚挙にいとまもないのである

の叙位叙舞のご沙汰があり︑正六

記念碑

たこともゆえなしとしない思いで

さる十四目︑県知事をはじめ︑

蓉に呆赤士豪匙有功

昭和三十三年全国町村会長表彰 需遷に叙し双光旭臼章がおく

統合川西中

三十七年陸上自衛隊第十二師団長 一章が援与されたのである︒

教育振興面で特筆すべきは

理事︑県国土調査推進協議会長︑

県国民健康保険団体連合会常任

みよう︒牲かっ達︑機敏︑あざや

故人の人となりを思いおこして

一

◇

◇亀◇

とりおこなわれた︒

しめやかなうちにも盛大に欝葬が

の参会を得て︑駕西中体育舘で︑

ハらゆる団体役員有志︑一般会葬者

地元の国県会議員︑県諸官庁︑郡

表彰︒四十一年全国町村会長より
手手中と上野中を統合し︑川

かな洞察力︑記憶のたしかさに加

市町村の関係役職員多数と町内あ
西中学校の発足をみたのであ

会長︑社団法人全国国±調査協会

北信越ブロック国土調査連絡協議

えて地域事構に笑にくわしかつた

再度表彰︒これらは功績をものが

る︒四十葎にはりっぱに統合

理事などをはじめとして︑溺町村

わだつている︒

校舎が交成し︑県下有数の設

会長︑福祉関係団体役員簿︑を歴任

もあつた︒

備をもち︑水準をはるかに抜

たるありし日の晴れがましい姿で

く学力をはぐくむ基礎ができ

学校統合で︑昭和三十六年︑

一歩町を出ても故人の足跡はき

ある︒

できない故人の功績であろう

業を完成したことも忘れることの

その総凱の︐功労に対して︑特別

沢水系四十五ヘクタールの開田事

昭和三十四年七月の集中豪雨に

竣功させて実を結んだ︒

㎝

一

として入営し︑軍務に精励︑満期

女テルさんと結婚︵改姓︶三男一

望まれて同じ坪山中村貞吉氏の息

特に昭和二十六年︑おりからの

である︒

財政窮状をすくうため関係市町村

そして織物業を生業とするいっ

女の父となった︒

ぼう︑昭和九年に千手町議会議員

に働きかけた国鉄資産に対する課

へ

一

｝

そ
に当選して政治の世界に足をふみ

︵大正四年頃︶

近衛達隊現役兵当時の 故中櫨電長

｛

！

（2）
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（

﹁しっかりとがんばって
こらっしゃい﹂
い︑たくみな器しぶりで﹁目本人

く人の心をグッととらえて離さな

だすけそう﹂とくだけたそして聞

嫡・冠

邑璽悔

町 長さ ん ︑ 私 た ち 川 西 町 各 中学
として誇りを持て﹂と教えて下さ

とりはほんとにえれいがんだぜ︑

お言葉を胸に陸上競技や野球その

の代表選手たちは︑この励ましの
ったのがついきのうのことのよう

私たちとの間にへだたりを感じ

他の 球技 で 中 越 大 会 さ ら に は 県 大

させず庶民的で親しみ深かった町

に思い出されます︒

た︒わそらくおからだの調子がす

ほどりっぱな成績を上げてきまし

長さん︑お年寄なのに気力はすぱ

会へと勝ち進んでこれま でにない

ぐれなかつたのでしょうに六月二

けられた町長さん︑だからこそ私
たちの前に立たれたときの町長さ

ちしく生涯青年の気持ちを持ち続

夕方の試合終了まで熱心にごらん
んは︑誰よりも若々しくまるで友

十四Eの川西町中学校球技大会に

になられ︑会場を回られては今後
した︒そして心に残るお話し︑心

だちのように呼ぴかけて下さいま

朝早くおいで下さった町長さん︑

にして思うとこの時が町内の中学

を奮いたたせる励ましをいつもし

の活躍を励まされた町長さん︑今
生の多ぐにとっては町長さんにお

弔辞から

て下さいまし

暖かい血の通

ああ︑あの

た︒

会いできる最後の機会となったの

﹁なんたっても川西町で一等の

でしな︒

宝はお前さんがたみていの若い者

なに勇気づけられ︑どんなに力づ

ん私たちは町長さんによってどん

ふれ折にふれてはよみがえつて長

を打ち続けています︒そして時に

ができなくとも︑町長さんのお心
は私たちの心の中にいつまでも脈

私たち川西町の中学生一同はこ
の高く深いご恩を決して忘れず︑
した︒

磯︑

アたつぷりにお話してくださいま．

教育のことには特に熱心で︑学

マご

川西町長選挙日程

立候補届出の手続︑選挙運動の

川西町長選挙に
立候補を予定される方
のために

十日発行の本紙に掲載する︒

なお︑細部臼程については十月

投票日十月二十八日と決まる

九月二十一日開催された川西町

必ずやご期待に答えることができ

選挙管理委員会において︑九月八

ルもつくっていただきました︒机

もいすも新しくしてくださいまし

日死亡された故中村壮吉氏の死亡

校を建てていただきました︒プ：

た︒私たちの喜ぶのをごらんにな

に伴う町長選挙の日程が次のとお

るよう︑たゆまず努力することを

どうかずっと私たちを見守り続け

って︻お前がたはしあわせだのし

御霊前に固くお誓いいたします︒

てください︒最後にもう一度お願

せいぜいいい子になってがんぱっ

り決定された．

町長さん︒

てください﹂とご自分でも・つれし

いいたします︒

私たちが日一日とたくましく成

した︒

そうに話してくださる町長さんで

いて︑説明会を開催いたしますか

法律に規定されている範囲等につ

ら立候補を予定される方︑若しく

は代理の方が必ず出席されるよう

お知らせし濠す︒

川西町役場

一︑日時 十月七日午前九時から

く川西町選挙管理委員会V

二︑場所

重な善意に触れることがてき︑感

今後の︻ゆうあい号﹂による献

激もひとしおでありました︒

私たち小学生は町長さんがいつ

を中心に仙田地区の公衆衛生推進

中仙田︒田戸・越ケ沢の皆さん

ます︒

理解と︑ご協力をお願い中し士げ

ことし二回鷺の﹁ゆやつあい号﹂
による献血は八月二十四日仙田出

献血ありがとう

××××××××××××××××××××X×X×××××××××××XX×××××××××××

十月二十八日
投票日 即日開票

十月二十四日
立候補届出期限締切

不在者投票開始

十月二十一日
選挙期日の告示
立候補届出受付

長していく姿を︑そして川西町が

ったのに︑ほんとうにざんねんで

でいつまでもお勤めいただきたか

まいました︒もっともっとお元気

ないうちにおなくなりになってし

ました﹂とお礼も十分に申しあげ

﹁ほんとうにありがとうござい

ますます発展していく姿をどうか

さようなら

しっかりと見守っていてください

中学生代表

入 沢 秀 子
⁝⁝＝⁝⁝一＝

﹁中村町長

あげられたことも︑社会科の時間

町の事業にもたくさんの功績を

たまりません︒

ちはもうお呼

にお習いし︑他町村に自慢できる

さん﹂と私た

ぴできなくな

りっぱな町長さんだと喜んでいま
こんなことになってほんとうにう

した︒

りました︒

町長さんがご

も言われていた町の宝になるよう

かってない百十八名という多数の

委員の方々の絶大なζ協力を得て

の皆さんの︑この事粟に対するご

いっしょうけんめい勉強します︒

血は来年になりますが︑飼卒町民

ました︒道でお会いしてごあいさ

そしてりっぱな社会人になるよう

張所前で実施されました︒

つをすると︑元気に︑にこにこと

申出でを受け︑関係者一同を感激

らめしくてなりません︒

笑い顔をみせてくださつた町長さ

努力することをおちかいします︒

させました︒紙上を借りて厚くお

ってくださるようにお祈りしてい

んがおなくなりになられたなんて

どうぞ静かな地下でいつまでも見

達をはじめ︑かって献血した分は

この中には遠く津南町0蕊地か

ような文献等について提供を求め

として一般に保存されている次の

が行なう租税制度の研究等の資料

4写真五器具類

工古文書 且図書 3大福帳

するもの

ておりますので︑ご協力ください
明治以前︑以降の租税に硬

業の今後の方向を示してくれる貴

目の申出をした人もあり︑献血事

．いう時の蓄えにと︑二回目︑三回

まつたので︑ここでまた㌧き！と

既に知人や友人の手術＝痔けてし

らかけつけてくれた十名の若い人

税務署では︑国税庁税務大学校

提供についておねがい

租税制度研究文献等の

︿衛生係﹀

とてもまだ信じられない気持ちで

礼申し上げます︒

千手小学校六年

田 辺 秀

夫

川西町立小学校児童代表

昭和四十二年九月十四日

かにお眠りください︒

中村町長さん︑さよなら︒安ら

守っていてください︒

もらわなくちゃならん﹂とユーモ

よく聞いて︑りっぱな人になって

い勉強し︑先生さまの言うことを

たは町の宝だ︒−いっしょうけんめ︑

つも顔をみせてくださり﹁お前が

るような気がしてなりません︒
学校の行事にはお忙しい中をい

が力強く笑って話しかけてくださ

す︒いまも壇上の町長さんの写真

らお聞きして︑一日も早くよくな

病気だということを︑先生がたか

九月十四日町葬における

しかし︑町長さん︒

くなりました︑

葉は︑再ぴお聞きすることができな

励ましのお言

なんだせ︑先生さまの教えをよく︑ った生き生き
聞いて︑いっしょうけんめい勉強 としたお話し

すばらしい校舎︑体育舘︑整っ

しらっしゃい﹂魯

はまた事あるごとにこう言つて励

た設備を作って下さった町長さん

町長さんが心をこめられて私たち

こと︑お教えや励ましの数々︑そ

のために尽くして下さった多くの
れらを通して町長さんのお心は︑

まして下さいました︒
町長さん︑私たちは町長ざんの

の努力を続けています︒そ して学

すでに私たちの心をじかにしつか

ご期 待に 応 え る た め に ︑ け ん め い

習の面でも県下で指折りの成績を

りと手をつないでいたのです︒で
すからお声は再ぴお聞きすること

何より．も大事な乙とと非常に多く

収めるまでになりました︒激育を

けら れた こ ど で し ょ う ︒ 若 い 私 た

く私たちを導いてくださることで

の期待を寄せてくださつた 町長さ

ちを 大事 に し て く だ さ っ た 町 長 さ

しよう︒

町長さん．

んはまた﹁日本人はもとむとりっ

ぱながんでお前さんがたひとりひ

μ
■

八．二八水害地へ
続々救援の手

︵愛知︶

趣旨 文部省認定社会通信教育の

受講者を激励し︑学習効．巣の

向上をはかり︑社会通信教育

の振興方策について研究協議稗

し・社薄警の菱遜

︑をはかる︒

期日・会場

灘．

日 程

等学校

新潟市県
立新潟高

十月二十二日

主催馨蒸誓墾

月四六︑OOO円︸ 文部省認定の社会通信教育を受け
ハ
上乗り舅五人 鞠 ておられる方は参加してください
記

奨φ︒旦

荷扱夫望○人
月三四︑一四〇円

舅二〇人︒

／

法にもまた

まもられる

受講者体験発表︑講演など︒

午前九箋付＋時嬰．．︐．

午後︷時から四時まで︑面接

指導を次の課程別に実施する

簿記︒孔版︒計算尺●速記︒

気科・ラシオ・無線・建築●

電気技術・電気工学・電大電

製図・栄養・保育︒洋裁●服

装︒スタイル置・和裁●英語
ペン習字・音楽

︵写真言

出発をまえにした会長へ︶方がた︶

以上の物資が集まった︒

丸源商店から衣類五百点など予想

＊孫六商店か魯揮巽百点

むけ会員の車を使って輸送した︒

二十五日︑巻町の県商工会本部に

品などの救援物資を会員から集め

年部が中心となって贈㌔晶︑臼周

では八・二八水害救援のため︑青

川西町商工会︵清水京平会最︶

一

．ンテストは二十臼︑十日町保健所㎝

＊日通東京﹄

︵大阪︶

で行なわれ︑次の赤ちゃんが入賞︸ ＊日通大阪

︿赤ちゃんV◇舅子②大渓芳彦︵．

上町哲夫二舅︶入賞小林徹︵中
仙田徳平長舅︶小林俊久︵中島町
︵東京︶

＊名古屋ゴム成型
﹄︸

盤・
索κり
ノ

駅劇

第8回r法の日」週間

︑法をまもれは

＿一ノ

孝寿長男︶
︵愛知︶

月里︑五8旦
男四σ△

月三〇︑OOO円〜

＊愛別ベニヤ合板工
︵東京︶

男一〇〇人︷

男一五人

月四qOOO円

組立工

製パン

☆μ
1

ー＼

史

3ク

翁

義

八・二八水害地に町民の暖い救

◇村山美華︵奮町好和萎と
︿三歳児﹀◇男子①柄沢克美︵虹
野田順子長男︶◇女子増田ひろみ．
＊旭工業
︵愛知︶

＊山崎パン

男五〇人

月三七︑OOO円

︸

室＼蔦ノ

援の手は続々と寄せられておりま
す︒川西町日赤分区では早速義え
へ現物は梱包の上岩船郡関川村長

ん金は日赤県支部を通じて被災地
︵発電所通り義則長女︶

出かせぎ案内
︵東京︶

＊中島工務店土工

舅四〇人

月三九︑OOO円

土工

男二e人

月三三︑五〇〇円

土工

月六・．︒8旦

塁五人︸
月三四︑OOO円︷

男︸・・人㎜

月四〇︑OOO円

舅一五人
月三五︑OOO円

男二〇人

00

水；−

馳救

へ援

ヤー会

【で0月1日〜7日】

宛発送いたしました︒厚くお礼申
．義えん金︵九月号紹介分含む︶

昭和四十二年秋冬期出かせぎの
︵千葉︶

＊島田憂設
︵埼玉︶

＊松安土建
︵大阪︶

︵東京︶

＊共和レザー製造工

梱包

︵神奈川︶

＊日産自動車︸般工

＊河野組

︵愛知︶

＊トヨタ自鋤車

男三〇人

月三八︑OOO円

女一五人
月三〇︑OOO円

紡績

月四〇．OOO円

土工

︵．愛知︶

︵東京︶

＊山内建設

︵岐阜︶

＊和興紡

襲

し上げます︒︵九月二十；日現在︶

四．二七〇円

月四qOOO円一

舅二〇人

月四二︑八七〇冊
機械工︐男二五人

女五〇人
月二〇︑OOO円

＊愛別ペニア合板工
︵東京︶

菱︑の他にも多数求人があります︑

）

木島町子供会

︵東京︶

＊いすず自動車製造工

︵東京︶

＊安斉鋼業 雑役工 男一五人

のでご利用ください︒

さんのところへ配付してあります

求人情報第一報を︑関係嘱託員

討ください︒

相談の上グループでの就職をご検

出かせぎの安全のために何人か

職して下さい︒

をして︑安全で有利なところへ就

十日町公共職業安定所に申し込み

は早目に役場内出かせぎ相談所か

網︑OOO需丁 求人がきておりますので︑希望者

一八二︑三七六円

田戸老人クラブ

物

計一八七︑六四六円

川西町内

・現
地域婦人会
農協婦人部
町内母子組織
六七二点

千手小・学校児童会

タオル手拭等
学用品

赤ちゃんコン
テストの結果
県・市 町 村 ・ 新 潟 日 報 主催︑森
・十日町地区赤ちゃん︑三才児コ
＊愛三工︑業

〜

全国社会通信

教育大会
ことしの︑秋の全国社会通信教

、

イ︑保母資格を有する者︵来春
三月保専卒の見込者を含む︶

まれ薯．

ロ︑昭和二十年四月一臼以後生

昭和四十二年十月二︸

㎝

鯨醤保育咽に樋園可能の者〜
三︑受付期間

＋日まで

細部については応募者〜

に直接運絡する

四︑その他

☆

永乳業・同商事協賛の本年度中魚

保母さんを募集
町では ︑ 昭 和 四 十 三 年 四 月より
町立千手保育園に勤務する保母を
左 記 に よ り公募します．希 望 者 は
がいます︒

役 場 教 養課社会係まで串し 込 み ね
記
憎︑資 格

一育大会が次の要項で開催されます

r
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