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原爆による廃城一ーーフ5年間草木も生えぬと言われた広島を復興させたのは、

広島平和記念都市建設法に負うところが大きいにせよ、真に力を持ったもの

は広島市民の生きょうとする不屈の意志であった。

それは文字どおり、生きることからの出発であり、苦闘の連続であった。

その手となり足となって、汗と涙を流して先陣を切ったのはほかならぬ若

名たちであった。食べる、着る、眠る、考える、行動する、それは市民生活

全般に係わる青年運動であった。

広島の復興は如何に成されたか。

ここに、その答えがーつある。

平厶は幸いにもその問の事情の中にあって、資料の保存をすることができた。

いつの世にあっても、新しい光を求めて立ち上がるのは若者たちである。

ここに、広島復興史の一部である本資料を寄贈するにあたり、戦後の青年

たちの全力投球の跡を単に伝説化するのではなく、生きた教材として今後の

市民の創造の一助にされたいと心から念じるものである。

すでに物故した仲問も多い。縁の下の力持ちに徹し、黙して逝ったかつて

の青年運動家に官も民もなかった。皆がーつであった。

これらは貴重な資料であると同時に、かつての若者たちの塊の訓山亦である。
おさ

この遺産があるべき所に蔵まることを、多くの人々がよろこんでいると信

じているのである。

寄贈にあたって
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1 この目録は、勝丸博行氏から本館に御寄贈いただいた、原爆被災後の復

興に大きな役割を果たした広島市の青年運動に関する資料、234点を収録

したものである。

凡

2 目録の分類は、氏が整理された分類をもとに、一部変更を行った。

3 記載順序は、資料番号・資料名・作成年仟噺テ年)・作成者・数量である。

例

4 目録の後半部は、文書の内容紹介を主目的とした件名目録であり全点の

中から36冊を選び、各籍冊に綴られている文害一件ごとの件名を手1括己し

たものである。

5 各項目のうち、本館が便宜的に記入したものにっいては(

資料に記載のあるかっこについては〔〕を用いた。

6 件名を採録した難冊については、縦冊名の前に*を付した。

7 資料の中の個人情報にかかわる部分にっいては、公開を限定する場合が

ある。

)を用い、
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腿⑦捗冊桝



発翰綴

(発翰綴)

(発翰綴)

昭和二十三年度発翰番号難

(発翰綴)

(臨時総会開催ほか通知文)

(昭和24年度発翰番号等)

発翰(綴)

(発翰綴)

(発翰綴)

広島市比治山本町

i耳'釜Fi!E壁1

*

リ

* 10 (発翰綴)

(昭21.5~22.12)広島市青年連合会

昭21.11~22.12 リ

(昭器.1~24.3) ガ

昭23.1~24.2 "

昭23.9.13 "

(昭24.4~25.4) "

昭24.3~25.4 Ⅱ

昭25.4~26.5 υ

(昭26.3~フ) "

(Π召27.5~28.3) り

2 来翰綴

*Ⅱ(来翰綴)

* 12 (来翰綴)

* 13 (来翰綴)

14 市下各青年連盟ヨリノ申入レ事項

*15 (来翰綴)

*16 (来翰綴)

* 17 (来翰綴)

* 18 (来翰綴)

* 19 (来翰綴)

*20 (来翰綴)

*21 (来翰綴)

22 仕ヒ治山本町の平面公園設置反対)陳情

書並連判状

"

U

"

-1-

υ

が

ガ

U

U

昭21.3~11

(H召21.フ~22.12)

昭22.10~25.4

昭22

昭23.1~24.3

印召23.8~25.4)

(昭24.4~25.1)

(昭25.4~26.5)

昭25.4~26.1

(昭25.4~26.D

(昭26,4~6)

昭22.9.30

"

広島市青年連合会
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3 庶務関係

<1>庶務

*器(庶務一件)

*24 庶務一件

*25 (庶務一件)

*26 事業一件綴

27 W'張一件

28 (n召和26年度事業概要)

<2>越

29

挙

(県議会議員)立候補者一覧名簿作成に

つ、、て

昭和二十六年四月二十三日執行市

長・市議会議員選挙候補者(一覧表)

(昭和26年市長選挙)街頭演説原稿

第1号~第3号

30

(昭23.4~5)

昭23年度

(昭23.フ~24.4)

昭23年度

昭23年度

(昭26.6~27. D

31

<3>その他

32 俳斤聞)記事綴

広島市青年連合会

労働学校講師

阿部英雄

1冊

"

昭26.4.3

(袋町公徳青年団文書綴)

(民生委員の選任について)

民生委員選任実施要項

婦人解放論

Π

"

1枚

1冊

"

U

-2 -・・

広島市青年連合会

集会報告(用紙)

メモ雑

広島市選挙管理委

員会

(昭22,3.1~

23.フ.4)

1枚

1枚

広島市青年連合会

3枚

袋町公徳青年団*
*
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4 義

* 39

* 40

* 41

* 42

心

議事々録

議事々録

議事々録

議事録並記録

昭和二十六年度総会提出書類綴

昭和二十七年五月八日開会第一回臨時

委員会(議事'剥

事 録

44

5 各種団体名簿・調査票等

(昭器.6~12)

印召23.3~24.4)

(昭24.6~12)

(H召25.4~26.4)

リ

市青連加入団体名簿

市青連加入団体名簿 N01

市青連加入団体名篝 NQ2

(広島県青年団詔査表綴〔昭和二十二年

五月三日現在〕)

諸団体状況等一斉調査について

社会教育課扱青年団体調査綴

(広島市青年連合会加入届綴)

広島市青年連合会加入届

広島青年協議会会員証

市青連加入団体名箒

(青年団体実情調査一件)

優良青年団体推薦に関する回答

身分証明書発行控簿

各団体・学校・連会会・官庁・組合其

の他住所録

(各種団体調査一件)

各種団体調査表

市青連加入団体名篝 NQI

広島市青年連合会

49

* 50

51

52

53

54

55

56

57

58

訂

"

n

ガ

υ

ガ

昭21

昭22

昭22

広島市青年連合会

昭22.10

(昭22.10~1D

(昭22~23)

(昭22~23)

リ

"

広島市社会教育課

広島市青年連合会

"

昭23

(昭23.1の

昭23,10.フ

印召23)

(昭23~26)

広島青年協議会

広島市青年連会会

リ

1冊

1冊

1冊

H枚

1冊

1冊

1冊
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1冊

市青連加入団体名簸 Nn2 役員名簿

(青少年団体調査関係書類)

昭和廿六年調青年団体調査

女子青年会名緋

広島市青年速合会加入届(はがき)

昭和二十七年度青少年団体調査一覧表

吉島青年連合会男女会員名簿

(青年団事務所及ぴ逹絡先調査票)

(青年団体一覧)

(市青速加入団体名難用紙)

昭25

(昭26.6)

6 青年協議会関係

72 第二回(中国地区青年協議会会議出席

報告書)〔於松江市〕

73 第二回全.国青年協議会北1毎道派遣協力

奉賀帳

74 第二回全国青少年指導者講習会〔於佐

伯郡〕

75 第四回中国地区青年団体迎絡協議会

〔於岡山県金光町〕

76 第四回日本青年団体連絡協議会〔於香

川県小豆島〕

フ7 青少年指導老講習会記録〔於佐伯郡宮

内村〕

78 第五回中国地区青年団体連絡協議会

〔於鳥取県〕

79 第五回日本青年団体連絡協議会〔於栃

木県日光町〕

*80 臨時中国五県青年団体迎絡協議会於

広島市

昭26

広島市青年連合会

"

1,

"

1冊

1冊

1冊

1冊

34枚

1冊

1冊

15枚

1冊

5,U

"

吉島青年連合会

広島市青年連会会

ガ

"

リ

昭23.8.5

ガ

("醜3)

1冊

昭24.3

広島市青年連合会

昭24.8

昭24.9

"

1冊

昭25,3

ガ

1冊

昭25.5

ガ

1冊

昭25.8
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1冊

昭25.9

"
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* 81 臨時日本青年団体連絡協議会〔(於)佐

賀市〕

昭和二十五年度ブロック青年指導者講

習会〔於安佐劉り

日本青年団協議会結成〔第六回〕

広島青年協議会規約

(広島青年運動推進協議会結成会の案

内)

(広島青年運動推進協議会結成関係文

聿)

広島青年運動推進協議会結成について

広島県青年団体会議

82

* 83

84

85

* 86

"

昭26.1

昭26.1

7 原爆都市青年交歓会関係

89 其他(広島・長崎原爆都市青年交歓会議

事録ほか)

*90 第二回原爆都市青年交歓会一件

91 第二回広島・長崎原爆都市青年交歓会

(写真帳)

92 第三回原爆者"市青年交歓会開催につい

て

93 第三回原爆都市青年交歓会決算報告書

昭26.5

昭26,フ

昭26.8,1

広島市青年連合会

印召26)

"

1・佃

広島青年協議会

発起人一伺

広島青年運動

推進協議会

n

昭29.12.12

"

1・冊

1冊

1冊

広島県青年連合会

8 駅伝・体育会行事関係

<1>駅伝大会関係

94 第二回駅伝大会書類

95 第二回駅伝大会寄付者控

(n砲4)

1冊

昭25年度

1950.5.5~8

3枚

1冊

広島市青年連合会

昭26.6.19

広島市社会教育課

長崎市・長崎市青

年団連絡協議会

広島市青年連合会

n召26.フ

1冊

1冊

1冊

"

(昭22)

昭22.12.25

1,冊
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1冊

参加賞四峡〕責任者住所氏名綴

賞品保管責任者住所氏名綴

(第三回市内一周駅伝大会関係綴)

99 (第四回広島市内一周駅伝競走大会関

係綴)

(駅伝大会予選会についてXはがき)

第五回広島市内一周継走大会

(第六回広島市内一周継走大会)御協賛

芳名録

(優勝杯保管者調)

第七回広島市内一周継走大会

ガ

103

104

(昭23)

(昭23)

(昭23.11)

<2>広島県下スポーツ大会関係

105 (第二回広島県下スポーツ大会)賞状

(H召24.12)

広島市青年連会会

1冊

広島市・広島市体育恊

会・広島市青年連合会

昭25

昭26

第四回広島県下青年スポーツ大会

第四回広島県下青年スポーツ大会芳賀帳

(第五回広島県下青年スポーツ大会)賞状

(第六回広島県下青年スボーツ大会要

領およぴ申込書ほか)

"

12.17

琵

リ

昭26.12.9

昭27.12.フ

リ

<3>その他

Ⅱ0 第三回国民体育大会選手派遣奉賀帳

"

"

1冊

広島市青年連合会

広島市・広島市体育協

会・広島市教育委員会

リ

1Ⅱ

昭22.10.5

2枚

東口杯争奪青年団対抗陸上競技大会選

手派遣奉賀帳

第一回広島市少年軟式野球大会(プロ

グラム)

広島市青年連合会体育優勝旗・盃寄贈

者名

(昭24.1の

昭24.10

昭25.9.3

昭26.9

H2

Ⅱ3

広島県青年速合会・広

島県・中国新闇社

広島市青年連合会

2枚

1冊

広島県青年連会会

広島市青年連合会

昭23.10~11

リ

4枚

(昭23.10)

1枚

(昭24)

広島市青年連盟・

仁保青年連盟

広島市青年連合会
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114

Ⅱ5

昭和二十五年度行事報告体育部

第二回広島市少年軟式野球大会開催要

項

(第三回市青連軟式野球大会報告ほか)Ⅱ6

9 特配・鼠族昆虫駆除関係

広島市青年連合会

広島市青年生活協

同組合

22年度特配申請書綴

南京・トウキビ配布綴

鼠族昆虫駆除薬品配布関係一件書類

側ι)

各青年連盟鼠族昆虫駆除編成班綴

昭和二十二年六月起昆虫駆除用器預

証綴

鼠族昆虫駆除薬品配布表

昆虫駆除報告書

生活物資配給委員会に関する綴

夜警用燃料特配に就いて

昭和二十三年度特配申請書

引揚並雑件綴

(引揚者出迎え用)腕章出納簿

昭25

120

121

(昭25)

122

123

* 124

125

126

* 127

128

広島市青年連合会

"

(昭21.12~22.10)

昭22.6.5

(昭22.3~23.1)

1冊

1冊

" 1冊

印召22.6~9)

("召22.6~フ)

広島市青年連合会

10 生活協同組合関係

(昭22.田

(昭22.6~1の

(昭23.1~12)

昭23.2.25

(H召23.2~10)

昭23年度

(昭23.フ~12)

129

130

"

n

広島市青年生活協同組合に関する綴

広島市青午生活協同組合定款〔案〕

広島市青年連盟

ーフー

υ

広島市青年連合会

1冊

1冊
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(昭23.9)

(H召23)

n

7
 
8
 
9

ー
ー
ー

冊
冊
冊

ー
ー
ー

冊
冊
冊
枚
冊
冊
冊

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー



H 成年式・成年祭関係

131 昭和二十二年六月起成年祭一件書類

132 (第一回広島県下弁論大会関係書類)

133 (優良青年表彰に関する挑薦書)

134 成年式並に成年祭祝辞

135 (成年式並に成年祭)式辞

136 (成年式並に成年祭)祝辞

137 成年式並に成年祭祝辞

(昭詑.6.17~22)広島市青年連合会

(昭23.4~5) Π

(昭23,4~5) "

昭23.5.8

138 (成年式並に成年祭)祝辞

139 (成年式並に成年祭)祝辞

140

141

昭23.5.8

(成年式並に成年祭)祝辞

(成年式並に成年祭)宣誓

昭23.5.8

広島県知事

楠瀬常猪

広島市長

浜井信三

広島市議会議長

寺田 豐

広島軍政部長

エム・フ'イ

クロワード中佐

広島市体育会会長

多山恒次郎

広島中央放送局長

石島治志

広島公共駿業
谷井充安定所所長

広島市青年速合会代表

中嶋青年連合会

藤田栄

広島市・広島市青

年連会会

142

143

1枚

1枚

1枚

1948.5.8

(成年式並に成年祭)祝電

(模範青年)表彰状

-8-

昭23.5.8

昭23.5.8

1枚

1枚

25枚

昭23.5.8

昭23.5,8

1枚

1枚

昭23.5.フ

a召23.5.8

1枚

冊
冊
冊
枚

ー
ー
ー
ー



12

144

145

146

147

青年館設立関係

広島市青年会館設立趣意書

広島県青年会館設立趣意書

青年会館設計図(透視図・平面図)

青年会館設計図案・計画図(完成予想

図)

広島市青年会館設計図案

広島市青年迎合会館新築工事設計案

中央公民館工事設計図

リ

151 公民館増築案〔青少年センターとしての〕

(完成予想図)

A PRACTICAL VENTURE TO

MAKE LEVEL IN RURAI"JAPAN

A HIGHWAY FOR OUR GOD

仙梨県北駒郡清里村)

県青年館設立基金拠出一覧表(グラフ・

表)

連合会会讐納入一覧表(グラフ・表)

152

(昭22.2)

(昭22.2)

153

広島市青年速合会 1冊

1冊ガ

各1枚"

各1枚リ

154

リ

"

13 財

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

1冊

広島市復興局

営繕課

広島市青年連合会

リ

155 (会計関係書類綴)

156 (会計関係書類綴)

157 昭和22年度収支決算書

158 昭和23年度収支決算書

159 (会計筵)

160 (昭和22・23年度収支整理箒)

161 広島市青年連合会24年度会計報告書

ガ

ガ

5枚

1枚

1枚

ガ

務

(H召23.4~12)

1枚

広島市青年連合会

1枚

(昭21.8~22.12)広島市青年連合会

(昭22.3~26.12) "

ガ

1枚

1枚

(昭23)
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(出納関係覚書)

(会計篝)

広島市青年連合会収支計算書〔第一号〕

対保健課関係

昭和26年度広島市青年迎合会決算報告

書(手書き原稿)

昭和26年度広島市青年連合会決算報告

165

166

167 昭和26年度広島市青年連合会決算報告

書(訂正あの

広島市青年連合会26年度特別会計報告168

(昭24.5~25.12)広島市青年連合会

昭25.4~27.5 "

<2>行事精算書

169 (青年団行事収支決算書)

170 昭和二十五年十阿二十一日

「洲和道子」バレエ公演会精算書

171 昭和二十五年十二月二十七日忘年会精

算書

172 昭和二十六・二月二十四日松竹歌劇公

演会精算書

173 昭和二十六・ハ・九月第四回広島市

青年連合会軟式野球大会精算書

174 昭和二十六年十二月九日第六回

広島市内一周継走大会精算書

1冊

1冊

1冊

1冊

L冊

17枚

"

1冊

1冊

1冊

訂

Π

<3>領収書等

175 領収一件

176 (請求書綴臨時費分)

17フ(請求書綴連合会費分)

178 輪脊求書綴補助金分)

179 (領収書綴)

180 (領収書およぴ出張旅費等覚書)

昭25年度

1冊

U

1冊

ガ

広島市青年連合会

1冊

1冊

リ

1冊

1冊

"

リ

1冊

(昭21.6~23.12)広島市青年連合会

(昭23.3~1の "

(昭22.11~24.3) リ

(昭21.1~23.12) "

(昭25.9~27.5) "

(H召25.4~26.5) "

リ

1冊

ガ

1冊

1冊

書

2
 
3
 
4

ー
ー
ー
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受領書綴

(領収書控) NQ122年度

22年度臨時費(領収書控)

市青連加入金領収書(控)第壱号

市青連章〔バッチ〕領収書q鋤第壱号

青年会館資金領収書(控)第壱号

単位団体費連合連盟費領収書(控)第

壱号

昭和23年度連合会費(領収書控)

昭和二十三年度連合会会費(領収書控)

会費領収書(控)四月度・五月度

会費領収書(控)六月度・七月度

会費領収書(控)八月度・九打度

会費領収書(控)十月度・十一月度

会費領収書(控)十二月度・一河度

会費領収書(控)二月度・三河度

(昭22.5~フ)

(昭22.11~23.5)

印召22.12~23.5)

(昭22.フ~24.2)

(昭22.フ~8)

(E召22.フ~23.11)

(昭22.8~23.4)

広島市青年連合会

N 刊行物

リ

(昭23.1~12)

(a召23.10~24.2)

(昭24.6~25.3)

印召24.6~25.3)

(昭24.フ~25.3)

(昭24.11~25.3)

(昭24.12~25.3)

(昭25.2~3)

<1>刊行物

196 『日本に於ける民主主義』

197 『政治と教育」

198 『生活協伺組合』

199 『生活と美術』

200 広島県青年郷土復興要綱

"

^

4冊

ガ

"

ガ

"

訂

ガ

201

"

1冊

1冊

1冊

「民生時殺」昭和23年2月15日号

U

リ

『戦争放棄について』

「青年」九月号第三十三巻第七号

『ヒロシマ平和都市法』

ガ

υ

昭22.5

昭22.6

昭22.8

昭22.10

(a砲3)

リ

宮擇俊義著

蝋山政道著

本位田祥男著

今和次郎著

広島県・広島県青

年連会会

伊か全日本民生委

員連盟

横田喜三郎著

(財)日本青年館

寺光忠著

昭23.2

昭23.9

昭24.6

1冊

1冊

1冊

1冊

48冊

等

1
2
3
4
5
6
7

8
8
8
8
8
8
8
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ー
ー
ー
ー
ー
ー
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9
9
9
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冊
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205 「広島市青年連合会ニュース NQI

(昭和24年7月1日)」

「広島市青年連合会ニュ」ス NQ2

(昭和24年11月1日)」

青年文化叢書第1号

『わが家の食卓家庭料理ハンドブック

第一集』

『昭和二十六年度社会教育資料

青年学級開設の実際〔附青少年教育関

係調査表〕』

全国青年学級研究協議会記録大要

全国青年学級研究協議会実施要項

206

207

208

209

210

211

212

213

『若い軌跡広島市復興青年運動史』

『言いたい放題・したい放題」

昭25.フ

昭26.5

<2>ボスター

214 「祝成人の日」

広島市青年逹合会 4冊

215

"

「広島平和記念都市建設法公聴、会

平和記念都市建設法と広島の将来」

「求人錦華広島人絹工場」

「広島引揚促進大会」

広島市女子青年会

216

217

(・H召27.2,2~3)

1952.2.2~4

ガ

広島県教育委員会

5冊

218

昭39.8

昭62.3

1冊

1冊

「1950 第 1回素人歌謡曲のど自慢コ

ンクール」

「全長崎軽斉楽団競演大会第二回成年

式、成年祭」

「わしらの力で作りませう広島市生活

物資配給委員会」

「平和問題研究講座」

「時局問題講座」

219

文部省・宮崎県教

育委員会・宮崎県

勝丸博行著

"編

1冊

220

昭25

221

222

2冊

1冊

広島市・広島市青

年連合会

1冊

1冊

可部職業安定所

広島市在外同胞帰

還促進連盟

長崎市青年団連絡

協議会

"

1枚

1枚

1枚

1枚

-12-

広島市青年連絡会

青年連盟

広島市中央公民館

"

1枚

1枚

1枚

リ

1枚

1枚



<3>パンフレット・チラシ等

2器「観光比婆鳥瞰」(パンフレット)

224 「国民の祝日」(チラシ)

225 (「観光には夢の国宮崎県へ」ほか宮崎

県観光資料)(チラシ)

226 「祝成人の日」(パンフレット)

227 「平和の哥幻(楽譜,ガリ版刷)

228 「日本愛唱歌選・その七南天の花」

*229 (パンフレット・ポスター綴)

15

230

231

232

233

234

("召23.フ)

その他

広島市青年述合会腕章

総括の表(資料整理用)

議事録姻録,資料整理用)

(青年団等役職調査表)

(資料整理用)メモノート

(昭25,1.15)

比婆観光協会

昭25.3.1

(昭25.2~1の

宮崎県観光協会

広島市青年連合会

1 立'

1枚

3枚

永井隆作詩

広島市青年連合会

ほか

1 判1

47枚

1枚

1冊

広島市青年連会会

勝丸博行

"

訂

1個

1冊

1冊

1冊

1冊訂

-13 -・・ k
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1 (発翰綴) (昭和21年5円~22年12月)

復員青年諸君に訴ふ

西本願寺大谷光照法主の造族に対する言葉の件

勅令第百一号第五条第二項ノ規定二依ル届出二

関スル件

(幸艮告書作成の件)

広島市青年連合会加入名簿

食用野菜講習会閉催の件

(青年学校運営についての協議会開催)招待状

甘藷蔓(いも、ブる)配布の件

洋服用生地配給に関する件

広島市都市計画研究会開催の件

体育部委員会開催の件

常任委員会開催の件

(負担金送付の件)

定例常任委員会開催延期ノ件

(食糧危機突破対策緊急協議会開催の件)

結社届出事項変更届二関スル件

広島市青年連合会食糧危機突破委員会開催に関

すること

広島市青年食糧危機突破運動

(第一回社会科学研究会朋催の件)

体育部委員御集合の通知

青午体育大会実施要項

秋蒔大豆種子申し込に関する件

団員数並に年令等調査に関する件

常任委員会開催に関する件

緊急委員会招集の件

第一青年学校区域青年団体幹部懇話会開催案内

状

食枇危機突破委員及び連合会役員集合の件

文化部委員緊急招集の件

楽団結成に関する件

懇談会開催の件

天満青年同志会主催演芸会開催の件

団体結社届並に同與動届廃止に関する件

委員長互選及機構改革の件

(講演会朋催の件)

機関紙青年連会配布の件

委員会開催の件

市会議員及市政記者との懇談の件

第一回宝券消化について

宝券について市民各位の御協力をお願ひしま

す

一枚で七回の抽箴を楽しめる

第一回宝券売出要項

町政懇談会開催の件

第二次町政問題懇談会について

科学講演会開催について

青年運動の確立と推進について

青年運動について

夜警用木炭特配について

夜警用木炭特配二関スル件

夜警用木炭特配に関する件

青年協議会開催について

濠軍慰問柔道大会開催について

(濠軍慰問柔道大会開催招待状)

青年協議会開催について

広島県青年館設立起工式招待について

-15-



駅伝大会開催の件

佛斤憲法公布記念放送弁論大会入賞につき市長

賞メダル贈呈の件)

第一回広島市青年連合会一周年記念市内継走大

会審判会議開催の件

(選挙対策委員会並に食糧対策委員会開催の件)

青年館設立に就て

選挙対策・食枇対策協議会開催の件

第二次選挙対策総会朋催ノ件通牒

青年団体調査に関する件

第七回宝箴消化運動実施について

広島市第三四半期〔10~12月〕木炭出荷並配給

一覧表

総会開催ノ件

青年団体調査に関する件

五月度総会決議事項報告

食糧対策並ぴに鼠族昆虫駆除運動展開に伴ふ案

内

六月度総会決定事項報告

青年団体調査について

憲法発布祝賀青年祭挙行の件案内

広島県青年団体調査表(用紙)

青年協議会例会について

ボロ特別回収に協力の件

広島市の皆様へポロの特別回収につぃて

緊急協議会開催について

昆虫駆除薬品〔DDT・パクトール〕・〔アンツー〕・

〔鼠取器〕配布ノ件

鼠族昆虫駆除薬品代金諸求の件

(水泳大会閉催の件)

昆虫駆除薬品レくクトール〕配布の件

被推薦委員招集初顔合せ会開倍の件

鼠族昆虫駆除薬品代請求及薬品割当の件

素人演劇の脚本検閲について

防犯座談会開催の件

被推薦委員会開催の件

八河青年協議会価'会に付いて

八村度青年協議会結果報告に就いて

第二回広島県青年スポーツ大会広島市予選にっ

いて

掲示板埋立について

鼠族昆虫駆除実施に関する注意事項

(総会報告)

青年連合会九・十月度予定報告

鼠族昆虫駆除薬品代請求の件

青年団体調査に関する件

除虫菊乳剤配布に就て

広島県青年スポーツ大会申込の件

青年協議会例会について

(市民奉迎式場及ぴ御巡幸路の交通整理の件)

(臨時常任委員会開催の件)

常任委員会開催について

(広島県青年スポーツ大会)感謝状

十月度青年協議会協議事項報告

民生制度確立に就いての決議文

(広島市青年連合会加入届)

(広島市青年連合会加入の件)

除虫菊乳剤空缶回収に就いて

十一月度臨時総会開催の件

広島市生活物資配給委員会設立趣旨書

広島市生活物資配給委員会設立要綱

第二回広島市内一周駅伝大会実施要領

第二回広島市内一周駅伝大会準備委員会

青年芸能祭準備委員会について

-6-
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十二月度総会開催について

夜警状況調査にっいて

天皇陛下広島御巡路

第二回駅伝大会準備(の件)

十二月度青年協議会協議事項報告

(奉迎式場及び沿道の交通整理の件)

(広島市長礼状)

(奉迎式場及ぴ沿道の交通整理の件)

(広島市青年連合会委員長礼状)

2 (発翰綴) 昭和21年11月~22年12月

婦人団体運営講演会について

歎願書(諸生活物資配給用のトラック輸送の件)

報告書請求の件(害虫駆除報告書)

第二回広島市内一周駅伝大会実施要領迫加

駅伝大会に就いて

夜警用燃料特配に就いて

(第二回広島市内一周駅伝大会)案内状

(駅伝大会の礼状)

青年連盟名簿鯛整につぃて

(広島市青年放送弁論大会開催について)

改正憲法公布記念青年放送弁論大会要領

(青年運動の現状調査について)

婦人教養講座開設に就いて

婦人教養講座閉設要項

(広島県下放送弁論大会)経費支出伺

広島県青年館設立の為広島市立第一青年学校の

土地建物の一部使用認、可方申請

広島県青年館設立趣意書

(司法保護委員候補の推薦について)

(濠軍第六七歩兵大隊慰問柔道大会開催にっい

て)

(濠軍慰問柔道大会)経費支出伺

(改正戀法記念広島県下青年放送弁論大会)礼状

発送について

(第一回広島市青年連合会一周年記念市内継走

大会の後援と賞金について)

(市青年連合会補助金交付申請の件)

成年祝賀式実施協議会開催について

成年祝賀式実施要項

青年協議会例会について

青年団素人演芸作品報告要領

男女青年団幹部夏期講習会開催につぃて

(過誤者に対する処置軽減の)歎願書

(感謝状発送の件)

広島市青年連合会規約〔改正草案〕

輸入食糧調理講習会の記

関束四県下青年団体活動状況視察旅行計画

農村青年と語る会

(害虫駆除宣伝の件)

「まず健康は衛生から」(チラシ)

関東義損金募集歌と踊りの会開催(の件)

感謝状(関東義損金募集歌と踊りの会関係者)

天皇陛下御巡幸に関する照会の件

天皇陛下奉送迎につぃて

交通整理に当られる方へお願ひ

天皇陛下広島御巡路

市民奉迎式場図

市民奉迎式場設備計画図
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(広島市役所共済組合と広島市青年連合会)暫定

契約書案

4 (発翰綴) 昭和23年1月~24年2月

(臨時費未納の件)

(駅伝大会予選会の件)

(第二回駅伝大会参加賞引換の件)

(幹部会開催の件)

(各青年団体夜警用燃料特配第四四半期申諸の

件)

(第二回駅伝大会区問賞の件)

(福山一広島間駅伝大会の件)

常任委員会開催について

夜警用燃料特配に就いて

女子青年打合せ会について

女子青年打合せ会について(号外)

常任委員会開催について

二十三年度初総会開催に就いて

市青連に一任された事項担当委員とは

民生委員の改選に就いて

昭和二十三年度初総会経過報告

(総会開催の件)

(昭和二十三年度予算委員会の件)

広島市青年連合会規約

県青年館建設基金割当レート決定常任委員会開

催に就いて

市青連強化と団費納入に就いて

県青年館建設基金割当レート決定常任委員会開

催に就いて

(広島市青年連合会事務局拡充について)陳情書

県青年館建設基金に就いて

(夜警用薪・炭団・練炭の特配の件)

甘藷蔓依頼の件

社会科学文化研究講座に就いて

弁論大会開催に就いて

西広島商店廻訪競争に就いて

本村青年団宛礼状

(第五回国民体育大会広島市誘置に関する件)

第二回市青連芸能祭開催要項

甘藷蔓依頼の件

成年祝賀記念行事

(優良青年表彰の件)

成人式に就いて

成年教育に関する座談会開佐に就いて

(児童福祉大会開催の件)

芸能祭出演の方へ

(芸能祭参加申込・成人式参集の件)急告

(弁論大会・芸能祭開催費用の件)

芸能祭及弁論大会経費獲得に就いて

青年式並に青年祭祝辞広島県知事

青年式並に青年祭祝辞広島軍政部長

成年式における市長祝辞

芸能祭招待券配布に就いて

(青年式並に祝賀行事案内の件)

表彰者決定の件

昭和二十三年度初総会開催について

(青年式並に祝賀芸能祭・弁論大会の礼状)

県青連役員の件

団体誘致二関スル激励電報



昭和二十三年度第一回総会経過報告

連合会費納入一覧表

昭和二十三年度行事計画表

(文化講座申込の件)

甘藷苗の件照会

表彰状の件

復員者出迎へに就て

引揚促進委員氏名

常任委員会開催に就いて

(福井地方震災救援対策緊急常任委員会開催の

件)

常任委員会に就いて

文化部会開催

(甘藷苗照会の件)

(甘藷苗申込の件)

シベりア及中共地区引揚者の出迎へについて

女子青年活動状況鯛査について

緊急常任委員会開催について

第二回広島市青年野球大会実施要領

(第一回新生柔道大会開催の件)

(福井地方大震災)激励文

緊急総会開催に就いて

シベりア及中共地区引揚者出迎団体班別一覧表

(福井県連合省年団から県民救済の礼状)

福井地方救援作業隊の件

北陸地方震災義指金品募集について

緊急総会経過報告

引揚者出迎に就いて追加事項

晦時常任委員会経過報告

第二回広島市青年野球大会組合表及注意事項

(市青連会長からの手紙京都市京大病院外科

宛・福井県連合青年団団長宛・福井県吉田郡

下比志村農林省九頭竜川沿岸農業水利改良事

業所長宛)

県青迎事務局長ノ件

乎和祭花行進の件

八月度常任委員会並物価監視委員青午代表打合

会について

昭和二十三年度第三四半期分用紙指定生産資材

割当申請書

広島引揚促進大会について

広島市女子青年の決起を促す

懇願書(原爆蟻牲者供養盆踊り開催にあたり飲

酒暴行に対する指導警戒について)

第二回全日本青年団体連絡協議会報告

(市青連より平和運動の件)

九月度定例常任委員会開催について

第一回広島市青午水泳大会実施要項

青年団体幹部懇談会開俳について

八月二十日附書類に対する回答

委員会〔総会〕朋催について

女子青年代表者第一回打合せ会について

(各委員会開催の件)

教育委員の選挙について

第二回女子青年団打合せ会について

(柳瀬ハイキング、蹴球中国予選の件)

(公聴、会開催の件)

(立会演説会開催の件)

県教育委員立候補者立会演説会朋催に就いて

女子部会発足に就いて

常任委員会開催について

近代美術展覧会ポスター掲城依頼について

青年団体実状調査について

第一回広島文化祭開催に就いて



第参回市内一周駅伝大会中継所凖備依頼の件

(第一回女子部委員会開催の件)

第三回広島市内一周駅伝大会実施要領

第三回広島市内一周駅伝大会実施要領一部変吏

について

実施要領一部変更について

(第一回女子部委員会開催の件)

区闇最優秀記録賞について

(福山一広島問駅伝大会参加礼状)

年末総会並懇親会朋催について

7

(広島市生活物資配給委員会設立運動促進)ポス

ター送付の件

吊仔昜援護愛の運動」拠金運動について

(「引揚援護愛の運動」の礼状)

(夜警用の木炭特配の件)

夜警用の木炭割当につぃて

引揚出迎団体石ケン無償配布について

愛の運動参加団体に

(連絡網通知依頼について)

発翰儒刃 昭和24年3月~25年4月

広島市青年逕合会規約改正案

広島市脊年連合会〔二十四年度〕総会

昭和二十三年度事業報告

昭和二十四年二月度常任委員会議事報

昭和二十四年度行事計画案

一般会計決算書

特別会計決算書

広島市青年連合会規約

二十四年度第二回常任委員会開椛の件

五月定例総会開催について

春季野球大会開催の件

第二回広島市青年連合会軟式野球大会予選

青年団体調査について

東部地区軟式野球大会開催に就いて

西部地区軟式野球大会予選大会案内

(文化部々会開催の件)

(体育部々会開催の件)

広島平和記念都市建設法の市民投票につぃてお

知らせ

各部会々合について

広島平和記念都市建設法公聴会日程表

広島平和記念都市建設法公聴会所要経費

市長賞交付に付いて御願ひ

青年団体調査表について

(社会部々会開継の件)

第二回広島市青年連合会軟式野球大会優勝戦開

催について御知らせ

広島平和記念都市建設法市民投票棄権防止運動

について緊急打合せ会

広島平和記念都市建設法市民投票棄権防止運動

予算内訳害

広島平和記念都市建設法市民投票棄権防止運動

協力運動計画案

広島市西部青年協議会野球大会収支計算報告書

広島平和記念都市建設法賛否投票棄権防止運動

第二回広島市青年軟式野球大会

広島市青年連合会ニュース NQI

体育部々会開催の件
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幽動車操縦講習会計画立案の件

(懇談会開催の件)

助成金交付方申請

ヨ青書

棄権防止行進隊実施経過概要

棄権防止行進隊所要経費

単位団体啓蒙宣伝費

映画グループお知らせ

第四回国体広島市水泳大会予選について

市青連所属芸能研究会の結成について

体育部決定事項に就いて

資本主義と社会主義との研究会開催に就いて

(水泳大会準備委員会開催の件)

青年団体調査表について

マックァーサー元帥拝競技大会入場前売券発売

の件

芸能研究会の組織についてお願ひ

引揚援護強化について

第一回市長旗議長旗争奪選抜少年野球大会

(第一回市長旗議長旗争奪野球大会)申込書

第二回広島市脊年水泳大会について

(野球大会参加の件)

広島地方科金協議会委員推薦について

映画鑑賞券配布中止について

芸能研究会参加申込みに就いて

第四回国体広島市水泳大会予選について

(女子部の総会委員会開催について)

(八月度委員会朋催の件)

(海水浴参加の件)

第三回市青連体育部会招集

芸能会組織の件

広島県青年スポーツ大会報告要項

広島青年劇場の発足にっいて

第四回体育部会開催の件

広島英語教室入学につぃて

(青年団体調査表について)

広島県下青年優勝弁論大会要項

第四回体育部会開催の場所変吏にっいて

定例九月度総会開催について

(全国青年府県対抗陸上競技大会代表派遣)欠席

願

(市長議長懇談会準備講座開催について)

マ杯前売券について

(東口杯全国陸上競技大会参列選手決定報告ほ

か)号外

広島県青年スポーツ大会にっいて

助成金交付方申請書

市内一周駅伝大会打合せの件

青年劇場ニュース NQI

文化部々会

芸能講座開催について

十一月定伊畭谷会開催について

原爆都市青年交歓会開催要領

広島市青年連合会ニュース NQ2

(新聞代金支払の件)

広島~長崎交歓会

誓い(広島・長崎青年交歓会)

原爆都市青年交歓会行事日程

原爆都市青年交歓会に関する件

第四回市内一周駅伝大会閉催につき後援依頼

第四回市内一周駅伝大会開催要項案

広島・長崎原爆都市青年交歓会議事録

第四回市内一周駅伝大会開催につき主管依頼

(交歓会の反省会開催の件)
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補助審判員及コース審判員依頼の件

第四回広島市内駅伝大会朋催について

第四回広島市内一周駅伝大会各中継所審判委員

依頼

(会費未納の件)

(市内一周駅伝大会審判員依頼の件)

第四回広島市内一周駅伝大会(プログラム)

第四回広島市内一周駅伝大会要項案

演劇グループ召集の件

(長崎一広島青年交歓会の開催について)

定例十二月度総会開催について

広島市平和都市民道徳訓懸賞募集

国旗「日の丸」購入斡雄について

青年劇場試演会並に総会開催について御案内

(忘年会開催について)

感謝状下附に関する推薦について

(第一汰アルゼンチン入殖希望者)推薦状

優良青年表彰推薦者氏名

祝成人の日

(優良青年表彰式の案内)

昭和二十五年度"緑の週問"実施に就いて協議

会開催の件

国旗掲揚運動並に国旗斡旋依頼の件

青年会館建設敷地の選定方要望に関する諸願の

件

青少年関係団体打合会開催について

県青連役員補充の件

定例一月度総会開催について

広島青年劇場懇親会開催について

広島平和記念都市建設法賛否投票普及宣伝助成

金決算書提出について

青年指導者講習会開催についてお知らせ

昭和二十四年度末最終総会役員改選委員会部会

開催の件

(青年指導者講習会の件等について)

二十四年度最終委員会開催について

昭和二十四年度最終定期総会開催について

清掃美化運動について

8 (発翰綴) 昭和25年4 目~26年5 阿

(各部合同部会開催の件)

緊急委員会開催に就いて

長崎青年交歓会・中国青年協議会並に青年館殻

立期成委員人名通知に関する件

長崎青年交歓会出席に関し打合会開催の件

原爆青年交歓会放送座談会に広島市青年代表出

席者について

(青年交歓会の議題について)

全国青年平和大会開催について

世界平和建設に関するメッセージ

(世界平和建設に関するメッセージ)(英文)

全国青年平和大会開催について

全国青年平和大会開催要望の決議

定例委員会開催について

文化部会開催について

旧軍港都市転換法青年大会に対する激励電文

(新役員就任挨拶状)

市青年会館設立期成委員会開催通知

臨時委員会開催について

第二回市青年会館設立期成委員会開催通知
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北村文化部長辞任に関する件

第三回広島市青年連合会軟式野球大会予選会開

催について

(座談会茶菓料代の請求の件)

連合会費について

(第五回広島県青年平和祭大会開催援助)申請書

臨時委員会開催について

広島県青年平和大会要項

緊急臨時委員会開催に就いて

広島県青年平和大会開催に関して

広島県青年平和大会に関する件

海水浴実施に就いて

青年文化叢書第一号の消化御依頼について

第五回広島県青年スポーツ大会開催について

広島県青年平和大会準備使用金額明細表

第五回広島県青年スポーツ大会開催についてお

願い

(第五回広島県青年スボーツ大会選手推薦の件)

青年文化叢書第一号第一回分精算御依頼につい

(洲和道子バレエ公演会招待券売捌について)

広島市青年会館設立基金募集パレエ公演会開催

について

広島市青年会館設立基金募集バレエ公演会開催

の証明願について

パレエ公演会に関し観覧方依頼についてお願い

パレエ公演会ポスター掲示方御依頼に就て

パレエ公演会観覧方依頼について

(バレエ公演会案内の件)

物資払下要望書

定例委員会開催について

(青年文化叢書〔第一号〕販布状況迎絡の件)

(広島市少年軟式野球大会開催の件)

芸術祭公演及び試演会開催について

第二回広島市少年軟式野球大会開催並に申込害

配布方依頼について

第二回広島市少年軟式野球大会開椛要項

(広島市少午野球大会開催の件)

第一回広島市少年軟式野球大会プログラム送付

並に注意事項について

第一回広島市少年軟式野球大会

第五回広島市内一周継走大会共催方依頼につい

て

青年文化叢書第一号消化御依頼について

第五回広島県青年スポーツ大会について

(設立趣旨書及経画報告書送付依頼の件)

省年文化叢書第一号消化について重ねて御依頼

第五.回全国府県対抗青年陸上競技大会広島市代

表選手派遣援助方について

市長帰朝座談会開催について

広島市青年連合会発行「青年文化叢書第一号」

斡旋依頼について

(行事予定・連会会費納入の件)

晦時委員会開催について

(洲和道子バレエ公演会開催の件)

て

第五回広島市内一周継走大会後援方依頼につい

て

第五回広島市内一周継走大会主管方依頼につい

て

第五回広島市内一周継走火会朋催要項

(第一回広島市少年軟式野球大会役員就任依頼)

(第五回市内一周継走大会の件)

(忘年会開椛の件)

(青年文化叢書第一号精算の件)
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定例委員会開催につぃて

市青迎組織強化対策会議開催にっいて

仕ヒ婆郡山内北村青年連盟交歓会開催の件)

緊急臨時委員会開催にっいて

9 (発翰綴) 印召和26年3月~ 7月)

昭和二十六年分担金交付申請書

(文化講座・地区青年講座開催要領、収支予算)

第二回原爆都市青年交歓会開催にっいて

推愈方に就て

名誉副会長推戴方に就て

議場並に控室借用方依頼に就て

見学方依頼に就て〔浅野泉庭〕

見学方依頼に就て(三宅製針、広島図書ほか3

件)

(第三回原爆都市青年交歓会のおネD

(第三回原爆都市青年交歓会開催の案内)

第三回原爆都市青年交歓会開催にっいて

(広島・長崎両都市特別都市法護助善導)決議文

第三回原爆都市青年交歓会開催要項

第三回原爆都市青年交歓会日程細目

第三回原爆都市青年交歓会役員名禅

見学日程

三月定例委員会開催にっいて

昭和二十五年度総会開催にっいて

昭和二十五年度総会招集にっいて

青年文化叢書第一号精算にっいて

第三回長崎広島原爆都市青午交歓会歓迎会 n寅

劇のタベ」(パンフレット)

第三回原爆都市青年交歓会長崎側参加者名籬

第三回原爆都市青年交歓会参加者名捧

(「広島長崎原爆都市青年交歓会」規約)

昭和二十六年度行事表

昭和二十五年度広島市青年連合会行事予建表

女子青年幹部講習会開催要項案

広島市青年連合会基金カンパ趣意害

広島市青年連合会規約

〔参考〕広島県青年連合会規約〔案〕

(参考)昭和二十七年度文部省社会教育の基本方

倒'

〔参考〕昭和二十七年度広島県社会教育の基本方

針

広島市青年連合会規約 q座正)

10 (発翰綴) (昭和27年5月~28年3月)

第二回日本青年団協議会代議員派遣にっいてお

願い

市青逕規約改正案にっいて

臨時委員会開催につぃて

(原爆都市青年交歓会にっいて)

社会教育委員後任候補推薦にっいて

第五回広島市青年軟式野球大会後援方依頼にっ

いて

第五回青年軟式野球大会開催要項

第五回広島市青午軟式野球大会後援方にっいて
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第五回広島市青年軟式野球大会開催要項

定例委員会開催につぃて

広島県下青年スポーツ大会開催にっいて

第七回広島県下青年スボーツ大会要項

全国青年大会開催並びに県下青年スボーツ火会

一部変吏について

連合会会費納入につぃて

県下スポーツ大会参力Ⅲこついて

醐時委員会開催について

講和記念全国青年大会出場者派遣にっいて

定例委員会開催について

加入団体調査につぃて

原爆都市青年交歓会促進委員会開催にっいて

市政研究会開催について

臨時委員会開催について

第七回広島市内一周継走大会開催にっいて

第七回広島市内一周継走大会開催要項

第七回広島市内一周継走大会後援方依頼につい

て

昭和二十七年度青年市政研究会協力方懇請にっ

いて

第七回市内駅伝競走大会開催費助成金交付申請

(第七回市内一周継走大会支援のネD

役員会開催について

定例委員会開催について

忘年宴会開催について

(原爆都市青年交歓会にっいて)

忘年宴会開催に就きましての御案内申上ます

市政研究会開催につぃて

原爆都市青年交歓会につぃて

第四回市政研究会開催に就いて

第五回市政研究会開催にっいて

恒例懇談会

第二回中国ブロック国際理解指導者講習会開催

について

恒例懇談会開催について

臨時研究会開催について

原爆交歓会行事に関する件

原爆傷害者救済募金運動につぃて

原爆両都市青年交歓会派遣者研修会の件

交歓会終了にあたっての反省会開催にっいて

年度末委員会開催について

(原爆傷害者救済募金運動について)

メダル〔区間賞〕交付方申諸にっいて

広島市内一周継走大会協力方依頼にっいて

第二回市政研究会開催につぃて

第七回広島市内一周継走大会協力方依頼にっい

て

広島市内一周継走大会協力方依頼にっいて

第七回広島市内一周継走大会役員推戴につぃて

Ⅱ (来翰綴) 昭和21年3月~Ⅱ月

補助金交付二関スル件

(昭和二十年度青少年育成協議会費の件)

結成準備委員会経過報告

広島市青年連合会規約

広島市青年連盟規約〔案〕

広島市青年連合会加入名緋
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経費支出伺

緊急委員会開催通知

(報告書作成の件)

旧軍用特別物件払下申請害

転用物資申請書

洋服用生地配給申請書

炭礦労務名慰問激励に関する件

田本青年館「館報」第三号配布の案内)

(日本青年館)「館報」第三号

軍用物資転用方申請に関する件

軍用物資転用方懇請に関する件

洋服用生地配給申諸書

(調査依頼)

炭礦労務者慰問班員名籌比治山連合青年団

炭破労務者慰問班員名簿吉島青年民主連盟

炭礦労務者慰問班員名籌広島市青年連会会

感謝状(盗難防止の為自発的夜警に当る吉島青

年民主連盟に)

結社届出変吏二関スル件

結社届出事項変更届二関スル件

青年団郡市連合体結成状況調

広島市復興祭に関する件

届出事項変更届

政党協会其の他の団体の結成の禁止等に関する

勅令の注意事項

(団体規模等網査依頼)

平和復興祭〔仮称〕執行打合会に関すること

領収証

欠席届

印召和二十一年度男女青年団体幹部夏期講習会

経費の件)

平和復興貯金実施要綱案

平和復興貯金記念スタンプ募集について

救援米拠出二関スル件

経費支出伺

青年教養座談会の件、女子部県委員会開催の件、

女子部委員会開催通知

二十一年度青年草刈運動実施要項

青年教養座談会事項

青年の一人一研究並に郷士工芸品振興運動実施

要項

(市青連役員改選の件)

友愛米搬出証明書について

広島県青年団体連合会規約提出原案

団体調査に関する件

第一回広島県青年スポーツ大会開催について

転用相撲帯の件について

簡易公共事業実施打合会開催について

戦災復興簡易公共事業関係各町内会調書

(改正戀法公布祝賀大会協力の礼状)

簡易公共事業実施について

第一回広島青年スポーツ大会後援依頼の件

第一回青年スポーツ大会委員の件

広島市繊維製品配給委員会開催の件

広島市食糧調整委員会設立要綱案

-6-
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草津青年速盟解散報告

洋裁会員募集

a・一月定例委員会決議事項について)連絡

平和精御昂揚青年弁論大会につぃて

中国地区青年団体協議会開催について

醜時拠出金並に一般拠出金送金方の件

十二月に救国貯蓄特別運動を展朋

各金融機関別目標額決定

「貿易再開救国貯蓄特別運討」」期間中の貯蓄成果

集計

生計調査表急送方の件

民生事業振興協議会

「平和精祁昂揚青年弁論大会」に関する件

平和精御昂揚青年弁論大会

共同募金宣伝委員会開催について

共同募金について

生計調査十月分送付方の件

(広島市生活物資配給)委員会開催にっいて

(全中国新生柔道争覇戦について)

(社会事業資金共同募金)募集委員会朋催につい

て

ー)いて

恋愛、結婚、性討論会開催に関する件

全日本青年産業振興火会要綱

(「コムミュニテーチェスト」運動の件)

青年団の暴行に対する批難

爆心公徳音頭

広島市生活物資配給委員会設立要綱

実行委員会開催に招請の件

物価安定推進講演会並に県青連委員会開催通知

中国五県青年協議会準備会議記録

生活物資配給委員会〔仮称〕結成民主団体協議

会招請の件

(観音青年逕盟発会式開催について)

(宗教迎合懇談会開催の件)

(講演会開催の件)

第二回広島県脊年スポーツ大会入賞者に対する

賞状送付の件

青年館運営委員会開催について

第二回県青年スポーツ大会プログラム編成会開

催の件

県下青年座談会御案内

(「生活共同組合」の件)

広島市生活物資配給委員会設立要綱案

公民館運営研究会開催について

公民館運営研究会開催要綱

(東口杯陸上青年全国府県対抗疑技大会県代表

選手決定の件)

東口杯陸上全国青年府県対抗続技大会広島県選

手名

青年団名籟に関する件

輸入食糧調理講習会開催に於て

第二回結婚改善研究協議会開催につぃて

(委員会開催について)

青年団体調査について

(広島市文化団体協議会の設置)趣意害

広島市文化団体協議会規約案

恋愛と結娯性教育青年討論会開催にっいて

恋愛と結婚性教育青年討論会要項

一人一研究並協力活動振興及全日本青年産業振

興火会について

俳斤生柔道争覇戦開催について)

燃料闘争に関する件

食生活刷新に関する講演会及開理講習会開催に

ーフー



招待文化懇談会並子供大会

第二回東口杯全国青年対抗競技大会広島県予選

大会について

第二回広島県青年スボーツ大会要項について

第二回広島県青年スポーツ大会要項

九月定例委員会朋催通知

専門部会開催について

(夏季大学について)

(第一回県下青年優勝弁論大会瑚催の件)

第八回宝籔売出について

第八回宝簸売出要項

男女青年団体幹部講習会開催について

素人演劇の脚本検閲について

第一回加盟団体対抗選手権大会要項御通知ノ件

マラソン選手各位の参加を御案内します

訪問マラソン参加商社芳名

県下女子青年幹部委員講習会出席考名縦

原爆三周忌追悼大法要・稲生公百九十年夏祭

夏季青年農村講座開催依頼に就て

八幡高原夏季農村講座

女子青年団体幹部委員講習会開催について

女子青年団体幹部委員講習会開催要項

夏季青年農村講座開催依頼に就て

八城高原夏期農村講座

鼠族昆虫駆除運動協議会開催について

鼠取運動実施について

鼠取運動実施計画

(稲生講結成と協力の件について)

稲生講世話人芳名録趣意書

「稲生武太夫とお化の槌」の原蘭

稲生公の御御格

(日本青年館)「館報」第15号

(夏季大学閉催に対する協力依゛助

電報(芋苗の準備について)

(在広の文化団体懇談会開催の件)

中国第一回アマチュア自転車レース大会開催の

件

殺虫剤交附願

産業各部委員会開催案内

男女青年団体幹部講習会開催について

男女青年団体幹部夏期講習会開催要項

青年団素人演芸作品について

陸上競技アマチュアー資格の件

(陸上競技アマチュアー資格の件)

陸連各種迎絡事項「アマチュアー資格の件」

青年団索人演芸作品について

青年団素人演芸作品二関スル件

(青年団素人演芸作品に関する件の英文)

素人演劇作品二関スル件

〔素人演芸団〕上演報告書〔一例〕

広島平和祭協会創立趣意書

広島平和祭協会会則

広島平和祭協会分担金納入書

地方文化調査についてのお願い

委員推薦に関する件依頼

委員会別委員推薦連絡先

出荷促進協議会規程

配給監視委員規程

広島県指定物資配給羽整委員会規程

価酪合監視委員規程に基dく監視区域)

(出荷促進協議会規程に基づく物資地域名)

(若草町青年連盟新役員紹介)

(日本青年館)「館報」第14号

広島県青年迎合会定例委員会開催につき依頼
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広島県青年連合会定例委員会開催案内

日本社会科学青年同盟とは

日本社会科学青年同盟綱領・規約

日本社会科学青年同盟役員一覧表

物価引下逐動委員会開催の件

平和祭協議会日時変吏の件

出張所一覧表

昭和二十二年度新憲法普及計画

青年による新憲法討論会の開き方

牡会教育研究大会意見発表者

社会教育研究大会参加者名簿

代表考協議会開催の件

中正青年党〔会〕々則案抜萃

平和祭挙行につき御依頼

戸明書

社会教育研究大会開催要綱

(委員会開催案内)

(東京講習会の速記録集新戀法講話発売につい

て)

広島県青年団体詔査表

第七回宝籔消化運動実施について

広島県青年連合会二十二年度県委員会開催案内

第七回宝籔発行について

第七回宝鍍売出要項

(「日本農村文化研究所」創立の件)

(日本農村文化研究所定宗幻

新憲法実施記念行事実施要領〔案〕

新憲法発布記念行事原案

新憲法実施記念行事打合せ並に棄権防止促進協

議会開催について

(公選市長の件)

「改正地方制度の話」送付について

昭和二十二年度本市国民貯蓄指導員選任にっい

て

(女子部委員会開催について)

(郡市青年連合団体長会議開催の件)

広島県青年館建設委員会緊急開催の件

県委員会報告

地方別青年団体恊議懇談会に参加をすすめる事

社会教育振興協議会開催について

市長公選二関スル件

新憲法脊年放送討論会開催について

新憲法青年放送討論会要項

県下郡市青年連合団体長会議開催について

広島県下郡市青年連合団長会議開催要項

改正憲法公布記念青年放送弁論大会開催にっい

て

改正憲法公布記念青年放送弁論大会要項

広島県社会教育委員会委員氏名

「青年公論会」〔青年常会〕の朋き方

地方事務所五市社会教育事務担任者会同実施要

項

広島県青年協議会青年委員会結果報告に関する

件

青年の食糧一握運動展開要項

広島県青年連合会概要

広島県青年連会会規約
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13 (来翰綴) 昭和22年10月~25年4月

青年スポーツ大会役員差出方依頼の件

(広島県青年連合会の助成育成のための県予算計

上について)陳情書

青年館運営委員会進行予定

青年館運営会計月別報告書

広島県青年館工事現状報告書印召和二十二年十

月末日現在〕

広島県青年館建設基金郡市別一覧表印召和二十

二年十一月現在〕

青年館運営委員会開催の件

青年運動の具体的問題についての懇談会開催の

件

第五回全国青年団体連絡協議会代表派造につい

て

建設会計報告書

青年館建設費一覧表

運営会計報告書

昭和二十二年度一般会計中問報告

生活改善連盟運動に関する件

広島県生活改善連盟趣旨

広島県生活改善連盟規約

新制高校設置推進に関する件

総合大学誘置運動協力に関する件(等)

農業協同組合設立強化青年運動協議会要項

農業協同組合設立強化に関する恊議会開催につ

いて

文化部会開催について

農業協同組合設立強化促進協議会の経過

広島県青年連合会役職員表

二月委員会の経過並に決議事項について

文化部会議の経過及青年連合新聞支持強化につ

いて

都市連合団体長会議開催につき出席方の件

団体長会議の大要について御知らせ

拠出金送金方についてお願ひ

各種拠出金拠出状況一覧表

昭和二十三午初の委員会開催について

俳斤学制の実施による新制高等学校設置)陳情書

広島県青年連合会規約〔改正案〕

委員会出席者名筵

共同募金について

第一回日本青年団体連絡協議会報告

県青連規約改正案の件

県青連構成図

組織運営強化の件

青年館建設の件

青年館建設進捗状況

委員会招集通知

(役員名簿事務局名簿提出の件)

役員事務局名簿

広島県下女子青年幹部養成講習会要項

青年弁論大会開催に就いて

四河期県青年連合会委員会議案並報告と議事録

四月委員会議事録等送付の件

広島県青年連合会規約

新年度役員決定

(県青連常任委員会開催の件)

(五河委員会並に青年教育建設会議開催の件)



(県青連女子部講習会開催の件)

(青年団体幹部講習会開催の件)

(広島県青年連合会仮委員会協議事項について)

(広島県青午連合会七月委員会開催の件)

七月委員会議事録

(常任委員会及女子部会閉催の件)

(県下町村地区青年団体代表幹部と懇談会開催

について)

(団体名筵等の回答受領の件)

(団体名簿等の回答依頼の件)

県青連常任委員会開催の件

(県委員会開催の件)

女子青年懇談会開催之件

第三回広島スポーツ大会第一報

(高松宮様と県下青年団体幹部との懇談会開催

の件)

第三回広島県青年スボーツ大会要項

(スポーツ大会の会議開催の件)

スボーツ大会設営に要する人員派遣依頼の件

教育委員選挙棄権防止について依頼

第三回広島県青年スポーツ大会要項

(中国・四国青少年指導者講習会開催の件)

(広島県青年連合会附属青年館の竣工記念式並

記念行事の案内)

電話番号の変更について

(事務局長会議開催の件)

(委員会開催の件)

広島県青年逕合会規約改正案

講師紹介について

(青年一人一研究発表大会朋催について)

(産業振興大会開催の件)

(青年団体経済復興問題討議会開催の件)

選挙権の満十八才に引下運動展開に関する件

(広島県青年述合会委員会開催の件)

日の丸愛国運到」"国旗を翻しましょう"

(広島県青年迎合会規約)

広島県青年迎合会委員会朋催について

広島県青年迎合会規約改正案

ポーイスカウト指導者講習会について

(第一回委員会開催の件)

広島市県青年連会会規約改正案

広島県青年館設立趣意霄

第三回社会教育研究大会実施要綱〔昭和二十四

年〕

昭和二十四年度第一回委員会議事録

広島県青年連合会規約

昭和二十三年度広島平和協会事業報告

財団法人日本性病予防協会広島県支部設立趣旨

財団法人"本性病予防協会広島県支部規則

肉体の防衛

産業部長〔農林関係〕会議開催について

二十四年度第一回常任委員会

臨時委員会開催について

体育部昭和二十四年度予算表

広島県青午連合会臨時委員会次第

広島地方料金協議会委員推薦依頼について

世論科学 N03

市青連ニュース N01

広島市議会句報第三三号

第三回委員会開椛について

(国際文化協会音楽鑑賞部規約)

(競技大会役員決定について)

事務局長会議並地方編集委員会開催に関する件

広島県青年速合新聞地方編集委員設置要領



各郡市団役員班務局名緋σⅡ紙)

引揚促進県連報 NQ5

(青年館の道路計画について)

(県連の状況伝達依戴将工項送付につぃて)

広島県青年迎合会執行部氏名

県下青年弁論大会開催にっいて

(体育部長会議開催につぃて)

第三回県迎委員会議事録

農民夏期大学開催につぃて

一人一研究恊力漸動奨励運動にっいて

二十四年度県青連事業計画

青年館建設趣意書並Ⅱの丸運動パンフレット送

付の件

一人一研究協力活動奨励運動にっいて

全日本青年産業振興火会

第一回事務局長会議要項

広島県青年館設立趣意書

雑誌「青年」はあなた方と共にたのしく語り合

う生きた雑誌(チラシ)

中青協出席について

青年連合新剥 N098

社会部長会議開催の件

広島県提出議題実施要綱案

第四回中国地区青年団体連絡協議会

中国地区青年団(体)連絡恊議会〔速¥田

運営委員会経過帳告

昭和二十四年第三四半刈分用紙指定生産資材割

当申詰書

プログラムとその作り方

岡山県青年の歌

岡山青年新聞第5号

山口県連合青年団団報 N02

中国地区青年団体連絡協議会規約修正案

述営委員会経過報告

岡山県公報号外

本会議〔速*脚

広島県青年スポーツ大会報告要項

(協会役職員名・組織)

県下青年スボーツ大会要項案

(第四回県下青年スポーツ大会について)

憲法公布二周午記念論文募集の迷旨周知方依頼

について

社会部長会議議事録送付にっいて

性病予防週間に関する件

青年舘土地建物事件に関する報告

U具青年舘及附属宿泊施設並器具等借上)契約書

広島英語教室入学案内書

第二回対策委員会議事録第二号

県下青年スポーツ大会要項変更通知

(第三回マ杯大会前売券の精算にっいて)

青年団貯蓄懇談会に就いて

公認、広島速記学校要項〔夜問〕

入学願書(用紙)

財団法人広島児童文化会館ホール使用願

第ープロック討議録

第四回日青協大会出席者名籌

横山先生の指導講演

交渉団報告書

小団討議第ニグループ速報

小団討議の心、得について

第参回運営委員会速報

日本青年団連盟「仮称」結成にっいて

日本青年団連盟〔仮称〕結成準備会規約案

広島英語教室入学案内について
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(広島県下スポーツ大会)申込督促の件

広島県下青年スボーツ大会最終決定要項

広島県下青年優勝弁論大会要項

広島県下青年優勝弁論大会参加者(名篝)

交渉団報告害〔ニ〕

交渉団報告一号

脊年館対策委員会規約

緊急郡市団体長会議出席者氏名

青年館士地建物俳分きゅうに関する件

第二回県下青年産業振興大会日程変吏にっいて

青年普及委員設置につぃて

財団法人広島県青年館寄附行為

事業計画

「青年」普及委員設置要項

成人の日贈呈用「バ、ソクル」「ブローチ」斡旋に

「ラジオ普及運動」要項

あの町この村ラジオで伸るみんなラジオを聴

きましょう(チラシ)

「ラジオ」普及斡旋要領

ラジオ未聴、取者実態調査

広島県町村別ラジオ実態調査集計表

財団法人広島県青年舘評議員会開催にっいて

「ラジオ」普及について御願ひ

郡市連委員会開催期日報告に関して

第一回財団法人広島県青年舘評議員会開催通知

委員会開催期日予定について

(広島県青年舘評議員会)委任状

昭和二十五年度新役員並事業計画収支予算報告

について

青年連合新聞協力方依頼について

財団法人広島県青年舗設立中問報告

ラジオ放送について御願ひ

ついて

(ラジオの普及について)

15 (来翰綴) 昭和23午 1月~24年3月

広島市紙芝居指導者連盟準備委員会開催にっい

て

広島県下青年優勝弁論大会御案内

広島県下青年優勝弁論大会募集規定

紙芝居コンクール審査員御依頼について

紙芝居コンクール開催要項

広島県青年館工事現状報告書〔昭和二十二年十

月末日現在〕

「ものを識る会」案内

配分委員会開催の件

"愛の運動"募金配分について

(第四回日本美術展覧会広島会場開催の案内状)

(シモヅ徽章製作所の宣伝)

(厚生政務次官就任の挨拶状)

(国際文化協会・広島YMCA主催第26回レコー

ドコンサートの案内)

(前進座劇団活動報告)

愛の運動募金配分計画案

引揚援護"受の運動"募金収納報告

紙芝居コンクール御後援御依頼について

紙芝居コンクール開催要項

配分委員会開催の件

広島総合大学設立募金打合せ会開催について

第一回青少年指導講習会開催について

-3-

1



広島芸能グループ結成趣意

引揚援護"愛の運動"募金収納明細報告

(引揚完遂大会開催)御案内状

災害救助隊昭和二十四年度の方針

昭和二十四年度広島市災害救助対策計画案

広島市災害救助対策委員会開催について

(広島県生活改善連盟協議会開催の件)

日展開催要項

偶1揚促進要望市民大会)趣意書

総天然色十六ミリ映画試写会御案内

配分委員会開催延期の件

配分委員会開催の件

(昭和二十四年度第一回委員会開催の件)

討論会運営委員会開催について

(第三回マックァーサー元帥杯競技大会準備委員

会参与委嘱の件)

(犯罪発生状況表の訂正について)

印召和二十三年度〕広島市に於ける犯罪趨勢

盗犯防止戸締実施運動必携

広島市災害救助隊規則〔案〕

(広島市災害救助対策委員会第一回打合会開催

の件)

(親和会興業配慮に対する礼状)

広島市防犯連合委員会〔仮称〕設立にっいて

広島市防犯連合委員会〔仮称〕委員名筵

広島市防犯迎合委員会〔仮称〕第一回委員会

広島市防犯逕会委員会〔仮称〕規約案

最近ニケ月〔自8 河至10月〕問に於ける年令別

検挙人員調

十二月討論会開催打合について

(定例委員会)協議案

(在日本朝鮮人連盟広島県本部開催の懇談会)招

待状

(児童文化会館について至急オ所炎通知)

伯主青年連盟結成の件)

児童指導組織について

(広島文化団体協議会開催の案内)

教育問題研究所設立にあたって

国旗掲揚について

広島市選手団結成式と壮行式挙行について

(広島文化団体協議会創立総会開催の件)

(米田物産株式会社営業所朋所案内)

米国陸軍貸与ナトコ映写機指導者講習会につい

て

米国陸軍省貸与十六粍発声ナトコ映写機による

視覚教育指導者講習会開催について

優良青年団体推薦方依頼について

優良青年団体調査方依頼につぃて

公共団体の庁舎使用制限について

地方における社会教育団体の組織について

地方における社会教育団体の組織について

昭和二十三年度第一四半期文化関係事務用紙割

当について

(児童文化会館等に関する協議会開催の件)

後援方依頼の件

教育委員の選挙は如何にあるべきか

広島市第二回公開世相討論会開催について

懇談会開催について

教育委員の選挙について

青年団体幹部懇談会開催について

ガウルスカウト幹部指導者懇談会開催について

(暑中見舞)

広島引揚促進大会え御参加下さい

電車賃値上げ問題について世論調査
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(児童慰問演芸会開催)通知

第二回平和祭御案内

第二回平和祭行事一覧表

国旗掲揚について

呉みなと振興近県盆踊競演大会開催について

同和教育指導者協議会開催の件

短期夏季スポーツ学校開設に伴ふ受講者詮衡の

協力方依頼について

短期夏季スボーツ学校実施要項

(福井震災に際し広島市青年連合会勤報隊派造

に対して)御礼

文化団体調査並文化関係事業用紙割当について

男女青年団体幹部講習会開催について

男女青年団体幹部講習会開催要項

(機関誌出版の件)

(大美術展覧会出品依頼の件)

ハンドポール講習会開催要項

(芋苗の件)(電報)

広島平和協会について

平和祭行事打合委員会開催について

広島平和協会会則

広島県青果物配給調整委員改選について

(八丁堀青年連盟結成の件)

天皇陛下御留位署名懇願運動覚書

爺樹寅座談会開催の件)

平和文化大学講座紹介

昭和二十三年度総会開催について

(講演と懇談会開催の件)

広島市束部青年団体協議会趣意書

東部青年団体協議会協識事項報告

第一回東部青年野球大会

貯蓄増強に関する懇談会開催について

(中西氏より返信)

(文化と文学の懇談会開催の件)

(会報「スクラム」への投稿の礼1幻

昭和二十二年度負担金納入について

第二回社会教育研究大会参加依頼について

第二回社会教育研究大会実施要項

(協力の礼並びに今後の援助依1動

アマチュアー規定に就いて

(会報「スクラム」の原稿依頼の件)

児童福祉週間行亊一覧表

(児童文化会館大ホール開館式並に記念諸行事

案内)

(「ラジオの集い」について)

(第二回県下青年弁論大会開催の件)

(甘藷蔓の件)

(甘藷蔓の件)

(第五回国民体育大会誘致に関して)電報

(第一回民生委員推薦委員会開催の件)

YMCA 3月集会案内

スポーツ賞詮衡委員会朋催について

広島市体育協会施設委員会委員依頼について

(民警懇談会開催の件)

国立総合大学広島設置期成同盟会広島支部協議

会結成について

(農村青年と都市青年の意見交換)御案内

役員選出のことについて

県営載災学校復興宝箴の消化について

第1回広島県学校復興宝くヒ(チラシ)

第1回広島県学校復興宝くじ(現物)

第五回国民体育大会誘致委員会結成準備委員会

開催について

(書類送付の件)



広島県下青年運動に関し懇談会朋催について

婦人代表者協議会闇催要綱

16 (来翰綴) (H召和23年8月~25年4月)

(平和祭記念盆おどり競演大会開催の件)

(福井市の震災礼の件)

(青年迎合会宛広島市東京出張所矢吹憲道書簡)

(ハガキ)

(至急お願い)

(福井芳郎画伯代表作並に広島戦災以来の近作

個人展開催の件)

福井芳郎画伯後援会趣意書

第二回青年婦人戦線統一懇談会開催に係る件

"天よηの大いなる声"刊行記念茶話会御案内

二葉青年塾入学式挙行案内

私立二葉青年塾設立趣意書

私立二葉青年塾々則

昭和二十四年度入学志願者募集要項

第三回青年婦人戦線統一戀談会開催に係る件

舞踊コンクール

(ダンスパーティーの案内)

(堀内庸村著『起ち上る青年迎動」に関する)

推薦の言葉

(憲法施行二周年の式典に参列して)

春のスポーツ展覧会(案内)

郡市別青年指導者研究会開催について協力方依

頼

(皆実町青年団解散届)

(納入金延滞の件)

第二回広島市青年軟式野球火会

一西部地区予選一

(大演説会開催について)

第二回青年指導者研究会開催について

警察関係座談討論の会に御出席を得たき件

第二回青年指導名研究会開催要項

県下青年弁論大会開催について

県下青年弁論大会開催について

(国際文化恊会音楽鑑賞部規約等)

海のキャンプとレコードコンサート

(国際文化協会音楽鑑賞会)入会申込書

ソ連引揚者を囲む座談会

(西天満青年好友会迎盟脱退届)

(第二回ヒロシマポーイスカウトジャンポリー開

催について)

(慰霊祭の案内)

(少年野球大会朋催の件)

(研修講座開催の件)

夏期愛善講座

(少年軟式野球大会開催について)

(革新青年党県本部長就任挨拶)

郡市別女子青年指導者講習会開催について協力

方依頼について

郡市別女子青年指導者講習会開催要項

(広島県傷病名福祉協会の設立について)

広島県傷疲者福祉協会設立趣意書

広島県傷疲者福祉協会賛助者芳名縦

社団法人広島県傷瑛者福祉協会定款

身体障害考福祉法制定促進に関する要請

(川入本町西部青年同志会発足の件)



(柔道大会開催協力の礼状)

身体障害考吏正対策に関する請願

身体障害者福祉法案

県促進連盟委員会開催について

はこと保育園運動会開催の案内)

優良民主団体鯛査方御依頼について

(純潔教育についての懇談会開催について)

優良民主団体調査要領

出版物申告乎続について

生活改善運動推進の為の協議会開催について

生活改誓運動のための協議会実施要項

経済統制の励行確保に関する啓発宣伝につき協

力方御依頼について

「純潔教育についての懇談会」実施要項

(原爆青年交歓会について)

(交歓会記録について)

広島長崎原爆都市青年交歓会

(交歓会について)

(交歓会の礼状)

討論会朋催に関する御案内

昭和二十五年度満州引揚訓練生農家委託〔伝習

生〕募集協力方依頼について

昭和二十五年度満洲引揚訓練生北海道農家委託

実施要綱

(広島ユネスコ協力会評議員推薦の件)

広島YMCA第一期会館建設コンセットハット落

成感謝会

広島YMCA12月案内

(成年式、成年祭)全長崎軽音楽団競演大会プロ

グラム

長崎市成人の日祝祭プログラム

成年証書(長崎市)

第2回青年産業振興大会開催について

第2回広島県産業振興大会開催要項

(講演会開催の件)

(防共新閣社広島支社誘置の件)

青年指導者講習会開催について

青年指導者講習会開催要項

(広鳥ユネスコ協力会)常任理事推薦お願の件

ユネスコ協力会役員名簿

広島ユネスコ協力会則

(赤十字奉仕団青少年赤十字団関係名の専門的

研究懇談会開催の件)

(赤十字事業に関する懇談会開催の件)

日本赤十字社広島支部事業概況

昭和二十五年度赤十字募金運動要綱

婦人週問開催凖備委員会について

婦人週間開催要綱(広島県実施要綱)

地方婦人問題会議の開催要領案

(広島ユネスコ協力会)会員募集にっいて

広島ユネスコ協力会設立趣旨

(自由八椛思想普及の講演と映画講師歓迎会

開催について)

(県下青午婦人懇談会)案内状

(広島戦災死残者供養会評議員就任)依頼状

広島戦災死残者供養会規約改正〔案〕

迷意書(藤井日達老師講演会開催の件)



17 (来翰綴) 印召和24年4月~25年1月)

昭和二十三年度広島市体育協会事業報告

昭和二十四年度事業計画〔案〕

昭和23年度歳入出決算書

「広島青年」発行収支決算報告

松原町大火義娼金配分について

広島市松原町大火義損金配分委員名等

松原町大六義拐金一覧表

駅前大火義損物資並に配分対象者明細表

在籍櫂災者名縦

広島市松原町櫂災者名難〔非在籍者の分〕

(紙芝居指導者連盟発会式開催の件)

「愛の運動」委員会開催について

引揚援護「変の運動」実施要領

引揚援護「愛の運動」について

昭和二十四年度評議員会決定事項

成年式挙行に関する件

青年祝賀式に於ける広島市長式辞

(広島市災害救助対策委員会委員解嘱の件)

(解嘱状)

委員会開催について

委員会協議事項

引揚促進引揚援護受の運動講演会並幻燈及ニュ

ース映画開催について

昭和二十三年度第三四半期分文化関係事務用紙

割当について

駅頭援護について

(幻燈の会開催について)案内状

(第三回マックァーサー元帥杯全国競技大会開催

の件)

映画団体観賞会案内並に特別試写会招待につい

て

各団体調査依頼に就いて

C正映画「総天然色少年赤十字」特別試写会

招待について)

(広島平和記念都市建設法市民投票についての広

島市民大会開催の件)

市民大会開催方法の案

指定生産資材申請について

社会教育法

良害のあっ旋について

昭和二十四年度総会開催について

(参議院議事部長の講演会出席案内)

(市民大会準備委員会開催の件)

市民大会準備委員会枇成団体名およぴ代表者名

(駅頭援護打合会開催の件)

広島市平和記念都市建設法公開討論会準備打合

の件

(市民大会開催の具体的方怯についての小委員会

報告)

委員会協議事項〔出迎計画〕

帰還者出迎について

舞鶴入港高砂丸復員者名筵

睡鶴入港永徳丸復員岩名難

舞鶴入港第一大拓丸復員者名籌

信濃丸復員者名簿

引揚促進県連報 NQ2

広島平和都市建設法周知徹底対策

広島平和都市建設法

-38-



市民大会準備会議事

市民大会の筋書の案

啓蒙宣伝方法の案

市民大会朋催準備委員会委嘱団体及び代表者名

広島平和記念都市建設法

長崎国際文化都市建設法

U也方公共団体のみに適用される特別法、特別法

の制定、特別法の住民投票)

加入申込霄(体育協会)
^^

広島市平和記念都市建設法に関する市民大会御

案内

(受領式案内の件)

引揚促進県連報 N03

(第三回マックァーサー元帥杯競技大会へ尽力の

ネD

事業予定及実施報告書提出依頼の件

生徒、隊員の海洋訓練に広島海上保安本部の施

設の利用その他の便宜供与の斡旋について

引揚促進県連報 Nα4

(世界平和運動原爆市民10万人の署名運動の件)

常任委員会協議事項

昭和二十二年度広島市在外詞胞帰還促進連盟歳

入出決算報告

文具費明細

昭和別年度広島市在外同胞帰還促進連盟(歳入)

歳出予算書

東京全国留守家族代表大会報告

昭和二十四年度運動対策

帰還者出迎について

広島駅頭引揚名出迎表

英彦丸引揚者名簿

大郁丸引揚者名緯

-39-

高砂丸復員者名等

遠州丸引揚者名筵

恵山丸引揚者名難

信洋丸引揚者名筵

第四回国民体育大会水上競技大会広島市予選兼

第三回市民水泳大会開催について

第四回国民体育大会水上競技大会広島市予選兼

第三回広島市民水泳大会開催要項

梨'任委員会開催について

(入場券売上対策について)

(広島平和記念都市建設法賛否投票の普及宣伝

助成金交付の件)

(広島平和記念都市建設法住民投票協力につい

てのネD

山滝丸引揚者名籟

栄豊丸引揚者名簿

栄豊丸引揚者名簿〔追加〕

明優丸引揚者名簿

高砂丸引揚者名講

信濃丸引揚者名節

永徳丸引揚者名簿

第一大拓丸復員者名簿

引揚促進県迎報 N05

(マックァーサー元帥杯競技大会前売券の精算に

ついて)

引揚促進県連報 N06

ポ政令施行に関し駅頭援護の打合会開催

駅頭出迎え当番表

引揚者出迎用夜問バス運行時問変更について

英彦丸引揚者名籌

(出迎当番の件)

遠州丸復員者名篝



恵山丸引揚者名筵

1.『澄丸引揚考名緋

(世界平和運動諸願署名運動協力の礼の件)

引揚者の秩序保持に関する政令

ポ政令施行による駅頭援護協議事項

(第二回マックァーサー杯大会前売券精算の件)

引揚列車到着時刻並引揚名出迎夜問バス運行時

刻変更について

引揚者出迎用バス運行時間表

第一大拓丸引揚者名緋

大郁丸引揚者名簿

山澄丸引揚者名簿

(第三回マックァーサー杯大会前売券精算の件)

広島市災害救助隊総合模範訓練実施要項

訓練想定

外事問題講演会開催について御案内

部落解放開題協議会御案内

(広島市災害救助隊訓練実施について)

広島市災害救助隊昭和二十四年度秋季総合訓練

演習教令

(日本ぺンクラプ講演会開催の案内)

原爆都市脊年交歓会開催について

親善のための米国旗掲揚について依命通牒

日の丸愛国運動大会開催準備打合会開催につい

て依頼

広島ユネスコ協会発会式につぃて

広島ユネスコ協会設立趣旨

原爆都市青年交歓会歓迎会開催についての御案

内

「平和都市建設への構想」についての座談会

引揚促進大会について

成年式に於ける成青年表彰名推薦依頼

成午式に於ける成青年表彰者推薦依頼の件

成年式並優良成青年表彰式挙行に関する件

災害救助法関係法規集配布の件

引揚援護愛の運動委員会開催について

成年式に於ける成青年表彰者推薦依頼に関する

件

成人のHに関するポスター配布依頼について

「我ら新生日本の旗于広島市農村青年と交歓

会」(中国新開切抜)

18 (来翰綴) (昭和25年4月~26年5 河)

天満青年同志会規約

(天満青年同志会)年度末総会結果報告

第二回幹事会結果殺告

(小磯町親交会青年部から書類送付についての依

頼)

(国鉄メーデー前夜祭案内)

原爆青年交歓会放送座談会瑚催について

第二回長崎広島原爆都市青年交歓会開催要項

放送座談会一部変更御知らせ

原爆青年交歓会放送座談会開催について

青年交歓会本会議についての打合せ事項

(永井隆博士からの市青連の長崎訪問に対する礼

状)

(建築展覧会、建築士法制定記念講演会開催の

タ"

臨時総会御案内



(市青連に対する協力拒否)声明書

(草津青年連合会休会届)

(水上安全法講習会案内)

水上安全法講習会要領

(似島学園への寄付について)感謝状

全国青年平和大会開催支援にっいて

(松原町青年連盟)解散届

(広島市連合会副委員長)辞任届

(会議中間報告)

民生委員推薦委員会開催について

(浜井信三氏から世界一周視察旅行についての)

書簡

神崎西部青年連合会解散届

「広島県政の実績」送付〔寄4削っいて

第四回県下青年優勝弁論大会

(洲和道子一高橋祥夫氏からの礼状)

芸術祭及び組織について

-1-

第二回成人教養講座開設につぃて

第二回成人教養{社会科学}講座実施要項

(世界逹邦政府世界運動第五回総会開催に関す

る研究懇談会の案内)

(広島女子青年会第一回総会の案内)

(山内北村青年連盟から第一回交歓会の礼状)

全国税務職員第一回総合文化展覧会〔写真・絵

画・書道〕地方巡回展の開催

三浦義武のコーヒーを楽しむ会(案内)

懇談会開催について

時事問題研究懇談会開催につぃて

設立総会開催について

(林興一郎氏より県議会議員当選の礼状)

創業三十周年記念日東ニュース至急報

(子供大会朋催について)

子供大会開惟要項

19 (来翰綴) 昭和25年4月~26年1月

委員会開催期日予定にっいて

昭和二十五年度新役員並事業計画収支子算報告

について

青年連合新聞協力方依頼について

財団法人広島県青年館設立中間粧告

(財団法人広島県青年館理事)承諾書

ラジオ放送について御願ひ

委員会次第

昭和二十四年度報告書

新憲法普及青年大会開催要項

俳優座公演要項

日本青年団協議会規約改正案

昭和24年度歳入歳出決算説明書

社会教育課昭和25年度行事計画

郡市別女子青年幹部講習会開催要項

政経資料 N01「参議院選挙にっいて」

1950年度広島県青年連合会文化部運営について

(広島県社会教育委員すいせんについて)

文書決議について

全国青年団体代表農村二・三男対策中央討議会

代表派遣について

県青年連合会文化部運営について

第二回役員会開催について

(広島県青年連合会役員会会議次第)



一般経過報告

第五回日本青年団体連絡協議会要項

(地方協議会結成促進の決議)

広島県青年連合会規約改正案

(会計監査規定案)

(広島県青年連合会)規約細則案

(青年館施設貸与に関する)契約書〔案〕

昭和二十五年度社会部事業計画〔案〕

第五回東口盃全国青年府県陸上競技大会広島県

予選会

産業部長会議開催の俳

各単位団刊行物調査について

第三回委員会開催通知

連絡依頼事項

芸西夏季大学実施要項

巡回映画

第二回委員会提出書類

体育部会開催について

広島県下青年スポーツ大会要項案

昭和二十五年度第五回青年スポーツ大会予算案

役員名篝

宿泊の件依頼状

女子部大会出席老報告の件

広島県青年平和大会開催に関する件

平和大会ポスター送附について

第五回全国青年連絡協議会出席二関スル件

第四回常任委員会開催の件

臨時中国地区青年団体連絡協議会開催について

日本青年団体連絡協議会規約案〔中国プロック

提出〕

(女子部代表者会議開催について)

第一回女子部大会報告

各郡市女子部代表者会議開催の件

「成人の日」の記念品斡旋について

第四回県下青年優勝弁論大会開催について

青年団植林運動について

青年団植林運動要項

負担金納入督促の件

日本動物愛護協会広島県支部結成について

日本青年団体協議会強化対策委員会開催に関す

る件

(〔仮称広島県演劇協議会〕開催について)

組織部長会議開催の件

各郡市連委員長及び中国五県青少年指導顧間懇

談会開催の件

県下青年産業振興大会に関する件

20 (来翰綴) (昭和25年4月~26年1月)

広島市清掃美化運動について御依頼

(広島市長より宇品築港竣功六十周年記念式典

案内)

(千田祭奉賛会長より宇品築港六十周年記念式

典案内)

(広島載災死残者供養会)第一回評議委員会開催

案内)

(第一回広島戦災供養会役員会開催案内)

非常災害警報試験吹鴫についてお知らせ

広島市災害救助用サイレン吹鴫試験実施要領

市内主要サイレン所有者警報吹嶋試験実施要領

昭和二十五年「児童福祉週間」行事実施要綱
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青少年関係団体打合会開催について

呉民事部係官との懇談記録

(広島戦災供養会役員会案内)

(広島戦災供養会理事会)報告

(第一回海外抑留同胞救出国民運動広島県民大

会)案内状

(全国〔十大都市〕少年野球火会広島予選大会の

件)

(広島市防犯連合委員会案仏D

(広島戦災供養会役員会案内)

(全国〔十大都市〕少年野球大会広島予選大会入

場式案内)

(全国〔十大都市〕少年野球大会)趣旨並に計画

全国〔十大都市〕少年野球大会実施要綱

広島市防犯連合委員会(次第)

広島市防犯連合委員会委員名簿

広島市防犯連合委員会規約〔改正案〕

(全国〔十大都市〕少年野球大会趣旨並に計画)

(広島戦災供養会役員会案内)

昭和二十五年度広島市災害救助隊総合訓練実施

の件通知

昭和二十五年度広島市災害救助対策総合訓練実

施要項

総合訓練実施細部要項

訓練上の注意事項

広島市災害救助隊総会訓練想定

(広島戦災供養会理事会報告)

(広島戦災供養会第二回評誠委員会案内)

(日本社会党広島市議会議員団より懇談会)案内

状

夏期レクリエーシ.ン〔海水浴〕の奨励について

広島市指定似島海水浴場について

(広島戦災供養会役員会案内)

(広島戦災供養会理事会案内)

広島に於ける平和都市建設並に職災者供養に関

する意見書

(広島市体育協会)本恊会規約の改変について

(広島戦災供養会)第五回役員会報告

(広島戦災供養会)緊急理事会朋催について

広島演劇祭朋催について

第二回共同募金募集委員会の開催について

新納骨供養塔建設御協力方懇請について

広島戦災供養会趣意書

広島市に於ける乎和都市建設並に戦災供養に関

する意見書

(広島市児童音楽会開催について)

広島の児童センター

印刷庁刊行優良図書の推薦並びに購入斡旋につ

いて

優良図書推薦並ぴに朧入斡旋について

第四回広島県社会教育研究大会案内状

ボーイスカウトによる消防訓練の実施について

21 (来翰綴) (昭和26年4 河~ 6月)

都市青少年団体の運営状況調査について

青年団員宮島広島視察の宿舎依頼について

昭和二十六年度役員決定について

旧軍用地の讓与払下について(広島市建設局長

よの

旧軍用地の譲与払下について(広島市建設局総



務課長より)

県北四郡青年指導者講習会記録

昭和二十七年度行事計画書

T.F.H.C,会則

広島県青年迎合会昭和二十六年度第一回委員会

次第

23 (庶務一件) (昭和23年4月~ 5月)

昭和二十三年度行事計画表

近代美術展覧会開催要項

社会科学文化講座(第二回)講師及論題

第一回広島青年軽音楽団・広島青年劇場公演プ

広島県青年連合会規約

日本青年団協議会規約

監査報告書

各科目別総計表

昭和二十五年度文化部事業

昭和二十五年度広島県青年館会計歳入出決算書

24 庶務一件昭和23年度

(成年式挙行助成金)請書

(成年式挙行)助成金交付申請書

成年式挙行に関する計画

予算実行調査印召和二十三年度一般会計)

第二回市内一周駅伝競走開催経費支出に関する

ログラム

成年式並に成年祭祝辞

成年式における市長祝辞

成年式に就いて

25 (庶務一件) 印召和23年7月~24年4月)

シベりヤ及中共地区引揚者出迎団体班別一覧表

地方における社会教育団体の組織にっいて

広島市青年連合会規約改正案

広島市青年連会会〔二十四年度〕総会

昭和二十三年度事業報告

昭和二十四年二河度常任委員会議事報

昭和二十四年度行事計画案

昭和22年度・23年度一般会計決算書

件伺

第二回広島市内一周駅伝競走開催並に経費支出

に関する件伺

(第二回駅伝大会審判謝礼会)受領書

昭和22年度・23年度特別会計決算書

広島平和記念都市建設法制定記念産業共進会

〔原案〕

広島平和記念都市建設法制定記念産業文化博覧

会企画凍案

ステート・フェア大展観出品控書

奈良と日本ステートフェア大展観

米提出刊行物の提出について(「ニュース」第一



号以来)

新聞受領及検閲手続について

検閲要綱

青年館土地建物紛争事件報告書

社会教育法施行令

広島県青午館増築趣意書

「山内北村で第二回青年交歓会」中国新間(昭和

26 事業一件綴昭和23年度

夜警用木炭割当表

(石けん)引換書

〔第二回〕芸能祭プログラム

素人演芸団上演報告書

(事務室拡充)陳情書

第一回日本青年団体逕絡協議会開催要項

23年) 2月18日

「都市と農村交歓会」中国新闇(昭和器年) 2月

20日

広島工専第一回文化祭細目案

平和祭第一回柔道段級別選手権大会

観音青年連合会会報 1号

33 (袋町公徳青年団文書綴)

袋町児童公園建設促進委員会常任委員名簿

第壱回袋町学区少年野球大会

公徳青年ニュース「青少年水泳大会」、「平和祭

重要美術展覧会夜警ノ件」

公徳青年ニュース24「第三回広島市内一周駅伝

(第五回国民体育大会広島開催推進)決議

木炭配布表

(木炭代)領収書

高田郡本村青年団より送付の木炭

住易示用黒板)使用書

34 (民生委員の選任について)

民生委員の選出方法

広局市民生委員推薦委員会委員氏名

(民生区世話人分担表)

市青迎にー・任された事項担当委員とは

民生委員の主なる業務其の他民生委員令抜萃

競走参加の件」外

(幹部会開催について)

常任委員会開催について

第二次福井地方救援作業隊派遣ノ件

民生委員選任実施要項

民生委員推薦委員会の組織に関する厚生省令抜
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39 議事々金示(昭和22年6河~12阿)

六月七日総会決議事項

昭和二十二年七月度委員会住急会決議事項)

8月23日記録

八月例会

40 1義事々金示(昭和23年3月~24年4月)

昭和二十三年第一回協議会議事事録

昭和二十三年度第一回総会議事事録

六月度常任委員会議事事録

緊急総会議事事録

臨時常任委員会議事事録

八月度定例常任委員会議事々録

九打度定例常任委員会議事事録

九月度総会議事々録

広島市青年迎合会理事会議事録

昭和二十二年十一月度青年協議会議事録

既時常任委員会議事録

昭和二十二年十二打度青年協議会議事録

41 i義事々'隶(昭和24年6河~12励

12見度定例総会議事録(昭和24年12月16日)

議事録(昭和二十四年九月二十一日)

広島県青年連合会第一回牡会部長会議報告要項

第一回社会部長会議要領

(マ杯就技大会前売券各拾枚宛送付の件)

水泳大会開催に関する件

第一回女子青年代表打合せ会協議事項

臨時総会議事々録

第二回女子青年打合会協議会協議事項

常任委員会決議事項

第三回女子青年委員会打合会協議事項

昭和二十四年二月度常任委員会議事報

昭和二十三年末総会議事録

昭和二十四年度初総会議事録

42 i義事録並記録紹和25年4月~26年4月)

昭和二十四年度最共定期総会議事録

第一回役員会(昭和25年4月20田

野球ポール配給の送η先団体名

文化部会議事録印召和二十四年六河二十一印

野球大会開継の件

定例十二月度総会議事録〔一部〕(昭和二十四年

十二月十六勵

第一回定例委員会議事録並記録(5月19勵

第二回文化部会(昭和25年5月31田
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臨時委員会報告に関する件

臨時委員会(昭和25年7月21田

緊急委員会(H召和25年7月28日)

緊急役員会(昭和25年8月3 田

肌時委員会記録(昭和25年10月10田

定例委員会印召和25午11月9日)

50 社会教育課扱青年団体調査綴 印召和22年10月~11月)

各種団体開査表

青年団体調査について

定例委員会(昭和26年1月31日)

市青連組織強化対策会議(昭和26年2月9日)

松竹少女歌劇開催(2月21、 22田

市青連陣時委員会議事録(3月22田

定例委員会(昭和26年4月1日)

80 臨時中国五県青年団体連絡協議会於広島市 昭和25年9月

肌時中国五県青年団体連絲協議会要項

臨時中国五県青年団体連絡協議会日程表

運営委員会決定事項

臨時中国五県青年団体連絡協議会正式代表老

臨時中国五県青年団体連絡協議会オプザーバー

81 臨時日本青年団体連絡協議会〔(於)佐賀市〕

青年団体朋査に関する件回答

(青年団体翻査表)

日本青年団連絡協議会臨時大会要項

全国地域青年団章(ヤーク)募集案

全国青年月一円醋金運動要項

全国青年月一円酸金運動趣意書

速報第七報第二小団第二報

速報一号

小委員会決定事項

速報二号小委員会報告

中青協廊時大会役員

83 日本青年団協議会結成〔第六回〕

日本青年団体協議会結成〔第六回〕大会要項

日青協大会議題そのー

速報八号第一小団討議第二報

各県提出識題

青少年団体並びに婦人教育関係優秀指導者名筵

作成について

全国地城青年団章(マーク)募集案

昭和26年1目

各県提出議題その二

日本晋年団協議会凖備委員会

昭和26年5 河
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日青協大会木会議議事録

第一小団会議録

第二小団会議録

第三小団会議

日青協女子部座談会議録

86 (広島青年運動推進協議会結成関係文書) (昭和26年)

第一回例会議事事項

(第一回例会)出席人名節

(第一回例会)委任状

(広島青年協議会規約及ぴ会員証の送付にっい

て)

広島青年協議会規約

「「広島青午協議会』結成」広島社会新開昭和

26年7月30日

.

大会日程報告

社説伴斤しい青年団の発足」(朝日新開切抜)

祝日本青年団協議会全国大会(パンフレット)

日青ニュース a951年5月6日、同 6月1日)

90 第二回原爆都市青年交歓会一件昭和25年度

第二回原爆都市青年交歓会に於ける広島市代表

出席老として派遣方便宜供与依頼の件

第二回原爆都市青年交歓会広島市代表出席者の

名筵送附について伺う

第二回原爆都市青年交歓会広島市代表出席者名

緋

第二回原爆都市青年交歓会に嘱託派造並に経費

支出伺

第二回原爆都市青年交歓会広島市代表出席者名

筵

(原爆都市青年交歓会市長礼状案)

原爆青年交歓会放送座談会開催にっいて

原爆都市青年交歓会にっいて長崎市長へ書簡発

(長崎市永井隆氏から広島市長苑の手紙)

1夏命屯

令国青年平和大会開催にっいて

金国青年平和大会開椛要望の決議

世界平和建設に関するメッセージ

世界平和建設に関するメッセージ(英文)

広島市青年達合会規約改正案

最新長崎市観光案内書島原半島観光案内

最新長崎市観光地図

長崎市街地図

長崎市青年団連絲協議会役員名節

第二回原爆都市青年交歓会に県係官派遣方にっ

いて伺う

広島青年運動推進協議会結成にっいて

広島青年運動推進協議会結成規約

広島青年運動促進協議についての私見

住所録昭和二十七年七月二十日(現在)

(広島青年運動推進協議会発起人打合会の通知)

広島青年運動推進協議会緒成にっいて

(会員名簿)

h
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送の件

第二回長崎広島原爆都市青年交歓会開催要項

生活物資配給委員会に関する綴124 (R召和23年1 河~12月)

(甘誥其他主食の配給に対する)御通知

広島市民生活協議会規約

薪炭登録期日一覧表送付にっいて

薪炭登録期日一覧表

中央委員会開催にっいて

政府の業務を行う協会、団体、組合にっいて

各業種牙リ登録更新に関する件

家庭用清酒の配給にっいて

薪炭需給調整要綱送付にっいて

薪炭需給調整要綱

専門委員会開催について

昭和二十三年度上半期人造バター配給変更に関

する件

中央委員会総会朋催にっいて

婦人配給協力班設置につぃて

生鮮食糧品配給統制強化闇撲滅述動展開に対す

る協議会開催につぃて

衣料品登録更新につぃて

七月分家庭用塩の配給価格に就て

薪炭の登録制につぃて

薪炭価格表送付にっいて

衣料品小売業者実態調査につぃて

塩小売人の登録制実施にっいて

中央委員会総会開催にっいて

広島県衣料品小売業者諮問委員会広島市専門委

員会会議次第

登録吏新日程表〔予定〕

原爆都市青年交歓会に於る協議題にっいて

広島県衣料品小売業者諮問委員会広島市専門委

員会運営規程

広島市衣料品小売登録店更新要領

衣料品小売業者の選挙運動に関する制限印召和

二十三年度衣料品配給実施要領〕

各市郡別適限業者数一覧表

広島県衣料品小売業者諮問委員会広島市専門委

員会委員名箒

現存登録業者選定実施要領

小売業者衣料品配給実績算定要領〔広島県〕

衣料品小売業登録申請者一覧表

主食其の他不正受配防止対策協議会開催にっい

て

衣料品残品整理について

部会協議決定事項

配給衣料品残品整理にっいて

部会開催について

共同募金感謝会にっいて

各部会決定事項

新規家庭用塩購入券事務処理に関する件

新規家庭用塩購入券に就て

中央委員会開催について

広島市生活物資中央委員会常任委員依嘱の件

生活物資中央委員会規約決定の件

広島市生活物資中央委員会部会規約

広島市生活物資中央委員会委員名縦

各部会決定事項

-9-
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生活物資配給中央委員会開催について

生鮮食料品緊急対策実施協力についての依頼

鮮魚類の販売価格の統制額

引揚並雑件綴昭和23年度127

引揚援護愛の運動による表彰状並に感謝状受与

式執行について

(引揚者出迎えについて)

引揚の同胞に8000万国民の心の花を贈りましょ

引揚援護"愛の運動"当選標語

何1揚援護『愛の運動』広島市協議会役員の決定

について)

引揚援護愛の運動広島市協議会加盟団体表

引揚援護変の運動広島市協議会規約

引揚援護愛の運動実施要綱

引揚援護愛の運動広島市協議会加盟団体表

(引揚考出迎えについて)

留守家族慰安大会招待券

広島地区民主青午婦人会議規約(案)

抑留同胞涙の記録ソ連満蒙抑留実情展

(引揚者の出迎えについて)

引揚援護事業体の調査について

(広島市在外同胞帰還促進連盟常任委員の異動

につき慰労会開催について)

参加者名縦

(引揚者の出迎えについて)

(「在ソ同胞最近の実相をきくの会」開催につぃ

て)

(引揚者出迎えについて)

第三回共闘委総会決定事項

生鮮食糧品緊急対策要綱

生鮮食糧品緊急対策本部規程

燃料部会開催について

労農市民の提携運動を今後に期待す

決議(国会報告広島地区人民大会物価引上反対

広島地区共闘委員会)

国会報告人民火会綴告

共闘委員会打合会

青年婦人踊起大会開催御案内

何1揚者出迎えについて)

引揚老出迎え用バス運行について

第三回常任共闘委員会議事録

案内害

決議(物価引上反対広島地区人民大会物価引上

反対広島地区共同闘争委員会)

物価引上反対広島地区人民大会記録

佃本新聞通信放送労働組合中国新聞支部)解説

36 自己批判の仕方

第二回物価引上反対広島地区共同闘争委員会議

事録

物価引上反対広島地区共同闘争委員会参加団体

(引揚者出迎えについて)

物価引上げ絶対反対

闘争宣言

物価引上反対広島地区共同聞争労農市民第一回

恊議会経過報告

物価引上反対広島地区共同闘争委員会規約

第一回常任共闘委員会議事録

何仔易考出迎えについて)

、
つ



(物価引上反対広島地区共同闘争委員会へ参加)

招待状

同胞引揚促進運動に御協力をお願いします

引揚促進資金募金に就て

黒瀬副委員長上京報告

(引揚者出迎えについて)

229

春季広島公演松竹哥知剃(パンフレット)

東京松竹歌劇団大挙来演東京踊り(パンフレ

ツト)

松竹歌劇団九州公演一覧表

東京松竹歌劇団(ポスター)

松竹歌劇団「オペレッタ星は輝く」(ボスター)

洲和道子パレエ公演会(プログラム)

洲1和道子バレエ白鳥の死(ボスター)

(バンフレット・ポスター綴) 印召和25年2月~10月)

(広島市在外同胞帰還促逃迎盟委員会開催にっ

いて)

(ソ連引揚岩六陣出迎について)

(在外残留祠胞帰還促進大会朋催にっいて)

復員者出迎計画表

洲坪U道子バレエ白鳥の死(チラシ)

清掃美化運動第1日家庭の清掃第2日ねず

み蚊蝿の駆除(ボスター)

清掃美化運動第3旧下水河川の清掃第4日

道路公園の清掃(ポスター)

清掃美化運動第6日公共施設などの清掃第

7日衣類の洗櫂(ポスター)
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ここに収録した資料を御寄贈くださいました勝丸博行氏は、原子爆弾によ

る被災後の広島の復興に多大な役割を果たした本市の青年運動に、市職員と

してまた運動の主要メンバーとしてかかわられ、その後も引き続き社会教育

に携わっておられます。その著書には、この輝かしい青年運動の記録である

『若い軌跡広島復興青年運動史』(昭和39年8月15日発行)があり、広

島の戦後史を研究する上で基本的な文献のーつとして高く評価されておりま

す。

本資料は、この青年運動の関係文書で、これを一般に公開して多くの人々

の調査・研究に活用していただきたいとの同氏の御意向により本館へ御寄贈

いただきました。

本館では、これを整理・保存するとともに利用者の便を図るため月録を作

成し、刊行することにいたしました。本資料は青年運動はもちろん平和運動・

文化運動その他広く復興期の歴史の調査・研究にとって貴重なものであり、

有効な活用を願っております。

ここに改めて勝丸博行氏の御厚意に対し、深甚の意を表します。

なお、本資料の解説は、上述の同氏の御高著に尽されていると想、います。

調査・研究に際しては同書を御参照いただくようお薦めいたします。

お わ に

平成2年(199の 3月

広島市公文書館長 半田 亨
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