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数て十てしっすで力りっ曽のかち一も 民れ化用こて
はい年、ててが、なまて根かをの番でで間るに者とき
力このそいい、今りする も気意大きす活よながはま
なう計こたこ最年と。「私知付識事なか力うら高、し
りと画にとう低はい私数たれかでないらをなな速農た
といのたきと十五うたはちませあのし、使道い道地。
いう中どは考五十のち力のせるりは、活っ路か路のそ
ん
た
うこでり百え人三はのな活。こ、、民力町のらの用れ
と一着五て拡名会活り動 とどそ間と 建、人地に
こが年か十い大で員動」も がうこだいお設普だ変対
と目ずな人ましスのにと、 活いにけうこな通け更し
な標つくですてタ拡照い町 力う住でのしどのでのて
ので人て活。六ー大らう長 の町んもはでで町は手行
だす数も動町十ト活すとが 元にでで行すす道地法政
と。を、を長人し動とこお としいき政。。か域とが
思そ増五しが台てと、ろっ なたるなだ こらのかで
いれや年て在にい同数がし るい人いけ れも活、き
まがし、い籍持まじはあゃ ものた。で も入性利る

をのここはで対まし かい合町を タ取問曽時新んきざすポ十成テ い果るた程です町す
元かのと大も策すて私とうい長展今ルりに根代た。てる。ジ年りィこうたのか度すが長。
にと部は事いを。いはい形が 望後化組つ にな第、を行テで立クれこしでっの。、
素い分不でけ行そま人うであ防さのとむなＡ入も四そ得政ィ社っスかとて、た数し質誤
早うに可すなっのす生課人り災れ取い展がＩっの次れなでブ会て関らで人そのがかを解
いこど能。いて経しで題的まとてりう望るのたに産をい変にがい係のす口のでなし上さ
決とのに行のき験、三で資す言い組言ので部とよ業克状え捉大かの時。減中すい結げれ
断がよ近政でまを避回す源かえるみ葉中す分いっ革服況るえきな力代 をで。と果てて
が大ういがすし生難、。もらばのとがのがでうて命しがとてくいをは カい今無をいし
必切に部全がたか所我 含、当でし出、、言気変とて日いい変と借、 バか後理出くま
要に焦分部、。し生が めそ然してて防今いがえでい本うこわ思りや ーにはとすこう
にな点がを数デな活家 てれ安ょ、い災後ましるもかのようるいなは で質人いたとと
なりをあ助値ジがもの やに全うそまののすてと言ね中りととまいり きを口うめはい
るま当るけとタら体水 っ対とかうし項まといいいばでも思いすとＡ る高がこに大け
のすてのるいル防験没 てしい。いた目ち、まうまな起、っう。、Ｉ のめ減とは切な
が。てでとう化災しを いてう う。でと次す、すりこ変てこ五社や かてっが、ない
防数い、いもだ減て経 けど意 こ デしの。そかまっわいと年会ロ 、もて言あこの
災値くどうのけ災い験 るう味 と ジて質 の、せてらまを、はボ と、くいるとで

「第と町言けの私曽 けよす安しる安はるうと で
安一思長っで社の根話れ」。全まの全確こ言で安す
全」い ては長仕 がばとだかっでを保と葉す全。
第とまアいなが事安そな、からたす確でがとのと
一いすメまく常が全れり行らど時。保き多安で安
」うがリす、日製にてま政絶ん点安すない心お心
な時、カ。ど頃造としせはえどで心るいのと話の
の代他の ん、業いまん防ずん、したのでいし違
だにのＵ な生なうい。災「離安ためですうしい
と、経Ｓ と産も言ま に安れ心とにすが言たに
唱品営ス き性の葉し つ心てしい備。、葉いつ
え質者チ でをでをた いでいきうえ安安はでい
て第たー もあすいね てはっっこる心心ペすて
い一ちル 安げかた。 言なててとこししア。も
までがの 全るらだ
いいししをとなたで安重
しは「会 第こ、く
続のまま言がいら使全要
たな品長 一と弊と
けでいいっでか安わとな
。く質だ とだ社、
なすま、てきら全れいこ
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にのえま館と域とくて町館記設曽はり先
そでますを行住い、い長の載の根良、人
こすす。造け民うサま よさ建 いそた
かが。そっるのもブすそうれ設安このち
ら、こして学方のア。れなても全と言が
離自れてく校はにリスにもい視とで葉や
れ分も災れの、賛ーポつのま野いすをっ
るの被害た体自成ナーいなしにうね聞て
こ家災時方育分さもツてのたあこ。いき
とが経にが館のれ持をはでのると たた
は災験も良の家まつさ、しでとで りこ
で害者避いよかす総れ意ょす、は すと
きをと難とうら。合る見うが町、 るを
な受し所おな夜し体方がか、長ス と振
いけてとっ地にか育は二。総のポ いり
でた言しし区ちし館お分 合所ー う返
すとえてゃ体ょ、構そさ 体信ツ こっ
。きる使い育っ地想られ 育に施 とた

っれとすの子町望 良っも サでおま保し すの いの曽てうれおすと こまにでまだ
子たてい。私育長をそいぴで取イ、母し育か私。でもた文根いかば聞。い今とし、しでか
どかいう庁のて おれ取」もりト阿さた園での 、うだ言 るら一き半う後でた強た水ら
もらる像舎町、展持でりで阿組が久ん。のき場 や一きが防と、緒し田も半す。制。が命
はで本をの政そ望ちは組受久み、比がさ力な合 はつまあ災いそにた市の田。そ的夜来を
阿す町設前でれとな子みけ比とす町子まをかは りはしりにうれな上さを市 れににた落
久。の置に一かいの育だ入町しごはどざおっ働 子、たまつこもっでん作さ ほ二なとと
比 姿し、番らうかてとれのてく子もま借たき 育私。しいと一て広のりん ど階りきす
に をた五 教のをに感て支は素育 なりもな ても たてでつや域構 が 避の、にの
と 知の人大育はお対じい援、敵てをごしのが の子 の拝すのれ行想上大 難窓消さで
っ っもの切と難聞してたセ半だに育家てでら こど で見。選る政がげ規 すか防えす
て て子童にいしきていだン田と対て庭子す子 とも 、し 択形のある模 るらさ避。
最 い育のしういしどまいタ市感しるが育か育 がが おた 肢も考るとな こ避ん難私
高 たて「たものたのすてー在じてとあてらて 気い 伺と とあえの聞体 と難とでも
の だに童いのでいよ。、「住まのいるを、す にる いこ しるがない育 はさ区き家
宝 き力心部はすでう とあのし支う中し家る な身 さろ てで一らて館 難せ長まの
だ たを満分、がすな てぐ子た援こでて族こ りで せ、 考し致ばい構 しらさせ二
と か入々で今、。展 もぴど。のと、きやと ます てそ えょす、ま想 いれんん階
」
筆たと もや性 でと今おの児て こいっかがとう離と入り育のを をこ行母 ばとす思
とだい私たむにこすにで母魂をいそとるたりお話これにれ、園おや昔さと政様以いしくっ
思きうのちをもれ。よもさ百預くれを時らまっしとてよこ代に母りのせにがた前けてすて
いた本好の得働か る感んまかこかお代、すしたがいっとわ預さ、おて疑手ち、までくい
まいがき心ないら 影じがでっとらっがも。ゃと、くてにりけん洗母い問をの私せき育ま
すであなにいても 響て育」てに私し来っしっこ私こ親なになと濯さたをかお立んるっす
がする渋与こも労 がい児としなはゃてとかてろのと子る行けいもんだ感け勤保。こてか
、。の沢えとら働 出までいまり子らし育しい、中にのわ政れうやはきじてめ育 といら
そ明で栄るなわ力 なすきうっま育れま児そる保のは絆けがばイり子まていの園 にっ、
こ治、一影のな不 いがるよてしてまっがれこ育ジなとで育仕メまどしいく関の 手てそ
にの一の響でい足 こ、社ういた、した酷をと園レりかす児事ーしもたる時係園 をもの
は終度「がしとが と将会にい。教たのい行はのンは、がサにジたを。こ代で長 差ら子
まわ読論心ょい進 を来を、の本育。でこ政、園マし親、ー出か。お とに、と しうた
さりん語配うけむ 祈的作三か当に すとが私長とな子そビららそぶ にな乳の 伸たち
にこでとでがな中 るにる歳、
「に力 」にやもがしいのうスれ離うっ つっ幼間 べめが
す
今ろみ算 、いで ばこべま三ゼを となら良、
「てか愛すになれいて いて児で なに素
ののて盤。子の、 かのきでつロ入 いっなく町あと情る力く、う炊 てきに、 け、直
時執い」 どで女 りことは子歳れ うてか分長るいがこをな保形事 話たもお れ町に
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いりやけは らっす と町かかね町 まく曽 ま良し前て化任中もで りた江し文性て代
ま遠るな遠先、たねしが長れら、は町すこ根ますいろに、文せにのしおま人戸か明のいの
すい場いい程非時。かで た、とさ長。と た。研い進将明て身もょそすた時っ開生ま問
。と合こ先の常点七しきそのそいまが がい話 究とむ来をいを、うら。ち代た化きす題
そこにとを活にで年教なれかううざそ でいが 材思のの入く置人がく のかわ時方。点
のろはも示力良あ前室いでないおまう きえど 料いか社れもい間、こ 言らけ代も江と
たに予あしのいのかへかもとう話なお ま、ん にまと会たのてと連の 葉切では大戸重
め手算りて話タ猛らのら予思中を取っ し久ど なすいと知ないい綿後 にり、、変かな
、をもま、でイ 設エ大算いでよ し て々ん る。うい のまうとの は替文今でらる
社出あす夢はミ暑置ア変がまもくりゃ 、にそ の青テう恵かすも継話 教わ化のあ明多
会すりがをなンがしコでなす時耳組る とおれ で年ーもと、がの続に わるも時っ治く
のとま、与いグ来始ンすい。代にみ中 て話ま は会マのいそ、もしも る時文代たへの
少失す行えででためは。と にすをで もをし な議もをうこ自、た入 こ代明よとのこ
し敗の政なすしわて良 や 合るさも 勉たた い所非考もに然そ社っ とをもり思変と
前しでがけがたけ全か り わもれ、 強くね かと常えの人のの会て が生、変い革を
をて、実れ、。で部っ た せのて阿 にさ。 としになに間流流とい 多き一革ま期指
意しあ際ば行 す終た い てでい久 なん
思ておがよのれれいく くて気がすの摘
識ままにい政 かわで こ いする比 り聞
いはもらっ文にのうの あきに激。女し

い青の年してと住 もっ成 しのの町れ会 さ所曽しで いし
始年中会てもで民結のた三こい中で長ば議行せの根てし青とた
め会で議もらあの論を本年のでにす お所政て話 もょ年思形
て議は所らうり気か載でに『すいが青伺にのいをあらう会いで
い所言のうこ、付らせす、知ねる、年いエ立たいりい、議ま政
まはっ役とと住き言てが長多。地や会しー場だたがただ所す策
す、て目き、民とえあ、期半 域は議たルできだといかは。を
。地いだにそに心ばり青ビ島 住り所いやあまいうとら青 打
要方まと手し責構、ま年ジ夜 民自のと、らすたごこそ年 っ
は分すい助て任えます会ョ明 と分と思何れ。のざろれ経 て
地権。うけ地をがち。議ンけ のたきいかる でいはを済 い
域ともこを域持必づ 所委ま 橋ちかま求方 、まあ忘人 か
でいうとすづっ要く の員え 渡のらすめか 最すりれを な
生うそをるくてだり 役会』 し活思。るら 後。まな謳 い
活言の、のり自とは 目とは を動っ も半 の青すいっ と
し葉とこがに覚い、 とし私 しエて の田 質年ねよて い
てをきの、参をう地 いてが てリい が青 問会。うい け
い使に本青加しこ域 う作平 ほアる あ年 を議 にる な

ったっ生町役し曽っしらもきの町時曽にのかのなも ての てが投 く青民社いし人アる
たとてき長のか根てろやっが資長の根移ポをポが地青政歴私欲見票全と年主会うま主ッ、
くきいる メ出 いいって一料 、 しジしジら域年策史がしてな体こ会的へかい義プ各
のになとそンておま場て、番でこそ町頑シっシ情住会を家政いもど層ろ議なの、までさ住
素はか思れバき話し所いみ楽すれん長張ョかョ報民議考が治で妥のとだ所住貢自すはせ民
人議っっでーまをたにたんしかはながっンりンもの所えど判す当大いとの民献分。、な一
の員たてもにせ聞ねなのなから東に青てで見と入一のてう断。だ衆う思リをがが本利い人
まもでいこもんい。っででっね京前年いで極いっ人姿い評を っのもいーリで個当己とひ
まやすての伝。て てす情た。陳か会たきめうてと勢ま価す た判のまダーき人の主、と
いっ。、当え今、 くが報でこ情ら議だるたも来しとすする と断をすードるで意義自り
きてた行時たのす る、をすれにの所きこ上のるてし。ると 言が底。シすと責味者己の
ないだ政はい話ご 気知突。を動案にたとでが立、て のき え、上 ッるい任でば主考
りな、に経でをい が多き旅作いな所くを、ど場経は かで る将げ プとうをのか張え
町い行入済すぜと し半合館っての属思精なこに済、 にも よ来し のい、持個り型方
長中政る人。ひい て島わにていでしい一おにい活自 気、 うのて 持うそっ人にだを
にでにとと とう 夢はせ閉いたすてま杯かある動分 を百 に歴、 っのうた主なけレ
な、入はし も言 をおなじる時ねいす行つる自をた 留年 な史国 てがい上義っのベ
りまっ思て 現葉 追もがこと代。た。動その分しち め後 っ家民 い、うでとて個ル
、
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れ いて り曽なは町ーそなは青い曽ま議か議とをとこのま
た二たいそが根っ青長にれの、年た根す所ら所いい、とはし
の〇だまれと た年 伝はで私会だ 。はだのうかＫで、た
が一きすでう町の会とえ感終も議き一 私と活こにＪ、一。
こ五ま、はご長で議こたじわす所ま番 を思動と分法議つそ
の年すＳ、ざかし所ろいてっごにし大 育いを、析に事にれ
Ｓに。Ｄ全いらょででといてく育て好 てま通そすよ法はで
Ｄ国 Ｇ国ま話うど、思まい感て、き てすじしるりを理も
Ｇ連 ｓのすをかのそいすなじてあな い。ててか物知事町
ｓの に青。振。よちま。いていり言 たそき話と事っ会長
で全 つ年 っ うらすこのいたが葉 だうっしいのてにと
す開 い会 て にの。のでまだとを いいち方う起い出し
。一 て議 い 関パ 想すすいうお たうりなこきたてて
二致 話所 た わネ いが。たごっ と面とどとてとい活
〇で をで だ るル を、まとざし 思で教をがいいた動
一採 さ推 い よの メすだいいゃ っ青わ青でるうとで
九択 せ進 て うも ンご現うまっ て年っ年きここいき
年さ てし あ にの バく役のす
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啓二 様

昭和２９年５月１８日生まれ。
愛知大学法経学部経済学科卒業。
家業の野崎織産(織布業)および有限会
社野崎殖産に勤務したのち、平成１４
年１２月１８日より阿久比町長に就任
し、現在５期目を務められています。
半田青年会議所、第３０代理事長でも
あります。

ま し分町せ と
しこてで長たまだ
たち話話 いたけ
。らをしどお、で
こすてう話本も
そるししを当、
、べまてあに感
どきいもり現謝
うでま青が役を
もしす年とのし
あたね会うメて
りね。議ごンお
が。も所ざバり
と っのいーま
う と先まにす
ご 首輩しも。
ざ 長のた聞
い と気。か

