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凡 イ列

1 この目録は、平成16年度に企画総務局広報課から引き継いだ昭和26年から平成14年ま

での広報課撮影の写真を収録したものである。

2 配列は、 35mrn、4×5判のフィルムの種類（一部大きさの異なるものも含む。）別に

分類順とした。同様の内容で撮影時期が同じものはまとめて表示した。

3 記載項目は次のとおりである。

分類 ファイル番号 撮影時期 タイトJレ

(1) 分類

写真整理分類表のとおり。（広報課の分類を使用した。）

(2) ファイル番号

広報課が付けたものを使用した。

(3）撮影時期

広報課の台帳（カード）に基づいた。なお、台帳に鉛筆書きされているもので、

撮影時期の確認できないものについては「～ごろJと表示した。

(4) タイトル

原則として広報課が付けたものを使用したが、数件をまとめる時など必要に応じ

て変更したものもある。また、施設名などは、現在の呼称と異なるものもある。

収録している写真の中には、公人以外の個人が写っているものなどが含まれてい

ます。したがって、無条件に利用に供することができないものもありますので御了

承ください。 ’炉、



写真整理分類表

＼＼  。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 秘 書 総 括 秘 書 国際交流 広報・広聴

B 企画調整 総 括 総 合 調 整 総合企画 文 化 電 算

C 総 務 総 活 庁 舎 管 理
文書・法制

区 政 交通安全 市民球場 福 利 厚 生 研 修
（事務管理）

D 民 生 総 括 地 域 福 祉 児童・母子福祉 高齢者福祉 障害者（児）福祉 保険・年金援護 青ゆ年女性対策

E 保健衛生 総 括 環 境 衛 生 食品衛生 疾病予防・治療 保健指導 環境保全 原爆被爆者対策 病 院 ごみ処理 し 尿 処 理

F 経 済 総 括 商 工 消費流通 観 光 農 業 林 業 スk 産 業 市 場 競 輪

G 建 設 総 者舌 都市 計画
宅地・市街地開

公園緑地 市営住宅 道路・橋りょう 河川・港湾 都市交通 大規模開発 下 1k 道
発、区画整理

H他部局 総 括 消 防 7k 道 病 院 議 JコSミ、 教 育 選 挙

I平 和 総 括 記 念 式 典 施設訪問 記者会見 慰 霊 碑 平和関連施設

Jそ の 他 総 括 空 撮 市内風景 市民生活 スポーツ
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3 Smmフィルム

C0-58 政令指定都市を記念しての花電車 C3-3 第 1回区名選考委員会 昭和54年10月29日撮影

昭和55年4月撮影

ES 1 衛生課清掃係のトラック及びオート三輪 ES 5 塵芥し尿運搬所（南千田町）

昭和27年12月4日撮影 昭和30年11月4日撮影

F 1 21 「アメリカ船上デパート」広島港に寄港 F 3-33 77ひろしまフラワーフェスティパノレ

昭和54年11月14～16日撮影 昭和52年 5月撮影

F7-1 中央卸売市場全景 昭和27年 9月29日撮影 F7-9 中央卸売市場 昭和31年 6月28日撮影



G2-2 相生通りの整地 昭和27年 5月8日撮影

GS-19 八丁堀付近の道路補修工事

昭和28年10月 1日撮影

日5-16 完成近い浅野図書館 昭和29年12月17日撮影

I 0-1 イサム ・ノグチ氏来広 昭和26年11月27日撮影

G4-7 市営住宅入居申し込み受付

日1-11 消防の巡回査察

タ

ノ

昭和30年 2月19日撮影

ヘ－ 1雪雪国
昭和41年ごろ撮影

HS 33 千田小学校一年生の授業風景

昭和40年ごろ撮影

J 2-7 紙屋町交差点付近



4×5判フィノレム等

ES-506 大気汚染測定 昭和46年10月28日撮影 E6-513 広島原爆病院の全景 昭和45年 8月12日撮影

ES-567 河川清掃 昭和46年 5月撮影 F0-520 広島復興大博覧会広島駅前の会場案内図

昭和33年 4月撮影

FO 567 広島復興大博覧会第一会場生活文化館 F 3-514 広島城跡 昭和33年 8月20日撮影

昭和33年4月撮影



G2-501 猿猿川東岸の住宅群 昭和37年撮影 H5-515 成人祭（公会堂） 昭和36年 1月15日撮影

H5-542 夏季林間（臨海）学校 昭和38年7月26日撮影 J 1-3 平和記念公園全景 昭和33年 7月31日撮影

J 1-4 広島市民球場一帯 昭和33年 7月31日撮影 J 2-501 二葉山山頂から市内を望む

昭和32年 4月3日撮影



目録

( 3 5 mmフィノレム）



AO秘書総括 Al秘書

分類 フ7イ＇＂番号 撮影時期 t旨 イ ト Jレ

AO 1 昭和26年12月27日 前市長木原七郎氏告別式

2 昭和27年 l月8日 前市長藤田若水氏告別式（広島市中央公民館）

4 昭和30年5月6日 渡辺市長初登庁

5 昭和39年ごろ オーストフリアから浜井市長帰広

6 昭和42年5月1日 浜井市長退陣

7～9 昭和42年5月 山田市長初登庁

10 昭和42年ごろ 坂田助役就任あいさつ

11 昭和42年12月28日 「原爆市長J出版記念会

12 昭和43年2月 浜井信三前市長密葬

13 昭和43年2月26日 浜井前市長の市民葬

14 昭和43年5月 ボノレゴグラード市から帰国した山岡市長の記者会見

15 昭和44年8月4日 故浜井信ュ氏胸像贈呈式

16 昭和44年7月16日 山岡市長国際タグ・ハマーシヨノレド賞受賞

17 昭和46年5月6日 山岡市長の記者会見（中央会議室）

18 昭和46年5月6日 山岡市長の就任のあいさつ（講堂）

19 昭和46年5月6日 山岡市長初登庁（ 2期目）

20-1 昭和田年2月26日 荒木市長初登庁、職員訓市、事務引き継ぎ

20 2 昭和54年 自治大匡と懇談する荒木市長

21 昭和54年2月 荒木市長初登庁（ 2期目）

22 昭和55年2月25日 荒木市長幹部職員に訓市

23 昭和田年9月 l目 揮岡秀男助役にインタビュー

24 昭和田年10月5日 苫米地行ニ助役にインタピュー

25 昭和57年7月 市長執務室の荒木市長

26、27 昭和田年2月22日 荒木市長初登庁（ 3期日）

28 昭和59年3月初日 岩井新助役選任に同意

29、30 昭和59年4月9日 岩井助役新任インタビュー

31 昭和61年7月10日 市長インタビュー

32 昭和61年9月 荒木市長の執務風景

33 昭和62年2月17日 4選の荒木市長初登庁

34 昭和62年7月10日 新助役椎名氏着任

35 昭和62年7月9日 岩井助役退任あいさつ

36、37 昭和田年4月13日 建設中の広島国際会議場

38 平成z年 1月31日 建設中の広島国際会議場

39 平成元年4月7日 プロゴルファーの倉本選手から寄附

40 平成耳年5月初日 大陶額除幕式（広島国際会議場）

41 平成元年6月15日 広島国際会議場

42 平成元年6月19日 防人像除幕式（広島国際会議場）

43 平成元年6月30日 広島国際会議場にマツダから世界時計塔受領

44～46 平成元年7月 l日 広島国際会議場開館式典

47～52 平成3年2月22日 荒木市長退任式等の行事

53～59 平成3年2月23日 平岡市長就任等の行事

60 平成4年4月 1日 鍋岡新助役就任あいさつ

61 平成1日年9月21目 平岡市長3選不出馬表明

62～65 平成11年2月22日 平岡市長退任に伴う行事

66～69 平成11年2月23日 秋葉市長就任に伴う行事 ，’L 

Al l～4 昭和初年11月14日 第3回日米太平洋市長会議

5 昭和32年2月12日 黄紫寺の住職来庁

6 昭和39年3月3日 ノーマン・カズンズ氏来広特別名誉市民章贈呈

7 昭和42年4月27日 アイラ・モリス夫妻に特別名誉市民章贈呈

8 昭和43年4月27日 愛宮真備氏に名誉市民章贈呈

9 昭和49年4月1日 松坂義正氏、田中好一氏に名誉市民章贈呈

10 昭和56年5月6日 特別名誉市民章の伝達式

11 昭和57年5月7日 第17回日米市長及び商工会議所会頭会議準備委員会発足

12 昭和58年5月20日 第17回日米市長及び商工会議所会頭会議広島本部発足

13 昭和58年10月11日 「第17回日米市長及び商工会議所会頭会議ノくネノレ展」開催中

14～16 昭和58年11月15日 第17回日米市長及び商工会議所会頭会議（開会式）

17 昭和58年11月15日 第17回日米市長及び商工会議所会頭会議（第 2本会議）

18 昭和58年11月16日 第17回日米市長及び商工会議所会頭会議（分科会）

1 



Al秘書 A2国際交流

分類 ファイJレ番号 撮影時期 う言 イ ト Jレ
Al 19 昭和58年11月16日 第17回日米市長及び商工会議所会頭会議（印刷室）

20 昭和58年11月18日 第17回日米市長及び商工会議所会頭会議（閉会式）

21 昭和58年11月28日 ハノーパー市長ヘノレベルト・シュマノレスアイーク氏に特別名誉市民章を贈る

22～25 昭和59年4月18日 灘尾弘吉氏に名誉市民章贈呈

26 昭和59年5月23日 藤原啓氏の遺作寄贈

27 昭和61年8月4日 谷口勝司氏が自作絵画3点を広島市に寄贈

28 昭和62年4月8日 国際陸上競技連盟プリオヰピオロ会長特別名誉市民称号贈呈式

29、30 昭和62年4月8日 国際陸上競技連鼠プリオ・ヰピオロ会長来広

31 昭和62年8月4日 シェイク・ 7ァハドOc A会長特別名誉市民称号贈呈式

32 平成フロ年5月11日 荒木市長日米市長会に出席

33 平成z年7月6日 市政功労者の表彰式

34 平成フE年8月4日 ボノレゴグフート市長ユーリ・スタロパトフ氏 特別名誉市民称号贈呈式

35 平成珂年10月11日 重慶市長孫同川氏特別名誉市民称号贈呈式

36 平成元年11月20日
国際パレーボーノレ連盟会長レーベン・アコスタ・ヘノレナンデス氏 特別名誉市
民称号贈呈式

37 平成2年11月21日 ミス・ユニパース日本代表市長表敬

38 平成3年2月23日 長崎市長市長表敬

A2 1～5 昭和26年11月9日 シアトノレ市長ウィリアム・ァゲイン夫妻来広

6 昭和26年11月26日 GH Q顧問ワープ氏市長表敬

7 昭和27年3月3日 国連協会広島支部結成式

B～11 昭和27年5月4日・ 5日 市顧問ハワード・ベル博士一行来広

12 昭和27年10月12日 国際親善大会

13 昭和27年10月24日 第 1回国連協会広島県本部大会

14 昭和27年11月5日 マイク・マサオカ氏復興状況視察

15 昭和27年11月30日 フングーン市長トウン・ァン氏市長表敬

16 昭和27年12月3日 ジミィ スミダ氏サクラメント市から本市復興状況視察のため来広

17 昭和28年 6月11日 MRA国際代表兼日本駐在委員パーゼノレ・エント・イツスノレ夫妻来広

18 昭和28年 7月初日 アンナ シュトフウス氏（前全米婦人有権者連盟会長）来広

19 昭和初年4月初日 フングーン大学一行講演会

20 昭和30年8月11日 南カリフオノレニア県人会観光団来広

21 昭和30年10月23日 ムノレデカ氏、ヒフワイ・ディア記者復興状況視察

22 昭和30年10月31日 駐日フランス大使ダニエノレ・レピ夫妻一行来広

23 昭和31年6月6日 村松助四郎氏（ペノレー在留邦人）来庁

24、25 昭和31年11月7日以降 ノーマン・カズンズ氏一行来広

26 昭和32年5月24日 カトリック大僧正来広

27、28 昭和32年5月24日 Y連親善使節団来広

29 昭和32年6月24日 アメリカ新領事とABC C新館長来庁

30 昭和39年ごろ M. M. ＂＂＇レーク夫妻（駐日セイロン大使）市長訪問

31 昭和39年ごろ カナダ駐日大使平和公園にカナダ産カエデを植樹

32 昭和40年11月2日 ボノレゴグフード市親善使節団来広

33～36 昭和42年ごろ ホノノレノレ市長ニーノレ・プレイズデノレ氏市議会であいさつ

38～40 昭和43年8月 ポノレゴグフード展

41 昭和43年10月10日 駐日イギリス大使来庁

42 昭和44年 3月17日 パーパラ・レイノノレズ氏来庁

43 昭和44年 9月29日 ホノノレノレ市長ブフンク・ F・7ァーシ夫妻市長表敬

44 昭和44年11月9日 ノーマン・カズンズ氏来広

45 昭和45年 2月25日 Dr. 7ーサ来庁

47 昭和45年5月16日 アレクセイ・レオノフ空軍大佐（／＇連宇宙飛行士）来広

48 昭和45年5月初日 ボノレゴグフ｝ド使節団共同コミュニケの調印

49 昭和45年6月19日 キエフ市ソビエト使節団市長表敬

50 昭和45年7月初日 ハノーパー市青少年代表市長表敬

51 昭和45年 9月14日 ソ連最両幹部会議市長表敬

52 昭和46年2月12日 エミーノレ・シュターデノレ・ホープアー駐日スイス大使来広

53 昭和47年 1月24日 ファン・カノレロス皇太子同妃両殿下（スペイン）一行平和記念資料館視察

54 昭和47年4月13日 ト＿＿＿，ス・ノグチ氏来広

55 昭和47年5月11日 エチオピア皇太孫殿下市長訪問

56 昭和50年3月26日 ハノ｝パー市使節団一行来庁

57 昭和52年8月2日 パーパラ・レイノノレズ氏訪問

58 昭和52年9月 トーマス ノグチ氏来庁
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A2国際交流

分類 ファイJo番号 撮影時期 '.¥? イ ト JI-
A2 59 昭和52年11月7日 ガーナ大使来庁

68 昭和53年4月 ホノノレノレ・広島姉妹都市高等学校吹奏楽交歓演奏会（舟入両等学校）

61～65 昭和54年4月7日～13日 ハノーパー市親善使節団一行来広

66 昭和54年5月2日 ホノノレノレ市長7フンク・ F・7ァーシー氏来広

67 昭和54年6月20日 在広外国人留学生施設見学

68 昭和55年2月13日 広島市在住海外留学生歓送会

69 昭和55年4月 池森、春三氏（ブフジノレ広島県人会会長）にインタビュー

70～72 昭和55年4月18日 ハノーパー市少年合唱団来広

73 昭和55年4月18日 ウィリアム・ヒッチグ博士表敬訪問

74、75 昭和55年6月18日 マンスフィーノレド駐日アメリカ大使ヒロシ7視察

76 昭和田年7月28日
カンザス市長からメッセージを預かつてきた少年表敬訪問、トフピン・アイン
市長（インドネシア）表敬訪問

77～79 昭和田年4月24日 デンマーク女王マノレグレーア一世陛下及びへンリック殿下来広

80 昭和田年5月1日 スリランカ社会福祉大臣市長表敬

81 昭和53年5月13日 駐日英国大使ヒュー・コータッチ卿市長表敬

82 昭和田年8月3日 アジア競技連盟会長パリンドフ・シン氏市長表敬

83 昭和56年11月3日 エドモンド・シヤノレノレ氏にインタビュー

84 昭和56年9月10日 パナマ大統領顧問オマーノレ・ハエン氏にインクピュー

85 昭和57年6月23日 パウノレス夫妻来広 苫米地助役表敬

86 昭和田年7月14日 広島市ハ／｝パー市姉妹都市縁組写真速報パネル展

87-1～2 昭和58年11月19日 ホノルノレ市長アイリーン ・R アンダーソン氏に特別名誉市民の称号贈呈

88 昭和58年11月28日 ハノーパー市と姉妹都市提携記念日時計除幕式

89 昭和59年1月10日 映画監督ピ｝ター・ワトキンス氏表敬訪問

90 昭和田年1月17日 ジョン・ D・モンゴメリー博士市長表敬

91～94 昭和59年4月21日 スポーツ指導者ノレドノレフ・ブフウリッヒ氏（サッカ一指導）

95 昭和田年7月
西独ハノーパー市からの交換職員夫人、ドリスさんによるドイツの家庭料理教
室（中央公民館）

日7 昭和田年7月7日 苧星川フサさん国際交流基金に50CD万円を寄附

98 昭和59年7月27日
己斐東小学校でサッカ一指導をする西独ハノーパー市からの交換職員ノレドノレ
7・プラウリッヒさん

99 昭和59年7月31日 西独ハノーパー市からの交換職員ブフウリッヒ夫妻舟入商店街で買物

100 昭和田年9月5日 フイオンズクラブ国際協会のヒューパート・ A・ メイソン会長市長を表敬訪問

101 昭和59年日月17日 中国四川省人民政府友好代表団市長表敬訪問

102 昭和59年11月26日 （財）広島市国際交流協会への寄附金の受領及び感謝状の贈呈式

103 昭和6日年5月24日
市長インタビュー（：；連フジオァレピ国家委員会東京支局長イーゴリ・ビーフ
オレフ氏）

101、105 昭和60年11月21日 ニューヨーク市長来広

106 昭和61年2月l日 広島市・ボノレゴグフード市交流写真展

107 昭和61年2月5日 韓国人記者市長表敬

108 昭和61年3月10日 重慶市人民代表団市長表敬

109～113 昭和6C年11月 国際交流（お母さんの一日記者で取材）

114 昭和61年4月18日 中日友好協会の主震名誉会長と市長

115 昭和61年4月23日 ハノーバーから広島へ交換医師

116 昭和61年7月9日 東ドイツADN通信社が市長インタビュー

117 昭和61年8月4日 特別名誉市民アイリーン・ R・アンダーソン氏市長表敬

118 昭和61年lo月3日 カレリ 7・ドレイゴさん市長表敬
町、

119 昭和61年10月18日 広島国際平和文化会館の起工式

120 昭和田年11月25日 プリモ・ネピオロ氏（特別名誉市民）

121～124 昭和61年12月4日 メキシコ大統領広島訪問

125 昭和62年1月16日 駐日ソ連大使ニコフイ・ Yロピヨフ氏来広

126 昭和62年 1月13日 チェノレノブイリ原発事故ソ連医療治療研究調査団来広

127～129 昭和62年4月20日 中国日本友好協会代表団来広

130～132 昭和62年4月23日 アフリカ民族会議オリパー・タンポ議長来広

133 昭和62年5月22日 ノーベノレ平和賞受賞作家エリー ウイーゼノレ氏来広

135 昭和62年4月初日 瞳陵の牽

136 昭和62年4月20日 絵画「鳳恩湿紫」

137 昭和62年8月3日 ボノレゴグフード市代表団来広

138 昭和62年B月4日 ポノレゴグラード紹介写真展開会式

139 昭和62年9月2日 特別名誉市民／－-zン・カズンズ氏市長表敬
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A2国際交流 A3広報広聴

分類 ファイlレ番号 撮影時期 f言 イ ト 11' 

A2 140 昭和62年11月5日 デンマ｝ク皇太子フレデリック殿下来広

141～143 昭和63年3月5日 ノーベノレ物理学賞受賞者オーウエン・チェンパレン博士市長表敬

144、145 昭和63年4月13日 オーストリア共和国上院議長一行来広

146 平成元年4月17日 全米市長会一行市長表敬

148 平成z年7月26日 ホノノレノレ市ノ、ワイ王朝吹奏楽団サヨナラパーァィー

149 平成フ百年9月14日 ウルグアイ東方共和国フリオ・マリア・サンギネツアイ一大統領来広

150～152 平成z年10月28日 アンドレイ・サハロブ博士来広

153～155 平成2年 3月17日 ジョイナ一夫妻来広

156 平成2年4月初日 J--zン・カズンズ氏市長表敬

157 平成2年 5月26日 ソ連プフウダ編集長イワン・ブロロブ夫妻一行来広

158 平成2年6月4日～5日 90国際宇宙平和会議、米国コンラッド夫妻市長表敬

159 平成2年10月24日 アジア理解の集い（広島アジアウィーク）

160 平成3年 l月21日 ボノレゴグフード市へ医薬品を贈る出発式

161、162 平成3年2月8日 ジャン・ドーレ・モントリオーノレ市長一行来広

163 平成3年3月1日 特命全権大使李源京氏市長表敬

164、165 平成3年4月4日 朝鮮民主主義人民共和国「サムジョン号」入港歓迎式（広島港）

166 平成3年4月5日 サムジョン号船長市長表敬

A3 1 昭和27年 1月19日 段原日出町市政懇談会

2 昭和27年2月9日 段原町市政懇談会

3 昭和27年5月16日 天満学区連合会市政懇談会

4 昭和27年 6月4日 中国玉県都市広報主管者協議会総会

5 昭和27年 B月12日 比治山地区市政懇談会

6 昭和27年 8月13日 市役所前の広報掲示板

7 昭和27年10月13日 産経へりコプターの広島訪問

8 昭和27年12月25日 広船観音社宅地区市政懇談会

9 昭和28年2月10日 “市長に手紙を出す旬間”に寄せられた手紙

10 昭和28年2月17日 段原地区市政懇談会

11 昭和28年2月26日 市中央部商店街との市政懇談会

12 1 昭和28年5月19日 広島県市広報連絡協議会

12 2 昭和28年7月8日 尾長石山爆砕被害についての対策座談会

13 昭和29年3月14日 広島市ニュースカー

14 昭和30年3月初日 広島県都市広報連絡協議会

15 昭和30年10月27日 抽選会

16 昭和32年2月19日 市長に手紙を出す旬間

17 昭和39年ごろ 広報番組「市民とともに」収録風景

18 昭和39年3月 第1岡市政写真入選作品

19 昭和39年6月 第2回市政写真入選作品

20 昭和39年6月19日 一日総合相談室の風景

21 昭和39年9月 第3田市政写真入選作品

23 昭和40年5月 第 5回市政写真入選作品

24 昭和40年8月16日 広島市歌発表会

25 昭和40年9月 第6田市政写真入選作品

26 昭和41年 l月 第7田市政写真入選作品

27 昭和41年 5月 第8回市政写真入選作品

28 昭和42年 l月 第10回市政写真入選作品

29 昭和42年5月 第11回市政写真入選作品

30 昭和43年 市政写真展

31 昭和43年 広報番組「市民とともにJ収録風景

32 昭和43年11月 市長をかこむ会（草津、庚午地区）

33 昭和43年10月31日 市長をかこむ会（吉島地区）

34 昭和43年6月6日 市政懇談会（交通問題）

35 昭和44年12月18日 山田市長を囲む新春座談会

36 昭和45年4月2日 広報番組『市民とともに」収録風景

37 昭和45年10月17日 市政懇談会（みんなで進める広域行政）

38 昭和46年3月17日 市政広報写真展（天満屋）

39 昭和47年3月10日～15日 市政広報写真展（天満屋）

40 昭和51年12月 座談会「国連訪問を終えて」

41 昭和52年7月15日 一日総合相談（そごう百貨店）
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A3広報・広聴 BO企画調整総括

分類 ファイ）~番号 撮影時期 f旨 イ 卜 ）~ 

A3 42 昭和54年3月 浅野長愛さんにインタピュー

43 昭和56年12月12目 座談会「2n歳の出発」

44 昭和57年12月16日 新成人と市長との座談会

45 
昭和58年4月29日

コミュニケーションフェア
～5月5日

46 昭和田年4月29日 コミユーケーションフェア

47、48 昭和田年4月初日 コミュニケーションフェア シンポVウム「21世紀の広島を語ろうj

49 昭和58年5月5日 コミュニケーションフェア 子ども会議

sn 昭和58年11月 コミュニケーションフェア シンポジウム・分科会

52 昭和58年12月3日 コミュェケーションフェア 総括シンポジウム

53 昭和58年12月4日 コミュニケーションフェア講演「ニューメディ7・ライフ」

54 昭和田年12月17日 新成人と市長の座談会

55 昭和59年3月3日日 広島市コミユーアィ懇話会市長答申

56 昭和59年4月24日 あすの広島を市長と語る会（市地域婦人団体連絡協議会）

57、58
昭和59年4月28日

コミュニケーションフェア’ 84
～5月6日

59～61 昭和田年4月28日 コミューケーションフェア’ 84（オープーングセレモーーほか）

62、63 昭和田年4月29日 コミュニケーションフェア’ 84

64-1 昭和田年4月30日 コミュニケーションフェア’ 84

64 2 昭和59年5月 コミュニケーションフェア’ 84 未来画入選作品

65 昭和田年5月 1日 コミユーケーションフェア’ 84

66 昭和田年5月2日 コミュニケーションフェア’ 84

67 昭和59年5月3日 コミュニケーションフェア’ 84

68 昭和田年5月4日 コミユーケーションフェア’ 84

69～71 昭和田年5月5日 コミュニケーションフェア’ 84（未来画表彰式ほか）

72～74 昭和田年5月6日 コミュニケーションフェア’ 84

75 昭和61年7月10日 あすの広島を市長と語る会

76、77 平成3年5月22日 市長とのさわやかトーク＆市民サロンコンサート

78、79 平成3年7月4日 市長とともに施設見学テーマ「ゴミ・リサイクノレJ
80 平成3年10月28日 佐伯区民と市長の施設見学（中央市場、衛生研究所、水産振興センター）

81 平成4年1月21日 明日の広島を市長と語る会

82 平成4年5月22日 市長とのさわやかトーク

83 平成4年6月5日 市長とともに施設見学（健康科学館、広域公園、農業振興センター）

84 平成11年4月19日 オフィスアワーで市民と対話する秋葉市長

BO 1 昭和29年7月初日 広島市建設促進協議会

2 昭和29年8月 商業統計調査に忙殺される調査課員

3 昭和30年4月9日 広島市と戸坂村合併祝賀式

4 昭和30年8月22日 国勢調査説明会

5 昭和31年3月31日 広島市と中山村合併祝賀式

6、7 昭和45年5月25日 祇園町へ文書で合併を申し入れ

8 昭和45年5月25日 佐東町へ文書で合併を申し入れ

9 昭和45年5月初日 向陽町へ文書で合併を申し入れ

10 昭和45年6月3日 可部町へ文書で合併を申し入れ

11 昭和45年6月3日 安佐町へ文書で合併を申し入れ

12 昭和45年6月8日 廿日市町へ文書で合併を申し入れ

13 昭和45年6月9日 五日市町へ文書で合併を申し入れ
,_ 

14 昭和45年8月3日／ 海閏町へ文書で合併を申し入れ

15 昭和45年8月1日 府中町へ文書で合併を申し入れ

16 昭和45年8月l日 安芸町へ文書で合併を申し入れ

17 昭和45年8月3日 熊野跡村へ文書で合併を申し入れ

18 昭和45年8月4日 瀬野川町へ文書で合併を申し入れ

19 昭和45年8月4日 矢野町へ文書で合併を申し入れ

20 1 昭和45年8月7日 熊野町へ文書で合併を申し入れ

20 2 昭和45年8月7日 船越町へ文書で合併を申し入れ

21 昭和45年8月10日 坂町へ文書で合併を申し入れ

22 昭和45年8月11日 白木町へ文書で合併を申し入れ

23 昭和45年9月10日 広島市・安古市町合併研究協議会

24 1 昭和45年9月7日 市長・議長が合併問題について沼田町長議長と協議及び記者会見

24 2 昭和45年9月28日 国勢調査啓発のため県庁に掲げられたたれ幕

5 



BO企画調整総括 B l総合調整

分類 フ7イlレ番号 撮影時期 告訴 イ ト Jレ

BO 25 昭和45年10月14日 市長、両助役、議長、沼田町視察

26 昭和45年11月24日 第l回広島市・沼田町合併協議会

27 昭和45年12月2日 広島市・沼田町合併協議会（調印式）

28 昭和45年12月10日 第l回広島市・安佐町合併研究協議会

29 昭和46年 1月12日 市長安佐町視察

30 昭和46年2月17日 第4回広島市・安佐町合併研究協議会

31 昭和46年2月24日 広島市・安佐町合併協議会（調印式）

32 昭和46年3月16日 第2回広島市・安古市町合併研究協議会

33 昭和46年5月20日 安佐町事務引継ぎ調印式

34 昭和46年8月10日 広島市と安佐郡5町との合併協議会

35 昭和46年10月5日 広島市、広域合併推進本部を設置

36 昭和46年12月9日 第l回広島市・可部町合併研究協議会（社会福祉センター）

37 昭和46年3月 広島空港

38 昭和47年1月17日 第2回広島市・可部町合併研究協議会（社会福祉センター）

39 昭和47年 1月21日 第3回広島市・可部町合併研究協議会（農協新館）

40 昭和47年2月10日 第4回広島市・可部町合併研究協議会（商工会議所）

41 昭和47年2月21日 第5回広島市・可部町合併研究協議会

42 昭和47年2月28日 広島市・可部町合併協議会（調印式）

43 昭和47年4月15日 第l回広島市・祇園町合併研究協議会（社会福祉センター）

44 昭和47年6月12日 広島市祇園町合併協議会（調印式）

45、46 昭和48年2月23日 広島市安古市町・佐東町・両陽町合併協議会（調印式）

47 昭和48年2月24日 広島市・瀬野川町合併協議会（調印式）

48 昭和48年3月初日 佐東支所開所式

49 昭和48年7月18日 広島市・白木町合併研究協議会

50 昭和48年9月3日 広島市・白木町合併協議会（調印式）

51 昭和49年2月7日 第1回広島市・熊野跡村合併研究協議会

52 昭和49年2月23日 第l回広島市矢野町任意合併研究協議会

53、54 昭和49年9月13日 広島市・安芸町合併協議会（調印式）

55 昭和49年12月6日 広島市・船越町合併協議会（調印式）

56 昭和49年12月6日 広島市・矢野町合併協議会（調印式）

57 昭和50年8月 広島市・五日市廿日市懇談会

58 昭和52年10月24日 広島空港問題公聴会

59、60 昭和田年2月21日・ 22日 ジェット機によるァスト飛行調査

61 昭和54年8月15日 ジェット機就航（広島一束且）ボーイング737型機

62 昭和55年2月16日 アジア競技大会広島招致委員会設立発起人会

63、64 昭和55年3月1日 アジア競技大会広島招致委員会設立総会（社会福祉センター）

65 昭和田年4月15日 アジア競技大会広島招致を実現させる市民の会設置

66、67 昭和55年9月24日 90年（第11回）アジア大会広島招致を承認 (J0 C総会）

68 昭和57年3月 広島駅前に建てられた第11回アジア競技大会広島招致の広告塔

69 昭和57年6月1日 広島空港

70 昭和57年6月10日 広島空港基本問題協議会

71 昭和58年10月17日 ボーイング767型機のアスト飛行

72 昭和59年5月5日 “アジア大会を広島で”パレード（フラワープェスァィパノレ）

73 1 昭和田年9月14日 五日市町長、広島市へ文書で合併を申し入れ

74、75 昭和田年10月22日 第1回広島市・五日市町合併協議会

76 昭和田年11月22日 第2回広島市・主日市町合併協議会

77 昭和59年11月26日 第3回広島市・五日市町合併協議会

78、79 昭和田年11月28日 広島市・五日市町合併協議会（調印式）

80、81 昭和60年3月20日 佐伯区役所開所式

82、83 昭和61年9月19日 初の国際チャータ便広島空港からソウノレへ飛ぶ

84 平成3年4月11日 韓国アシアナ航空黄寅性会長市長表敬

85、86 平成3年6月21日 広島国際線初便歓迎式初便出発式

87、88 平成3年6月21日 広島ソウノレ国際定期使就航記念祝賀会

89 平成4年7月22日 香港ドフゴン航空定期便就航一番機到着

90 平成4年7月23日 香港ドフゴン航空定期便就航出発式

91 平成4年7月23日 香港ドラゴン航空定期便就航記念祝賀会

92 平成5年10月29日 広島西飛行場開港記念式典

Bl 1 昭和47年l月14日 県・市との懇談会
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B l総合調整 BZ総合企画 B3文化 B4電算 co総務総括

分類 ファイ）~番号 撮影時期 ';I イ ト Iv 
Bl 2 昭和53年 l月 県・市トップ会談

3 昭和56年2月 県・市トップ会談

BZ 1 昭和46年 3月19日 似島開発基本計画報告会

2 昭和田年10月12日 レンガ造の広島大学医学部資料館

3 昭和58年 6月22日 第 l回21世紀ひろしまビジョン会議

4 昭和田年12月21日 荒木市長に都市づくり提言「ひろしま21世紀への前進」を手渡す山本座長

5 平成元年5月9日 総合計画審議会

B3 1 昭和39年ごろ 鈴木二重吉の碑

2 昭和39年ごろ コロンビアレコードの扇ひろ子さん来庁

3 昭和40年ごろ 原爆死没者慰霊碑と峠ニ吉の碑に落書き

4 昭和41年4月22日 望月優子さん母子来広

5 昭和43年 原民喜の碑

6 昭和43年 9月21日 広島県立美術館落成式

7 昭和44年 6月 広島日ポ文化協会発会式

8 昭和54年 俳優田村両広さんにインタビュー

9 昭和54年 俳優山口崇さんにインクビュー

10 昭和54年 山田典吾さんにインクピユ｝

11 昭和54年 映画評論家荻昌弘さんにインタビュー

12 昭和54年 3月 米倉斉加年さんにインクビュー

13 昭和54年 B月 慶応義塾大学教授加藤寛さんにインタビュー

14 昭和55年 NHK記者勝部さんにインタビュー

15 昭和55年4月 映画監督山田洋次さんにインタビュー

16 昭和55年 6月 医師・作家・評論家なだいなださんにインクビュー

17 昭和田年3月 文化懇話会市長に提言「広島の文化都市像を求めて」を提出

18 昭和田年5月23日 教育実践家無着成恭さんにインタビュー

19 昭和田年6月 女優奈良岡朋子さんにインタピ、ユ｝

20 昭和56年 6月 俳優綿引洪さんにインヂビュー

21 昭和57年2月 1日 入江徳郎さんにインタビュー

22、23 昭和59年10月13日 北海道広島町から届いた開拓初期の農耕具

24 昭和60年3月 市内各所に設置された彫刻

25 昭和60年10月18日 海外移住10日年記念展（そごう）

26 昭和田年10月 海外移住100年展出品を整理する市職員

27 昭和61年3月初日 第1回申H宇競技の優秀品を設置（彫刻）

28、29 昭和61年4月 大正期の女学生の体操服を復元

30、31 昭和61年4月27日 スポーツ百年展の運動用具の調査をする職員

32 昭和61年4月22日 織田幹雄オリンピック資料展

33 昭和63年3月15日 懐かしの盛り場展

B4 1 昭和4日年8月ごろ 電子計算機導入

2 昭和40年8月ごろ 完備した電子計算室

3 昭和44年11月10日 電算始動式

4 昭和49年3月18日 電子計算機関所式

5 昭和54年11月 市役所の電子計算室

co l、2 昭和27年5月3日 平和条約発効記念式

3. 昭和28年5月15日 全国市長会中国支部役員会

4 昭和28年7月15日 第2回広島市町名、町界変更審議会 ’r.目

5 昭和28年10月 l日 戸籍課の窓口業務

6 昭和28年11月24日 統計図表（戸籍課作成）

7、B 昭和29年6月29日 市警察廃庁式

9 昭和40年 市南1]76周年記念式

10 1 昭和41年4月 1日 市市tl77周年記念式

10-2 昭和41年 戸籍課の窓口事務

11 昭和42年 市制78周年記念行事

12 昭和43年 1月4日 事務始め式

～ 13、14 昭和43年10月23日 明治10口年記念行事

15 昭和43年12月28日 事務納め式

16 昭和44年4月 市制80周年記念写真展「広島のあゆみ」

17 昭和44年4月7日 市制施行80周年記念祝典

18 昭和44年4月 1日 市制施行80周年記念式
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co総務総括

分類 ファイJレ番号 撮影時期 f担 イ ト Jレ

co 19 昭和45年 1月5日 事務始め式

20 昭和46年 1月4日 事務始め式

21 昭和46年4月l日 市制施行82周年記念式

22 昭和46年4月1日 辞令交付（沼田支所）

23 昭和48年 l月4日 事務始め式

24 昭和49年 1月4日 事務始め式

25 昭和51年 1月5日 事務始め式

26 昭和52年 1月4日 事務始め式

27 昭和52年4月1日 市制施行88周年記念式

28 昭和52年8月1日 広島市政令指定都市推進協議会設立（社会福祉センター）

29 昭和52年12月28日 事務納め式

30 昭和田年 戸籍課窓口

31 昭和田年1月4日 事務始め式

32、33 昭和53年3月3日 府中町へ政令指定都市昇格への協力を文書で申し入れ

34 昭和53年3月6日 五日市町、廿日市町へ政令指定都市昇格への協力を文書で申し入れ

35 昭和53年4月l日 市制施行89周年記念式

36 昭和54年 l月4日 事務始め式

37～39 昭和54年5月29日 市制施行90周年記念式典

40 昭和54年B月31日 「祝政令指定都市昇格決定」の懸垂幕

41 昭和54年 8月31日 政令指定都市昇格決定の記者発表、懸垂幕

42、66～68 昭和54年9月4日 政令公布に際して広島県選出国会議員にあいさつする市長

43 昭和54年9月4日 政令公布に際して大平内閣総理大臣にあいさっする市長、市議会議長

44 昭和54年9月4日 荒木市長、大平内閣総理大臣を訪問

45～47 昭和54年9月5日・ 6日 荒木市長、政令指定都市昇格のあいさつ

48 昭和54年9月4日 荒木市長、灘尾衆議院議長を訪問

49 昭和54年 9月B日 広島市政令指定都市指定記念祝賀会

50～53 昭和54年10月15日 広島市政令指定都市指定記念パーァィー

54 昭和55年 広島市政令指定都市発足の懸垂幕

55 昭和55年 l月4日 事務始め式

56 昭和55年2月 安芸郡府中町の渡辺石材店で区庁名石製作

57 昭和55年2月 政令指定都市記念行事で記念たばこの発売

58 昭和55年4月 政令指定都市を記念しての花電車

59、62、63 昭和55年4月1日 広島市政令指定都市記念式典

60 昭和55年4月1日 広島県庁で事務引継調印式

61 昭和55年4月1日 広島市政令指定都市発足記念の植樹

64 昭和55年4月l日 祝広島市政令指定都市発足の懸垂幕

65 昭和58年4月1日 新規採用職員の辞令交付式

69 昭和6C年12月28日 事務納め式

70 
昭和61年12月27日

事務納め式、事務始め式
－昭和62年 1月5日

71 昭和62年10月 中区市民課の窓口

72 昭和63年 1月4日 事務始め式

73 昭和63年4月l日 新規採用職員の辞令交付式

74 
昭和田年12月28日

事務納め式、事務始め式
－昭和64年 1月4日

75 平成フ百年4月1日 新規採用職員の辞令交付式

76～79 平成z年7月5日 広島市制100周年・築城400年記念式典（国際会議場）

80 
平成珂年12月28日

事務納め式、事務始め式
－平成2年 l月4日

81 平成2年4月2日 新規採用職員の辞令交付

82 平成2年4月2日 市制施行101周年記念式典

83 平成2年11月1日 政令指定都市移行10周年記念事業「ひろしま10年の歩みパネノレ展J開会式

84～86 平成2年11月6日 政令指定都市移行10周年記念事業（シンポジウム他）

87 
平成2年12月28日

事務納め式、事務始め式
－平成3年 1月4s. 

88 平成3年4月1日 新規採用職員の辞令交付式

自9 平成3年5月30日 市南j施行102周年記念式典

日日
平成3年12月27日

事務納め式、事務始め式
－平成4年 1月4日
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co総務総括 c l庁舎管理

分類 フ7イJレ番号 撮影時期 うZ イ ト Jレ
co 91 平成4年 4月1日 新規採用職員の辞令交付式

92 平成4年 4月1日 市制施行103周年記念式

93 平成4年 7月2日 助役就退任あいさつ

94 
平成4年12月28日

事務納め式、事務始め式
－平成5年 1月4日

95 平成5年 4月1日 新規採用職員の辞令交付式、市制施行104周年記念式

96 平成6年 4月1日 市制施行105周年記念式

97 平成6年 4月1日 新規採用職員の辞令交付式

98 平成12年 1月4目 事務始め式

Cl 1 昭和26年 9月20日 広島市庁舎

2 昭和28年 9月29日 公会堂の完成予想、図

3 昭和30年 3月1日 公会堂竣工開館並びに贈呈披露式

4 昭和30年 3月2日 公会堂

5 昭和30年 3月12日 広島市役所己斐出張所

6 昭和30年 3月12日 草津出張所

7 昭和39年ごろ 南庁舎の起工式

8 昭和39年ごろ 市役所全景

9 昭和39年ごろ 南庁舎の建設工事

10 昭和40年 4月 完成した市役所南庁舎

11 昭和41年ごろ 南庁舎前の花壇

12 昭和42年ごろ 建設中の市役所横駐車場

13 昭和42・43年ごろ 市役所庁舎全景

14 昭和43年 市役所庁舎全景

15 昭和43年 l月16日 市役所庁舎

16 昭和43年10月23日 宇品出張所、宇品公民館

17 昭和44年 3月6日 改修工事の完了した市役所本庁舎正面玄関

18 昭和46年 3月22日 沼田町役場

19 昭和46年 4月l日 広島市役所沼田支所開所式

20 昭和46年 5月20目 広島市役所安佐支所関所式

21 昭和47年 8月28日 広島市役所祇園支所開所式

22 昭和48年 3月20日 広島市役所瀬野川支所関所式

23 昭和48年10月22日 広島市役所白木支所開所式

24 昭和49年 2月 一本化された税務部の総合窓口

25 昭和49年11月1日 広島市役所阿戸支所開所式

26 昭和49年11月l日 広島市役所安芸支所開所式

27 昭和50年 3月20日 広島市役所矢野支所開所式

28 昭和50年 3月20日 広島市役所船越支所開所式

29 昭和52年 4月4日 安佐北部地区総合支所起工式

30 昭和53年 安佐北部地区総合支所の全長

31 昭和53年 l月 職員研修所起工式

32 昭和53年 4月 宇品地区総合支所起工式

33 昭和53年 8月28日 安佐北部地区総合支所庁舎落成

34 昭和53年 9月 職員研修所完成

35 昭和54年 2月 広島市役所庁舎全景

36 昭和54年 3月2日 牛田地区総合支所起工式

37 昭和54年 4月1日 安佐南総合支所開所式 ~－ 

38 昭和54年 B月 仮称広島市宇品地区総合支所庁舎新築工事

39 昭和54年 B月 仮称広島市己斐地区総合支所庁舎新築工事

40 昭和54年10月 広島市役所宇品出張所

41 昭和54年10月 己斐地区総合支所庁舎新築工事

42、43 昭和55年 2月 船越支所引越

44 昭和55年 2月 建設中の各区役所

45、46 昭和55年 3月1日 南区役所庁舎落成式

47 昭和55年 3月18日 西区役所庁舎落成式

48 昭和55年 3月24日 東区役所庁舎落成式

49 昭和55年4月l日 西区役所庁舎開所式

50、51 昭和55年 5月7日 北庁舎起工式

52 昭和55年 6月 南区役所青崎連絡所

53 昭和55年11月 東区役所庁舎
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Cl庁舎管理 C2文書・法制（事務管理）

分類 ファイル番号 撮影時期 f担 イ ト ）~ 

Cl 54 昭和56年 1月 建設中の北庁舎

55 昭和56年4月23日 設計事務所の説明会

56 昭和56年4月23日 新本庁舎模型

57 昭和田年4月23日 市長公室にて（新本庁舎建設報告書を市長に提出）

58 昭和56年9月29日 新本庁舎建設のためのポーリング調査

59 昭和57年 1月13日 完成した市役所北庁舎（中区役所）

60 昭和57年2月15日 市役所北庁舎（中区役所）落成式

61 昭和57年 6月24日 市庁舎

62 昭和57年 6月25日 市庁舎

63 昭和57年7月24日 環境事業局の引越

64 昭和57年11月初日 新本庁舎建設工事入札

65、66 昭和58年 l月19日 新本庁舎新築工事起工式

67 昭和58年 1月28日 本庁舎解体工事

68～71 昭和田年2月 本庁舎解体工事

72 昭和田年2月7日 本庁舎解体工事

73、74 昭和田年2月19日 本庁舎解体工事

75 昭和田年3月4日 本庁舎解体工事

76、77 昭和58年3月31日 新本庁舎新築基礎工事

78 昭和58年4月 新本庁舎新築基礎工事

79 昭和田年5月初日 新本庁舎新築基礎工事

80 昭和58年6月2日 新本庁舎新築基礎工事

81 昭和58年 6月17日 新本庁舎新築基礎工事

82 昭和58年 6月25日 市庁舎

83 昭和58年7月5日 新本庁舎新築基礎工事

84 昭和58年 9月28日 市政記者室の雨漏り

85 昭和田年10月 公会堂全景

86 昭和58年10月4日 新本庁舎新築工事立柱式

87 昭和59年 1月9日 新本庁舎建設風景

88 昭和田年2月3日 衛生局をオープンフロア方式のモデノレ課に設定

89、90 昭和田年7月16日 新本庁舎上棟式

91 昭和田年8月23日 建設中の新本庁舎

92 昭和60年5月16日 新本庁舎新築工事定礎式

93、94 昭和60年7月23日 新本庁舎落成式

95 昭和60年10月8日 旧本庁舎の解体工事

96 昭和60年6月 建設中の新本庁舎と旧本庁舎

97 昭和60年11月7日 新本庁舎

98 昭和60年11月15日 旧本庁舎解体工事

99 昭和60年12月7日 旧本庁舎解体工事

100 昭和60年7月12日 ｜日本庁舎市長室

101 昭和6C年12月12日 マツダから広島市に新築祝い

102 昭和61年 l月27日 旧本庁舎跡から定礎箱見つかる

103 昭和61年5月8日 新本庁舎（全景、ロビー）

104 昭和61年5月19日 公会堂の取り壊し始まる

105 昭和61年8月9日 本庁舎（全景）

106 昭和61年日月 本庁舎（全景）

107 昭和61年10月 本庁舎（全景）

109 昭和62年6月17日 ハノーパー市庁舎模型

110 昭和63年4月11日 本庁舎広報塔

111 昭和田年4月11日 被爆桜（本庁舎前）

112 昭和63年7月5日 市役所西庁舎

113 昭和63年10月19日 加古町公用車駐車場

C2 1 昭和40年ごろ 戸籍課のレジスター

2 昭和41年ごろ 文書整理週間での市長の庁内視察

3 昭和45年11月2日 マイクロシステム開声合

4 昭和57年11月 1日 住民基本台帳事務オンライン開始

5 昭和田年1月初日 オンフインシステム（中区役所）

6 昭和田年4月2日 税務オンフイン化スタート

7 昭和60年11月14日 情報公開制度審議会の石外会長から答申を受ける市長
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CZ文書・法制（事務管理） C3区政 C4交通安全 C5市民球場 C7研修

分類 ファイJレ番号 撮影時期 1' イ ト Jレ
CZ 8 1～2 昭和61年2月 公文書館（お母さんの一日記者で取材）

9 昭和63年10月24日 新財務会計シスァム

C3 1 昭和54年3月6日 安佐北総合支所の窓口事務

2 昭和54年4月1日 安佐南総合支所の窓口事務

3、4 昭和54年10月29日 第1回区名選考委員会

5 昭和54年10月～12月25日 区名応募ハガキの整理、抽選会

6 昭和54年11月 安佐南総合支所窓口

7 昭和54年12月21日～25日 12月市議会区名選考委員会

8 昭和55年6月 西区役所窓口

9～13 昭和55年8月17日 第 l回広島市郷土芸能大会

14 昭和56年4月13日 西区役所ファックス

15 昭和53年6月 西区役所の窓口風景

16 昭和57年2月12日 安佐北区民文化センター起工式

17 昭和田年1月25日 東区民文化セングー起工式

18 昭和59年3月 南区役所市民課窓口

19 昭和60年11月 安佐南区民文化センター

20 昭和61年12月2日 佐伯区民文化センター起工式

21 昭和62年6月15日 西区民文化センター起工式

22 昭和63年5月14日 佐伯区民文化センヂー開館式

23 昭和63年7月15日 南区民文化センター起工式

24 昭和63年9月10日 佐伯区民文化センター

25 昭和63年10月28日
市民文化創造センター（仮称）、中区民文化センクー（仮称）、国際青年会館
（仮称）、中区図書館（仮称）起工式

26 平成z年8月 東区民文化センタ一、安佐南区民文化センタ一、安佐北区民文化センヂー

27 平成元年8月 西区民文化センタ一、佐伯区民文化センター

28 平成3年1月26日 文化創造センタ一、中区民文化センタ一、国際青年会館、中区図書館開館式

29、3日 平成3年1月29日 第 1回ひろしま平和能楽祭

C4 1 昭和28年4月16日 交通取締条例紹介

2 昭和28年4月17日 交通取締条例紹介

3 昭和29年5月14日 紙屋町交差点自動信号機使用開始

4 昭和39年ごろ 黄色いパトロールカー

5 昭和42年5月11日 交通安全婦人大会

6 昭和43年6月 交通災害共済制度発足

7 昭和43年7月16日 交通災害共済見舞金支給第l号

8 昭和43年7月28日 交通災害共済街頭受付

9 昭和43年10月12日 広島西交通安全運動婦人推進隊結成大会

10 昭和45年8月25日 広島駅前歩道橋

11, 12 昭和59年6月13日 駐輪場（広島駅前、中区胡町付近の繁華街）見学（お母さんの一日記者で取材）

13 昭和60年10月初日 園児の交通教室（交通公園）

14 1～3 昭和60年2月 交通安全教室（交通公園）

15 昭和61年4月14日 違法駐車追放キャンベーン

16 昭和61年4月14日 通学路の違法駐車

17 昭和61年4月14日 国道54号線袋町付近の違法駐車

18 昭和62年10月14日 駐車場対策

19 昭和62年10月2日目 交通安全運動推進隊

20 昭和62年10月10日 広島市交通事故非常事態宣言発令

21 昭和63年8月 交通安全移動教室（大町保育園）

22 昭和63年9月3日日 交通安全シノレバーローダー養成

23 平成2年12月 船越交通少年団カーブミフ一清掃

C5 1 昭和29年7月3日日 市営野球場設置署名簿提出

2 昭和32年2月22日 市民球場起工式

3、4 昭和52年4月2日 市民球場開設20周年並びに外野スタンド増築完成記念式典

5 昭和54年11月23旦 カープセ・リーグ及び日本選手権優勝市民球場で記念碑除幕式

6 昭和57年3月 装い新たな広島市民球場（外観改修、緑化など周辺整備）

7 昭和61年 l月30日 広島市民球場改修工事

8 昭和62年2月初日 広島市民球場（ 2階スタンド）

C7 1 昭和27年10月22日 第 1回市民サービス研修会

2 昭和28年11月24日 第2田市民サービス研修会
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C7研修 DO民生総括 Dl地域福祉 DZ児童・母子福祉

分類 フ7イ＇＂番号 撮影時期 ?z イ ト Iv 
C7 3 昭和39年ごろ 出張所長の自衛隊見学

4 昭和55年10月13日 職員研修所全景

5 昭和58年9月16日 ワードプロセッサーの研修（東区役所）

DO 1 昭和26年 庁舎中庭における労働者の陳情

2 昭和26年11月 保育施設の慰問

3 昭和26年11月7日 宇品町保養院の破損状況

4 昭和26年11月22日 働く婦人座談会

5 昭和26年11月23日 労働者慰安大会

6 昭和26年12月4日 日雇労働者のデモ

7 昭和26年12月5日 日雇労働者のデモ

12 昭和27年11月15日 エドガー・ロッシー氏及びABCC岩下氏からの寄附伝達式

13 昭和28年3月27日 東隣保館付属保育園

15 昭和29年12月19日 早速氏藍綬褒章受賞祝賀会

16 昭和40年ごろ 失業対策事業（己斐の側溝工事、翠町の水道管布設工事、見宇品公園の道路）

17 昭和43年4月10日 社会福祉センター開館

18 昭和43年7月 失業対策事業（淵崎公園の整備、側溝の清掃）

19 昭和57年2月初日 雇用促進住宅井口宿舎

20 昭和田年10月14日 広島勤労者職業福祉センター起工式

21 昭和60年11月26日 広島サンプフザ（バレーボールワーノレドカップ広島大会）

22 昭和60年11月 広島サンプフザ（グフンドロビー）

23 昭和60年9月13日 広島厚生年金会錯

24 昭和60年日月18日 広島サンプフザ落成式（ァープカット）

Dl 1-1 昭和27年4月2日 シアトノレ市から恵送のプランコ、ジャングノレジム、滑り台

1 2 昭和27年5月 l日 日本赤十字募金風景

2 昭和27年11月24日 第3回広島市民生委員児童委員大会

3 昭和28年4月17日 日本赤十字募金風景

4 昭和28年10月1日 共同募金運動

5 昭和29年11月27日 第4囲広島市民生委員児童委員大会

6 昭和初年10月 1日 渡辺市長夫妻天満屋前で共同募金

7 昭和39年 共同募金運動

自 昭和40年 共同募金運動

9 昭和41年 共同募金運動

10 昭和41年 束清掃事務所の愛の募金

11 昭和43年10月 l日ごろ 街頭で共同募金を呼びかける山岡市長

12 昭和44年10月 l日 市長街頭募金

13 昭和58年12月15日 原爆病院内（すみれ会奉仕活動）

14 昭和田年2月24日 民生・児童委員（公園巡回）

15 昭和田年2月26日 民生・児童委員（定例会出席）

16 昭和田年4月7日 広島市戸坂福祉センタ一関所式

17 昭和60年11月 車イスパスケットボーノレ教室（心身障害者福祉センター）

18 昭和62年5月2日 手話サークノレ“かめたつのこ会”

19、20 平成耳年7月 理・美容師グループ“輪の会”

D2 1 昭和26年10月6日 竹屋保育園

2 昭和26年10月6日 向宇品保育園

3 昭和26年10月6日 演劇を見る竹屋保育園児

4 1 昭和26年10月6日 こばと保育園

4-2 昭和27年9月16日 光の圏

5 昭和27年9月17日 ゆりかご保育園

6 昭和28年 1月15日 五日市の戦災児育成所市への移管式

7 昭和28年2月13日 社会課内の広島市連合未亡人会母子相談所

9 昭和28年 8月22日 基町の広島市母子寮

10 昭和29年B月12日 戦災児育成所児童の海水浴

11 昭和初年2月28日 広島市母子寮

12 昭和初年3月11日 千四保育園

13 昭和3C年 3月11日 竹屋保育園

14 昭和30年3月11日 広島市産院

15 昭和30年3月12日 移車］保育園

16 昭和30年 3月12日 草津保育園
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D2児童・母子福祉 D3高齢者福祉 D4障害者（児）福祉

分類 フ7イJレ番号 撮影時期 $1 イ ト Jv 
D2 17 昭和42年3月 1日 荒神保育園が開園

18 昭和42年12月12日 広島和光園母子園

19 昭和43年4月15日 竹屋保育園

20 昭和45年3月 出汐町のちびっこ広場

21 昭和46年5月17日 基町にあった新生学園の取り壊し

22 昭和59年4月20日 青崎児童館

23～25 昭和59年4月初日 長束児童館

26 昭和田年6月 児童総合相談センター全景

27 昭和59年6月 安佐南保健所の4ヶ月健診

28 昭和62年2月 山本ベピーシッターサークノレ“ママさん幼稚園”

29 昭和62年4月18日 神崎保育園訪問（お母さんの一日記者で取材）

30 昭和62年4月14日 あそか幼稚園

31 平成2年 1月11日 矢野西児童館

32 1～2 平成2年3月17目 おもちゃの図書館

D3 1 昭和28年8月21日 喜生園

2 昭和43年6月 喜生園

3 昭和43年11月8日 喜生園

4 昭和44年9月15日 第4回敬老の日記念式

5 昭和52年10月8日 老人福祉センター起工式

6 昭和53年 9月15日
広島南年齢労働者職業福祉センター、広島市老人福祉センター、広島市中央公
民館関所式

7 昭和54年 8月 吉島老人いこいの家

8 昭和56年11月 養護老人ホーム喜生園の屋上庭園風景（五日市町ニ宅）

9 昭和57年 1月29日 養護老人ホーム喜生園落成式

10 昭和田年 在宅老人の福祉

11 昭和田年3月5日 ゲートポーノレを楽しむ老人（舟入町）

12 昭和田年5月 特別養護老人ホーム神岡山長生国

13 昭和田年10月2日 老人ホーム慈光園訪問（お母さんの 日記者で取材）

14 昭和61年 1月31日 介護ボフンアイア

15 昭和60年9月3日 原爆養護ホーム舟入むつみ閏

16 昭和60年8月 買物に出かけ、付き添ってお世話するヘノレパー（荒神市場）

17 昭和6日年8月 老人ホーム慈光園

18 昭和61年11月 矢野ボランアイアグループ“さっき会”

19 昭和62年4月 食事の世話をするシノレパ一人材センター会員

20 昭和62年10月 沼田かみさん会

21 昭和63年4月 ポフンァィアグループ“ほことり会”

22、23 昭和田年12月16日 デイ・サービス事業

24 平成元年l月27日 なでしこ会（神田山やすらぎ園）

2s 平成元年9月 自転車の再生作業をするシルバー人材センターの会員

26 平成フロ年10月 瀬野川老人ホーム

D4 1 昭和26年12月四日 六方学園

2 昭和28年 l月13日 広島市身体障害者更生授産所関所式

3 昭和28年 l月22日 広島市身体障害者更正授産所（江波町）

4 昭和28年2月13日 広島市身体障害者更正授産所（江波町）

5 昭和28年3月6日 広島市身体障害者更正授産所（江波町）

6 昭和28年8月28日 広島市身体障害者更正授産所（江波町）♂ F

7 昭和30年3月13日 身体障害者授産施設と母子寮

8 昭和40年ごろ 六方学園

9 昭和41年ごろ ／ 精神薄弱児通園施設建設予定地

10 昭和42年4月13日 広島市精神薄弱児通国施設育成園開園

11 昭和43年11月 l日 広島市精神薄弱児通園施設育成園

12 昭和43年11月8日 広島市精神薄弱児通園施設育成園

13 昭和48年2月12日 心身障害児福祉センター起工式

14 昭和56年10月7日 福祉パス“ふれあい号”テープカット風景

15 昭和57年7月15日 広島市心身障害者福祉センター起工式

16 昭和58年 B月 広島市心身障害者福祉センター

17 昭和58年9月 広島市心身障害者福祉センター

18～20 昭和58年11月 1日 広島市心身障害者福祉センヂ一関所式

21、22 昭和田年1月初日 広島市心身障害者福祉センター
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D4障害者（児）福祉 D5保険・年金援護 D6青少年女性対策 EO保健衛生総括 El環境衛生

分類 ファイjレ番号 撮影時期 11 イ ト Jレ
D4 23 昭和59年3月 広島市心身障害者福祉センター

24 昭和59年5月28日 障害福祉課にミニファックス設置

25～28 昭和61年12月14日 障害者福祉週間記念の集い

29 昭和62年5月23日 おもちゃ図書館

30 昭和63年4月15日
広島県、広島市、（株）中国計算センターによる重度障害者雇用企業協定書調印
式・設立発起人会

31 昭和63年5月6日 障害者の自立をめざして

32 平成元年8月25日 広島市西部障害者デイ・サービスセンター落成式

33 平成耳年9月 西部障害者デイ・サービスセンター

34、35 平成2年4月12日 児童総合相談センクー（お母さんの一日記者で取材）

36 平成2年5月17日 手話通訳講習会

D5 1 昭和27年10月21日 戦傷病者戦没者遺族等援護法による扶助料請求

2 昭和28年3月13日 中華人民共和国からの引揚船“興安丸”広島潜入港

3 昭和40年ごろ 国民健康保険諜の受付事務

4 昭和54年5月 国民健康保険課窓口

D6 1 昭和29年 6月26日 市婦人会幹部による市政研究会

2 昭和57年 5月28日 広島市婦人教育会館

3～6 昭和61年 6月 1日 広島市中央勤労青少年ホーム15周年祭

7 平成フロ年2月21日 手話グループ“おやゆび会”（中央勤労青少年ホーム）

8 平成2年7月3日 安佐勤労青少年ホーム

EO 1 昭和26年12月 向西館無縁仏の供養塔建立式

2 昭和27年5月23日 ＝滝墓苑

4 昭和27年10月21日 新装成った広島市保健所

5 昭和28年7月6日 三滝墓苑

6 昭和28年10月22日 向西館

7 昭和28年11月12日 向西館

8 昭和29年12月17日 西保健所

9 昭和37年10月 両天原火葬場

10 昭和39年ごろ 犬魂慰霊祭

11 昭和初年 昭和40年犬魂慰霊祭

12 昭和初年ごろ 飼犬管理事務所（全景）

13 昭和41年ごろ 飼犬管理事務所（全景）

14 昭和41年ごろ 中広の墓地

15 昭和42年ごろ 第 1回広島愛犬まつり

16 昭和42年ごろ 比治山陸軍基地追悼式合同慰霊祭

17 昭和43年5月12日 愛犬交換会

18 昭和43年5月17日 衛生試験室

19 昭和43年6月5日 梅毒、麻薬、売春の三悪追放を訴える「純血の塔」除幕式（原爆ドーム南側）

20 昭和43年6月11日 捕獲箱にかかった野良犬

21 昭和43年11月 操業を開始した南部処理場

22 昭和45年 l月14日 東保健所全景（現中保健所）

23 昭和55年4月15日 広島市衛生研究所本館起工式

24 昭和56年4月25日 広島市動物管理センター落成式

25 昭和田年11月 広島市衛生研究所（全景）

26 昭和田年11月 広島市動物管理センター（全景）

27 昭和57年 2月初日 広島市衛生研究所（本館）

28 昭和57年 3月27日 広島市衛生研究所落成式

29 昭和57年4月10日 広島市衛生研究所（検査風景）

3口、 31 昭和57年11月24日 広島市衛生研究所（検査風景）

32 昭和59年4月12日 広島市動物管理センター

33 昭和59年4月12日 ふん公害（お母さんの一日記者で取材）

34、35 昭和61年 6月19日 赤十字血液センター（お母さんの一日記者で取材）

36 平成百年l月9日 献血

37 平成5年3月23日 広島市中保健所、広島市精神保健指導センタ一、広島市立看護専門学校落成式

El 1 昭和28年2月10日 ごみ箱設置運動

2 昭和28年 3月3日 地元婦人会と市の協力による清掃作業（牛田一文土手）

3 昭和28年4月3日 蚊とハエのいない町の建設（予防運動）

4 昭和31年9月19日 朝夕5分間清掃運動

5 昭和32年4月16日 ごみ箱に薬品を設置
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E l環境衛生 E2食品衛生 E3疾病予防・治療 E4保健指導 ES環境保全 E6原爆被爆者対策

分類 ファイ＇＂番号 撮影時期 f担 イ ト ）~ 

El 6 昭和38年 旭町、出汐町のごみ容器改善地区を視察する浜井市長、熊沢衛生局長

7 昭和38年 東清掃事務所

8 昭和38年 川にごみを捨てないよう呼びかける立札

9 昭和39年 猿侯川に集塵ネット

10 昭和40年ごろ 家の前に並んでいるコンクロートのごみ箱

11 昭和41年ごろ 薬剤散布

12 昭和42年7月23日 広島の川を守る市民運動

13 昭和43年2月2日目 ごみ不法投棄者取締り

14 昭和43年5月6日 河川清掃船“すみよし丸”を見学する山田市長

15 昭和43年5月17日 環境Gメン

16 昭和43年6月19日 ごみ容器の改善

17 昭和44年6月28日 ごみの不法投棄の深夜パトロール

18 昭和45年12月15日 知事及び市長川を視察

19 昭和49年5月 環境衛生監視員

20 昭和53年日月 ごみの不法投棄（己斐地区）

21 昭和55年4月15日 河川清掃（耳安JI[)

22 昭和55年日月 太田川放水路河川敷清掃

E2 1 昭和41年 食品衛生Gメン（西保健所管内）

2 昭和43年5月17日 食品衛生Gメン

3 昭和49年5月 食品衛生監視員

4、5 昭和52年6月 食品衛生試験所（検査風景）

6、7 昭和田年12月6日 食品衛生（お母さんの一日記者で取材）

8 昭和63年6月8日 食中毒の予防（お母さんの一日記者で取材）

E3 1 昭和42年ごろ 薬剤散布（宇品町）

E4 1 ポリオ生ワクチン接種

2 3歳児健康診断

3 昭和41年ごろ 3歳児健康診断

4 昭和41年ごろ 日本脳炎予防接種

5 昭和43年5月 日本脳炎予防注射

6 昭和田年1月13日 成人病健康診断（中保健所）

7 昭和60年11月 機能訓練教室（安佐南区民文化センクー）

8、9 昭和62年1月9日 成人病予防検診（お母さんの一日記者で取材）

10 昭和62年1月 総合健診センター（完成予想図）

11、12 昭和62年5月31日 サンデーパパママスクーノレ（安芸保健所）

13 昭和62年9月29日 広島総合健診センター起工式

14 平成珂年l月10日 成人病予防検診（東区温品集会所）

15 平成耳年9月21日 総合健康センター開館式

16 平成2年 1月8日 減量教室（安芸保健所）

17 平成2年3月7日 健康づくりセンター

18 平成2年5月17日 地域を巡回する保健婦（安佐南区祇園地区）

19 平成2年5月18日 地域を巡回する保健婦（安芸区矢野地区）

E5 1 昭和28年4月14日 公衆衛生モデル都市の建設三菱造船（株）広島造船所観音社宅

2 昭和38年ごろ きたない川の風景

3 昭和40年ごろ よごれている川

4 昭和44年 公害パトローノレ事
， 

5 昭和47年6月2日日 ブルーリパーの船上で採泥作業（舟入橋下流）

6 昭和47年7月5日 大気汚染観測の新兵器“プノレースカイ号”

7 昭和49年2月 排気ガス監視測定局（紙屋町）

8 昭和52年2月 市役所環境保全部に設置した中央監視装置

9 昭和52年12月 防音工事（南観音地区）

10 昭和55年10月 広島空港へのジェット機就航に伴う防音工事（南観音地区）

11 昭和57年1月B日 広島駅前に大気測定局設置

12 ノc 昭和63年7月1日 水質浄化、水生生物を調査（佐伯区八幡Ji[)

E6 1 c 昭和27年10月3日 シュモーの“ヒロシマ・ハウス”（江波皿山）

12 昭和28年9月23日 ノ｝マン・カズンズ氏来広

19 昭和29年6月18日 ガイガ一計数器で放射能検査

20 昭和29年11月17日 両田平ニ氏から脊附

21 昭和初年4月18日 広島ライオンズ倶楽部から寄附（目録贈呈）
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E6原爆被爆者対策 E7病院 ESごみ処理

分類 77イル番号 録影時期 f旨 イ ト JI-

E6 22 昭和30年6月7日 国際放射線懇談会一行の広島市視察

23 昭和30年12月15日 原水禁協議会から原爆障害者治療対策協議会へ寄附

24 昭和40年 原爆被爆者福祉センター

25 昭和41年ごろ 舟入被爆者健康管理所

26 昭和42年ごろ 原爆被爆者福祉センター増築工事起工式

27 昭和43年 原爆障害者章デザイン審査会

28 昭和43年6月5日 原爆被爆者特別措置法成立記念大会

29 昭和43年8月 検死調書による遺骨引渡し

30 昭和43年9月14日 原爆特別措置法による諾手当の相談及び申請受付

31 昭和43年12月 人体への被爆状況

32 昭和44年7月12日 広島原子爆弾被害者養護ホーム起工式

33 昭和45年4月15日 広島原爆養護ホーム開所式

34 1 昭和45年11月12日 広島原爆被爆者療養研究センター

34ー2 昭和46年10月29日 原爆死没者の遺骨の発掘（似島）

34 3 昭和46年11月 似島での原爆死没者の遺骨発掘現場から出た遺品

34 4 昭和46年11月4日 似島から市営桟橋に運ばれた原爆死没者の遺骨

34-5 昭和46年12月15日 原爆死没者似島遺骨合ffiE祭並びに遺骨引渡式

35 昭和48年5月29日 広島原爆養護ホーム

36 昭和48年8月2日 広島原爆被爆者療養研究センタ一関所式

37 昭和51年8月4日 広島原爆病院起工式

38 昭和51年11月11日 市役所原爆被害対策部の窓口

39 昭和55年4月12日 原爆被爆者対策基本問題懇談会

40、41 昭和田年5月18日 似島被爆者遺骨発掘調査作業

42 昭和57年3月 建設中の広島原爆養護ホ｝ム神岡山やすらぎ園

43 昭和57年5月14日 広島原爆養護ホ｝ム神田山やすらぎ園

44 昭和57年6月10日 広島原J語養護ホーム神田山やすらぎ園関所式

45 昭和59年8月6日 シュモー氏皆実町の“ヒロシマ・ハウス”を訪問

46、48 昭和62年 1月13日 チェル／プイリ原発事故ソ連医療治療研究調査団来広（放影研）

47 昭和62年1月14日 チェルノブイリ原発事故Y連医療治療研究調査団来広（放影研）

49 昭和63年4月25日 山本コウタロー氏原爆養護ホーム建設のために寄附

50 平成フロ年4月13日 日 IROSH I MA87-97 原爆養護ホーム整備資金のために寄附

51 平成z年7月31日 市長の原爆関連施設の慰問

52 平成2年5月8日 神田山荘（お母さんの一日記者で取材）

54 平成3年 l月17日 広島第三原爆養護ホーム新築工事起工式

55 平成4年7月l日 広島原爆養護ホーム倉掛のぞみ匿の開所式

E7 1 昭和50年6月1日 夜間救急診療制度を実施（舟入病院）

2 昭和52年7月 毎日夜間救急医療業務実施（舟入病院）

3 昭和59年11月7日 広島市民病院でのリハビリテーション

ES 1 昭和27年12月4日 衛生課清掃係のトフック及びオートニ輪

2 昭和28年3月19日 保健所前のごみ焼却炉

3 昭和29年4月19日 保健所前の簡易ごみ焼却炉

4 昭和初年 3月11日 ごみ運搬用トフック

5 昭和初年11月4日 塵芥し尿運搬所（南千田町）

6 昭和38年ごろ 清掃船“ひろみ丸”の活躍風景

7 昭和38年ごろ 大州のごみ埋立現場

8 昭和39年ごろ オルゴール付きごみ収集車

9 昭和39年ごろ コンクリートのごみ箱のごみ収集風景

10 昭和40年ごろ 中清掃事務所の重油バーナー

11 昭和41年ごろ 中清掃事務所

12 昭和41年ごろ 中清掃事務所の爆発した炉

13 昭和42年ごろ 川をきれいに清掃船の活躍ー

14 昭和42年ごろ ダスト・ボックス設置風景

15 昭和42年ごろ ダスト・ボックスのごみ収集風景

16 昭和42年ごろ ごみ収集風景

17 昭和42年12月 ごみ収集

18、19 昭和43年 1月16日 戸坂流れ谷の埋立工事

20 戸坂流れ谷埋立て

21 昭和43年4月 ごみ収集
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ESごみ処理

分類 フ7イル番号 撮影時期 ?z イ ト J[, 

ES 22, 23 昭和43年4月4日 河川清掃船“すみよし丸”

24 昭和43年4月18s 中清掃事務所のごみの山

25 昭和43年12月 戸坂流れ谷の埋立工事

26 昭和44年2月8日 ニ滝埋立予定地

27 昭和44年5月15日 ふじハイツでごみ収集を行なうクレーン車

28 昭和44年6月30日 中清掃事務所

29 昭和45年3月 ニ滝の埋立て

30 昭和45年8月27日 中清掃事務所のごみ投入作業

31 昭和45年8月28日 ポリパケツでごみ収集

32 昭和45年8月28日 ごみ収集作業

33 昭和45年 8月29日 戸坂流谷ごみ埋立作業

34 昭和45年9月 1日 ごみの機械収集作業

35 昭和45年 9月16日 基町付近を清掃する河川清掃船“すみよし丸”

36 昭和46年5月 粗大ごみの収集（吉島新町一丁目）

37 昭和46年 7月2目 戸坂流谷ごみ埋立地

38 昭和47年B月7日 ニ滝ごみ埋立地コンパクター

39. 昭和48年12月 祇園町のごみ収集

40 昭和50年6月 白木町ごみ捨場

41 昭和田年9月5日 祇園町でごみの分別収集

42 昭和50年9月5日 瀬野川i埋立地と汚水処理施設

43 昭和50年9月18日 ごみ非常事態対策本部の看板を掲げる市長

44 昭和50年11月 ごみの中味を調査する係員

45 昭和50年11月 ごみ焼き

46 昭和50年11月初日 沼田町のごみ埋立反対運動

47 昭和50年12月 あきカン回収（大芝小）

48 昭和51年 ごみ破砕機の試運転

49 昭和51年 ニ滝ごみ埋立地

sn 昭和51年 ごみ増肥事業契約調印式

51 昭和51年 5月 瀬野川ごみ埋立地

52 昭和51年 5月 中工場火入れ式

53 昭和51年 5月28日 試運転を始めた中工場

54 昭和51年 6月 紙袋収集（佐東町）

55 昭和51年 6月 中工場

55 昭和51年 6月8日 ごみ収集風景（庚午地区）

57 昭和51年 7月 西部破砕事業所（破砕した生ごみ）

58 昭和51年 8月15日 ごみを土壌改良材に

59 昭和51年12月 広島市資源回収選回H宇業所

60 昭和52年11月 ごみ収集（牛田地区）

61 昭和52年11月 ごみの分別（月見町地区）

62 昭和52年11月 中工場

63 昭和52年12月 トレ一回収

64 昭和54年3月17日 北部第一清掃工場環境調査の合意

65 昭和54年3月22日 北部第一清掃工場の環境調査に関する覚書き調印

66 昭和54年12月 資源ごみ回収（大芝小学校）

67 昭和55年4月 瀬野川ごみ埋立て

68 昭和55年6月 中工場

69、70 昭和55年6月23日 北一清掃工場調印式

71 昭和55年8月 瀬野川埋立地

72 昭和55年9月30日 北一清掃工場建設基本的合意に基づく覚書及び公害防止協定への調印

73 昭和56年4月13日 中工場自家発電

74 昭和56年4月25日 北ー工場の建設工事起工式

75 昭和57年 9月20日 巡回ごみ展

76 昭和57年 9月27日 瀬野川ごみ埋立地

77 昭和58年 2月22日 安佐南工場操業開始

78 昭和58年4月15日 安佐南工場開場式

79 昭和田年7月11日 安佐町筒瀬地区の玖谷埋立地建設基本調印式

80 昭和59年3月13日 資源選別センター

81、82 昭和59年3月13日 瀬野川ごみ埋立地
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ESごみ処理 E9し尿処理 FO経済総括 F l商工

分類 ファイlレ番号 撮影時期 $1 イ ト Jレ

ES 83 昭和59年11月9日 北部埋立訴訟仮処分事件（戸山ごみ埋立訴訟）控訴審判決

84 昭和59年12月27日 南清掃工場建設基本合意書調印式

85 昭和60年6月18目 ごみ焼却施設「南工場J建設にかかる公害防止協定書・確認書調印式

86 昭和61年2月1日 玖谷不燃ごみ埋立地搬入路の町内会と市が覚書調印

87 昭和61年2月8日 広島市南清掃工場起工式

88、89 昭和61年9月25日 一日清掃員（安佐南区）

90 昭和61年12月27日 安佐北工場建設に伴う基本合意書調印式

91 昭和62年10月 公園のごみ箱（比治山公園）

92 昭和62年10月 中央分離帯のごみ（舟入本町付近）

93 昭和63年2月20日 安佐北工場建設工事起工式

94、95 昭和63年4月 JI[の清掃作業（猿侯JI[)

96 昭和63年6月 l日 南工場、南区スポーツセンタ一、東雲屋内プール開場式

97 昭和63年10月12日 一日清掃員（佐伯区）

98、99 平成z年6月 地域くるみでクリーン作戦

100 平成2年4月18日 安佐北工場開場式

101 平成2年 6月30日 環境保護の草の根運動（宇宙船地球号）

102 平成2年10月29日 大型ごみ破砕処理施設建設工事起工式

103、104 平成2年12月 北部資源選別センター（作業風景）

105 平成4年10月2日 全市いっせい門前清掃開始式及びクリーンアップチームひろしま出発式

E9 1 昭和40年ごろ し尿処理場の敷地

2 昭和40年ごろ 旭町し尿処理場の建設工事

3 昭和42年ごろ し尿汲取り作業

4 昭和43年4月 宇品のし尿積出し

5 昭和44年7月18日 し尿処理

6 昭和46年2月25日 し尿車スト

7 昭和47年12月 外洋投棄船“大柏丸”と積込施設

日 昭和48年12月14日 出島処理場建設の確認書に調印する地元代表

日 昭和田年7月18日 建設中の出島処理場

10 昭和SC年9月 完成した出島処理場

11 昭和田年 9月 l日 出島処理場開場式

12 昭和SC年9月8日 出島処理場の内部

13 昭和田年10月27日 現在運転している出島処理場の風景

14 昭和56年10月27日 出島新処理場建設工事起工式

15 昭和59年 1月 出島西処理場（全景内部）

16 昭和田年1月14日 出島西処理場開場式

17 平成2年 4月24日 出島処理場開場式

FO 1 昭和28年 1月初日 故広島市産業顧問峰松員二郎氏の告別式

2 昭和30年8月14日 新平家物語記念全国史蹟めぐりオートレース

Fl 1 昭和27年12月17日 ニ菱造船（株）広島造船所（江波）

2 昭和28年7月2日 広島市の特産品

3 昭和29年5月18日 工芸指導所

4 昭和29年6月初日 本通り商店街に完成したオーーング（アーケード）

5 昭和30年3月4日 工場誘致される淵崎軍用地

6 昭和30年3月初日 市内優良協同組合表彰式

7 昭和31年4月14日 市内優良協同組合表彰式

B～15 昭和40年10月10日～21日 「躍進広島2日年の歩み展j開催

16 昭和41年 7月12日 第2回伸びゆく広島の貿易展

17 昭和42年8月 完成した工芸指導所本館

18 昭和44年11月1日 本通りカフー舗装完成

19 昭和45年10月2日 えびす通りカラー舗装完成

20-2 昭和51年7月 本通商店街

2C* 1 昭和51年7月 戦後初年あゆみ展（中央図書館）

21 昭和54年11月14日～16日 「アメリカ船上デパート」広島港に寄港

22 昭和55年 1月 中小企業会館、卸団地

23 昭和55年 1月 広島家具木工団地協同組合

24 昭和55年4月 矢野のかもじ

25 昭和田年l月27日 カフー舗装した中の棚

26 昭和59年2月6日 鷹野橋商店街
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Fl商工 F2消費流通 F3観光

分類 ファイル番号 撮影時期 ィー イ ト ）~ 

Fl 27 昭和59年3月 藤川木工（祇園町）

28 昭和59年6月 工作機械製造工場

29 昭和田年8月 藤川木工の家具製造（祇園町）

30 昭和60年8月1日～7日 姉妹都市フェア

31 昭和61年 5月28日 広島市工業技術センター起工式

32 昭和61年12月16日 中小企業大学校起工式

33 昭和62年4月 広島市工業技術センター完成

34 昭和62年5月6日 広島市工業技術センター落成式

35、36 昭和62年6月5日 商店街の活性化（お母さんの一日記者で取材）

37 昭和62年11月26日 ワーノレドフードフェアひろしまー食と文化の見本市ー（広島市総合展示館）

38 昭和62年12月3日 工業技術センターオープン

39 昭和62年12月3日 生まれ変わった並木通り

40 平成元年10月11日 広島国際経済交流フェア

41 平成2年4月26日 アノレパーク竣工式典

42 平成2年5月11日 広島港開港30C日日隻入港記念式

43 平成2年11月22日 90 7ーノレドフードフェアひろしま開会式

44 平成2年11月 工業技術センター内部

45 平成3年3月18日 本通りアーケード

46 平成5年10月5日 広島ミクシスピノレ落成式

F2 1 昭和28年3月6日 広島市計量検査所

2 昭和43年 1月22日 第1回消費者対策懇談会

3 昭和43年5月 計量Gメン

4 昭和田年4月27日 本通り商店街（キャッチセーノレスに注意の看板）

5～7 昭和62年 2月 業務用はかりの検査、消費生活情報センター（お母さんの一日記者で取材）

F3 1 昭和27年 9月16日 落日の広島城跡

2 昭和27年 9月16日 縮景園

3 昭和27年 9月19日 北海道福助足袋観光団来庁

4 昭和27年10月9日 秋の縮景園

5 昭和27年11月18日 胡子講

6 昭和28年2月26日 縮景園

7 昭和28年 2月27日 縮景園

8 昭和28年4月9日 第2回広島まつりに参加した広告カーニパルの車

9 昭和29年4月7日 1954年度ミス広島・準ミス広島表彰式

10 昭和29年4月18日 第3回広島まつり

11 昭和29年5月19日 広島市観光案内所

12 昭和39年ごろ 広島城跡の石碑

13 昭和39年ごろ 増築したユースホスァノレ山の家

14 昭和4日年ごろ 広島城祉公閤

15 昭和4日年ごろ 整備された広島城跡の池

16 昭和4日年ごろ Y連から初の観光船“トノレクメニア号”広島港に入港

17 昭和40年ごろ 完成した表御門橋（｜日大本営橋）

18 昭和40年ごろ インドの蓮の花

19 昭和41年ごろ ソ連の観光船広島港に入港

20 昭和41年ごろ ユースホスアノレのプーノレ聞き

21 昭和41年4月22日 Y連の観光船広島港に入船 , ’晶・、• 

22 昭和42年ごろ 広島駅前の歓迎塔

23 昭和43年3月 ソ連の観光船入港

24 昭和42年4月2日ごろ 広島大本営跡

25 昭和44年3月17日 広島市内の名所旧跡

26 昭和44年 3月24日 広島市内の名所旧跡

27 昭和45年 1月 広島城の外堀工事

28 昭和45年4月10日 広島城の堀に水を入れる

29 昭和45年 6月26日 広島城の堀に稚魚を放流

30 昭和45年8月26日 広島城と堀

31 昭和45年8月27日 黄金山レストハウス

32～34 昭和52年5月 77ひろしま7フワープエスアイパノレ

35 昭和53年4月 堀浄化作業（広島城）

36～38 昭和53年5月3日～5日 78ひろしまフフワープェスアイノ勺レ
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F3観光 F4農業 FS林業 F6水産業

分類 フ7イル番号 撮影時期 1' イ ト Jレ
F3 39～41 昭和54年5月 79ひろしまフラワープェステイノミノレ

42 昭和55年4月15日 80ミス・フラワー記者会見

43 昭和55年5月3日～5日 80ひろしまフラワープェスティパノレノミレード

44 昭和56年5月5日 81ひろしまフラワープェスアイパノレ

45 昭和57年4月10日 82ミス・フラワー
46、47 昭和58年5月5日 83ひろしまフラワーフェステイバノレ

48 昭和59年4月4日 84ミス・フフワー記者会見

49 昭和59年5月3日 84ひろしま7フロープエスアイパノレ

50 昭和59年5月5日 84ひろしまフラワープエステイノ勺レ

51 昭和59年B月2日 小己斐明神（井口町）

52 昭和59年8月10日 太田川放水路、花火大会
53 昭和59年8月10日 1984年度ミス広島

54 昭和59年8月初日 馬木八幡

55～58、
昭和61年5月5日 86ひろしまフラワーフェスティパノレ

62～65 

59～61 昭和61年4月 安佐町くすきの木台一輪車愛好会

66 昭和61年4月 RC Cスタジオで練習する広島吹奏楽団

67 昭和61年4月 86ミスフラワー記者会見

68、69 昭和61年4月 広島銭太鼓（瀬野公民館）

70 昭和61年8月 1986年度ミス広島

71 昭和62年4月14日 広島県スクエアダンス連合会

72、73 昭和62年8月 平和記念公園レストハウス（お母さんの一日記者で取材）

74 昭和62年10月 広島城郷土館

75 昭和田年4月25日 89海と島の博覧会セブンマーメイド助役表敬

76 昭和63年11月15日 横浜観光キャンベーン市長表敬

77 昭和63年11月16日 88ミス・ユニバース日本代表市長表敬

78 昭和63年12月1日 ライトアップ ウィズワンダーランド（中区新天地）

79 平成元年5月2日 89ひろしまブフローフェスァィパノレ前夜祭

80、81 平成元年5月3日 89ひろしまブヲワーフェスティパノレ

82 平成元年10月27日 広島城特別展（幕末維新の芸藩と国老上田家展）

83 平成元年11月22日 大型帆船“日本丸”広島潜入港

F4 1 昭和26年11月2日 草津田方付近の農道破損状況

2 昭和26年11月6日 似島の農道破損状況

3 昭和28年2月11日 庚午北町農協での供出風景

4 昭和28年6月26日 豪雨による農作物の被害

5 昭和3C年3月12日 広島市園芸指導所

6 昭和30年12月8日 第6回広島市農水産物共進会

7、自 昭和39年ごろ 似島のミカン出荷

9 昭和41年 広島市園芸指導所

10 昭和51年12月 広島菜収穫（佐東町）

11 昭和52年l月 白木町志屋地区のほ場整縮

12、13 昭和55年12月13日 白木町志屋酪農家

14、15 昭和56年11月25日 広島菜漬（佐東町）

16 昭和61年3月29日 展示温室（園芸指導所安佐分場）

17 昭和61年8月 ススキミミズク

18～20 昭和62年3月 園芸指導所安佐分場（お母さんの 日記者で取材）

21 昭和63年11月11日 園芸パイオテクノロジー

F5 1 昭和42年 峰越林道

2 昭和54年9月 安佐町自然休養村

3～5 昭和57年6月 阿戸町影浦の森

6 昭和61年10月6日 安芸区憩の森安全祈願祭

7 昭和63年4月 市有林の管理（お母さんの一日記者で取材）

8 昭和63年8月18日 見虫館起工式

9 平成元年11月2日 広島市森林公園開園記念式典

10 平成2年8月 森林公園（お母さんの一日記者で取材）

F6 1 昭和38年ごろ 魚のアパートの海上投下作業

2 昭和38年ごろ ノリの竹流し作業

3 昭和39年ごろ 津久根島付近の海上にアナゴを放流
4 昭和4日年ごろ 魚のアパート沈設（似島沖）
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F6水産業 F7市場 FS競輪

分類 フ7イJレ番号 撮影時期 1' イ ト Jレ

F6 5 昭和初年ごろ ハマチ養殖（似島）

6 昭和40年ごろ ノリの養殖（広島港）

7 昭和40年ごろ カキの養殖（広島港）

8 昭和41年ごろ ノリの病害防除般を建造（江波沖）

9 昭和41年ごろ ノリ人工採苗場でのノリのタヰつけ

10 昭和41年ごろ ノリ人工採苗場のノリダネの培養

11 昭和44年12月16日 草津沖でカキの引き上げ作業

12 昭和51年12月 カキ打ち（江波町）

13 昭和52年11月 カキ打ち

14 昭和54年5月 人工干がた完成（似島）

15 昭和55年11月2n日 広島カキ収穫風景（草津沖）

16 昭和田年 水産振興センター アユの稚魚養殖

17 昭和57年6月 ヒフメの放流（金輪島付近）

18 昭和57年7月29日 太田川アユ釣り

19 昭和田年4月22日 広島市水産振興センター落成式

20、21 昭和58年4月22日 広島市水産振興センター「魚と漁業の資料展市室」

22 昭和田年11月 広島市水産振興センター「魚と漁業の資料展示室J

23、24 昭和59年10月21日 水産振興センター「ノリ」の教室

25 昭和62年5月四日 太田川へモクス、ガニを放流

F7 1 昭和27年9月29日 中央卸売市場全景

2 昭和27年10月28日 広島畜産株式会社火災現場

3、4 昭和28年6月2日 中央卸売市場

5 昭和28年 6fl10日 第7回中都市中央市場連絡協議会

6 昭和30年3月3日 中央卸売市場全景

7 昭和30年10月27日 家畜市場取引風景

8 昭和30年11月1日 家畜市場全景

9 昭和31年6月28日 中央卸売市場

10 昭和31年11月24日 建設中のと畜場枝肉さばき場

11 昭和40年ごろ 整備中の食肉中央卸売市場

12 昭和40年 盛況の草津中央魚市場

13 昭和40年ごろ 改築なった豚のと殺場

14 昭和43年8月9日 中央卸売市場

15 昭和44年11月4日 東部市場建設予定地

16 昭和44年12月25日 中央卸売市場せり風景

17 昭和45年9月 市長と消費者による流通施設の視察（中央市場）

18、19 昭和54年3月 東部市場せり風景

20 昭和54年3月17日 東部市場開設5周年記念行事

21 昭和55年3月 建設中の中央市場（西部開発）

22 昭和55年3月 広島中央魚市場仮航路

23 昭和55年5月12日 中央卸売市場食肉市場開設20周年記念式

24 昭和田年10月7日 中央卸売市場中央市場開場式の模様

25、26 昭和56年11月27日 新中央市場せり風景（花き部）

27 昭和田年2月28日 中央卸売市場せり風景

28、29 昭和58年4月 中央卸売市場せり風景

30 昭和59年5月14日 中央卸売市場水産部入場式 -.. 
31. 32 昭和59年9月17日 中央卸売市場水産部開場式

33、34 昭和60年12月 中央卸売市場（お母さんの一日記者で取材）

35 平成2年10月28日 日日広島市場まつり

F8 1 昭和27年11月18日 建設中の競輪場

2、3 昭和27年12月13日 広島競輪場開場記念模擬レース

4 昭和28年3月23日 広島競輪場

5、6 昭和28年11月4日 地区競輪協議会、広島競輪場視察

7 昭和28年11月17日 競輪横綱杯授与

B、9 昭和28年12月5日 競輪場開設1周年記念式

10、11 昭和28年12月14日 競輪場開設l周年記念レース

12 昭和29年12月3日 競輪場開設2周年記念式

13、14 昭和29年12月6日 競輪場開設2周年記念レース（女子）

15、16 昭和29年12月13日 競輪場開設2周年記念レース（男子）
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F8競輪 GO建設総括 Gl都市計画 G2宅地・市街地開発、区画整理

分類 フ7イJレ番号 撮影時期 $1 イ ト Jレ

F8 17 昭和初年12月2日 競輪場開設3周年記念式

18 昭和30年12月4日 開設3周年を迎えた競輪場風景

19、20 昭和30年12月11日 競輪場開設3周年記念レース

21 昭和31年9月7日 中四園地区競輪協議会

GO 1 昭和42年7月 呉市災害応援隊出発

2 昭和52年7月 自転車の不法駐輪（広島駅）

3 昭和55年 5月 広島パスセンター・市民球場の横に放置されている自転車

4 昭和57年 l月28日 そごう前の放置自転車

5 昭和57年 6月 自転車駐輪場整備状況

6 昭和59年5月20日 国鉄安芸中野駅前の広島市駐輪場

7～11 昭和59年5月29日 放置自転車（松原町、紙屋町、広電西広島駅、基町、本通り）

12 昭和60年12月24日 自転車の不法駐輪（福屋デパート南側）

13 昭和61年5月 五日市駅前駐輪場

14 昭和61年5月 市民球場東側駐輪場

15 昭和61年5月 放置自転車

16 昭和61年6月 駐輪場の整備（南区松川町）

17 昭和61年10月31日 撤去した自転車の保管所

18 昭和61年10月31日 放置自転車（広島そごう、福屋、天満屋付近）

19 昭和61年10月31日 自転車の撤去作業（イズミ広島駅前店付近）

20 昭和62年 6月 放置自転車（広島駅前、西新天地、胡町付近）

21 昭和62年 6月 放置自転車の保管場所（西区扇一丁目）

22 昭和63年5月10日 がけ崩れ防災工事（お母さんの一日記者で取材）

23 昭和63年 8月25日 建設省中園地方建設局長と市長懇談会

24 平成耳年2月23日 放置自転車（基町駐輪場ほか）

Gl 1 昭和初年3月3日 埋立前の千田貯溜地

2 昭和39年ごろ 仁保沖の埋立て

3 昭和39年3月31日 南千田町の埋立現場

4 昭和初年ごろ 仁保沖町の埋立地

5 昭和40年ごろ 大州埋立地の護岸工事

6 昭和41年ごろ 仁保・向洋沖の埋立予定地

7、8 昭和41年ごろ 仁保沖町の埋立地

9 昭和57年 3月 都市美計画“景観指導”土谷病院

10 昭和58年10月14日 広島ガス不動産ピノレ全景

11 昭和59年3月28日 市街地住宅総合設計制度スタート

G2 1 昭和27年4月4日 立退予定家屋

2 昭和27年 5月8日 相生通りの整地

3 昭和27年8月13日 市役所屋上から東西南北の復興状況

4-1 昭和38年ごろ 広島駅前の区画整理地域

4 2～3 昭和39年ごろ 造成中の戸坂住宅団地

5 1 昭和40年ごろ 黄金山のふもとの宅地造成

5 2 昭和4C年ごろ 造成中の戸坂住宅団地

6、7 昭和40年ごろ 己斐地区区画整理地域

8、10、11 昭和41年ごろ 整地進む的場地区

9 昭和41年ごろ 的場の住宅群

12 昭和41年ごろ 己斐地区都市改造事業

13、17 昭和41年ごろ 整地された的場地区

14 昭和41年ごろ 松原町の住宅群

15 昭和41年ごろ R橋町の整地

16 昭和41年ごろ 且橋川治いの住宅群

18 昭和41年ごろ 猿侯川右岸の住宅群

19 昭和41年ごろ 立退強制執行従事職員に市長の訓不

20 昭和41年ごろ 基町本川沿いの住宅群

21～24 昭和41年 1月19日 立退強制執行（的場地区）

25 1 昭和41年 3月ごろ 的場の店舗住宅群

25 2 昭和41年7月 拡張される毘鉄己斐駅前広場

26 1 昭和43年 基町地区

26 2 昭和43年 1月16日 造成中の戸坂百四住宅団地

27日 1 昭和43年2月19日 整地された的場地区
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G2宅地・市街地開発、区画整理 G3公園緑地

分類 ?7イル番号 撮影時期 $1 イ ト Jレ
G2 27 2 昭和43年 2月20日 完成間近い戸坂百田住宅団地

28 昭和43年4月 基町地区

29、30 昭和43年 5月 己斐商店街

31 昭和43年 9月19日 山岡市長百田団地・流れ谷視察

32 昭和43年10月 大須賀町の立退強制執行

33、35～37 昭和43年11月13日 基町地区

34 昭和43年11月13日 基町モーユメント

38 1 昭和43年12月 戦災復興土地区画事業の換地計画の縦覧

38 2 昭和44年 段原地区再開発構想模型

39、40 昭和44年 1月 基町地区

41 昭和44年4月 広極商店街取り壊し工事

42 昭和44年4月17日 己斐駅前地区

43 昭和44年4月17日 基町に掲ホされた「基町住宅地区改良地域図」

44 昭和44年5月 l日 基町に掲Fされた「基町地区再開発事業完成図」

46 昭和45年3月 基町両層アパート付近

47 昭和45年11月11日 戸坂東浄団地

48 昭和45年6月2日 整備中の国鉄己斐駅前広場

49 昭和52年 5月 鈴が峰住宅団地

50 昭和53年2月 整備中の基町地区

51 昭和57年4月 区画整理された玖村駅前

52、53 昭和57年 6月29日 両陽第一土地区画整理事業

54 昭和田年1月27日 新天地再開発予定地

55 昭和59年7月18日 取り壊し前の農協ピノレ

56 昭和59年11月27日 建て替えが進む段原再開発事業

57 昭和60年11月27日 段原再開発事業（出汐町丁目付近）

58 昭和61年9月7日 広電己斐団地

59 昭和61年11月 家屋の移転が着々と進められている段原地区

60～62 昭和62年7月 段原再開発（お母さんの一日記者で取材）

63 昭和62年12月3日 着々と進む段原再開発

64 昭和63年 1月19日 段原再開発の強制移転

65 昭和63年9月初日 分譲住宅「センチュリーパーク千田町J新築工事起工式（千田町広大工学部跡地）

66 平成元年5月30日
広島駅表口Aブロック地区第一種市街地再開発事業に係る核ァナント及びデベ
ロッパーとの覚書交換式

67 平成2年3月 出汐スタフン7＇；レ記念樹及びモニュメント除幕式

68 平成4年 1月28日
広島西部丘陵都市アカデミックリサーチパー夕、広島市立大学（仮称）建設地
造成工事起工式

69 平成8年10月8日 広島駅南口Aブロック第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事の起工式

G3 1 昭和27年4月2日 児童文化会館ロピー屋上から遊園地を望む

2 昭和27年8月27日 児童遊園地、浅野図書館

3 昭和27年9月26日 比治山橋下河岸緑地

4 昭和27年9月29日 国泰寺児童公園

5 昭和27年10月 1日 比治山橋下河岸緑地

6 昭和27年10月 l日 比治山公園

7 昭和27年10月3日 袋町児童公園

8 昭和28年4月11日 長崎市からの贈呈のソァツの植樹

9 昭和28年7月27日 百メートノレ道路CI E前のフ・パンセの像

10 昭和28年 B月5日 商工会議所屋上から児童公園を望む

11 昭和28年12月21日 江波皿山公園の建設

12 昭和30年 3月2日 尾長町の児童公園

13 昭和30年 3月2日 児童公園（現ハノーパー庭園付近）

14 昭和30年3月11日 比治山橋下河岸緑地

15 昭和30年3月11日 千田町児童公園

16 昭和37年9月 広島児童公園

17 昭和39年ごろ 児童公圏全景

18 昭和39年ごろ NHK前のスポンサー花壇

19 昭和39年ごろ 百メートノレ道路の“花いっぱい運動”

20 昭和40年ごろ 整備された西新天地広場

21 昭和40年ごろ 平和公園の植樹風景

22 昭和41年ごろ 五日市町倉重の植物公園予定地
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G3公園緑地

分類 フ7イJレ番号 撮影時期 f担 イ ト JJ, 

G3 23 昭和41年ごろ 整備された西新天地広場

24 昭和41年ごろ 整繍された且橋、上柳橋間河岸緑地

25 昭和41年ごろ 原爆ド｝ムの南側の公園

26 昭和41年 3月26日 平和公園内のソァツのこもの取除き作業

27 昭和41年 3月28日 整備された西新天地広場

28 昭和42年ごろ 中央公園

29 昭和42年ごろ 五日市町倉重の植物公園予定地

32 昭和42年11月11日 平和公園での熱帯樹のこも巻き作業

33 昭和43年 整備された的場の河岸緑地

34 昭和43年 広島駅前河岸緑地

35 昭和43年4月 整備進む河岸緑地帯

36 昭和43年5月5日 明治100年記念県立広島交通公園開園

37 昭和43年 9月 基町河岸緑地帯の住宅群

38 昭和44年 1月23日 建設中の安佐動物公園

39 昭和44年5月 建設中の安佐動物公園

40 昭和45年2月 建設中の安佐動物公園

41 昭和45年2月6日 建設中の安佐動物公園

42 昭和45年3月6日 広島城の外堀工事

43 昭和45年5月21日 建設中の安佐動物公園

44 昭和45年9月28日 建設中の安佐動物公園

45 昭和45年12月23日 建設中の安佐動物公園

46 昭和46年 3月21日 C59型蒸気機関車設置記念式（基町児童公園）

47 昭和46年7月14日 動物公園

48、49 昭和46年8月31日 広島市安佐動物公園開園式

50 昭和46年12月初日 動物公園のチンパンジー、ユウコちゃんがお餅っき

51 昭和47年 1月 1日 正月フE旦の安佐国j物公園

52 昭和47年2月4日 安佐動物公園でフイオンの坊やが誕生

53 昭和49年5月 植物公園

54 昭和49年5月21日 建設中の植物公園

SS 昭和50年2月14日 安佐動物公園でキリンの赤ちゃん誕生

56 昭和50年3月 基町河岸緑地帯の住宅

57 昭和50年7月16日 緑化宣言市民大会

58 昭和50年8月 瀬野川埋立地入口に設置されたデゴイチ（蒸気機関車D51)

59、60 昭和51年4月29日 第 1回広島市緑化推進市民大会

61 昭和51年11月 植物公園

62～64 昭和51年11月4日 植物公園オープン

60 昭和52年 6月 松原町（猿侯｝II)緑地帯

66 昭和52年10月23日 「飛躍Jの像除幕（広島鯉城フイオンズクフブ寄贈）

67 昭和52年10月 中央公園一帯

68、69 昭和54年10月 開園3周年を迎える植物公園

70 昭和54年11月初日 フやロンズ像除幕式（広島駅新幹線口広場）

71 昭和55年9月 公共施設の緑化（皆実町小学校）

72 昭和55年9月 R橋川の河岸

73、74 昭和田年2月22日 植物公園（芝生広場他）

75 昭和56年4月13日 河岸緑地整備（比治山東広島橋付近）

76 昭和56年9月 河岸緑地の整備（且橋｝If)

77 昭和56年9月5日 市民病院前街路樹風景

78 昭和田年11月 比治山芸術公園基本計画模型

79 昭和56年11月 整備が終わったR橋川東岸の河岸緑地

80 昭和57年 3月10日 京橋川河岸緑地整備

81 昭和57年4月 緑あふれる街づくり鷹野橋ローヂリー

82 昭和57年4月 整備が終わったz安川右岸の河岸緑地

83～86 昭和57年5月13日 整備された河岸緑地（且橋川西岸の東広島橋一鶴見橋間）

87 昭和57年6月 比治山展望台完成

88、89 昭和57年8月11日 水遊びをする子ども達（せせらぎ公園）

90 昭和57年 9月 1日 安佐動物公園全景

91 昭和57年12月14日 平和公園で遊ぶ親子

92 昭和58年3月5日 整備された庁、橋川河岸緑地東岸
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G3公園緑地 G4市営住宅

分類 ファイ）~番号 撮影時期 う実 イ ト JI,. 

G3 93 昭和58年3月26日 比治山芸術公園彫刻除幕式

94 昭和58年4月 八丁堀交差点（福屋側）

95 昭和58年6月6目 整備されたR橋川河岸緑地

96 昭和58年9月 整備されたR橋川河岸緑地

97、98 昭和59年3月 平和大通り（公園、緑地整備）

99～101 昭和59年9月5日
平和大通り、 z安川河岸の緑地と峨町中学校の生け垣（お母さんの一日記者で
取材）

102 昭和60年11月 整備された且橋川河岸緑地（稲荷町）

103 昭和60年9月15日 太田川l緑地のわんぱく広場

104 昭和60年9月19日 京橋川の河岸緑

105 昭和61年4月11日 広島広域公園の起工式

106 昭和61年3月30日 竜玉公園の自由広場の一角に設けられたザイノレクライミング

107 昭和61年3月 似島臨海公園

108 昭和60年9月13日 公共施設の緑化（本JI［小学校）

109、110 昭和61年6月19日 安佐動物公圏内なかよし動物教室

111 昭和62年3月 植物公園大温室のフン

112～114 昭和62年3月21日 植物公閣の親子

115～117 昭和62年3月23日 世界蘭会議広島大会

118、120 昭和62年3月25日 世界蘭会議広烏大会

119 昭和62年3月26日 世界蘭会議広島大会

121、122 昭和62年7月21日 金総猿、レッサーパンダ一般公開記念式

123 昭和62年10月 動物科学館完成

124、125 昭和62年12月23日 整備進む広域公園

126 昭和63年4月 エリマキキツネザノレ

127 昭和63年7月6日 生きた化石オオサンショウウオ世界で始めての繁殖

128 平成元年10月27日 秋のグリーンフェア開会式

129 平成元年10月26日 安佐動物公園（飼育員）

130 平成2年5月3日 一日動物園長

131 平成4年7月31日 広域公園センターコート新築工事起工式

132 平成5年4月28日 広島広域公園開園式

G4 1 昭和26年12月20日 昭和町平和アパート

2 昭和27年9月初日 吉島飛行場跡に建設中の市営住宅（コンクリートブロック住宅）

3 昭和27年10月3日 江波市営住宅

4 昭和27年10月5日 舟入川口町市営住宅

5 昭和27年10月9日 東観音町県営住宅

6 昭和27年10月24日 宇品市営アパート

7 昭和30年2月19日 市営住宅入居申し込み受付

8 昭和30年3月2日 尾長町市営アパート

9 昭和30年3月3日 建設中の吉島市営アパート

10 昭和30年3月12日 南観音町市営アパート

11 昭和30年3月13日 江波皿山北市営住宅

12 昭和30年3月13日 引揚者住宅（江波）

13 昭和31年11月24日 吉島市営アパート

14 昭和41年ごろ 市営住宅入居者抽選会風景

15 昭和41年12月23日 市営住宅入居者抽選会

16 1 昭和43年 l月23日 市営住宅入居者抽選会

16 2 昭和43年9月19日 山田市長戸坂流れ谷視察

17 昭和43年12月 基町市営住宅

18 昭和43年12月 広島市営住宅入居者申込受付

19 昭和44年 1月23日 市営住宅一般公募入居者拍選会

20 昭和44年11月24日 建設中の基町両層アパート

21 昭和45年 1月22日 基町両層アパート

22 昭和45年2月26日 市営住宅抽選会

23 昭和45年3月 基町一帯

24 昭和45年6月 基町一帯

25 昭和45年6月5日 建設中の基町高層アパート

26 昭和45年6月24日 基町一帯

27、28 昭和45年9月22日 基町一帯の市営住宅（電々ピノレ屋上）

29 昭和46年 山田市長完成した基町間層アパートを視察
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G5道路・橋りょう

分類 フ7イル番号 撮影時期 う誌 イ ト J[, 

G5 1 昭和27年4月4日 整備舗装されつつある鷹野橋付近の道路

2 昭和27年 5月8日 建設中の新観音橋

3 昭和27年 5月9日 街路の建設（金屋町地区、 R橋町地区）

4 昭和27年 6月3日 平和大橋開通式

5 昭和27年9月17日 平和大橋

6 昭和27年9月26日 稲荷大橋

7 昭和27年9月初日 百メートノレ道路（平和大通り）の苗圃

8 昭和27年9月29日 仮設の住吉橋

9 昭和27年 9月29目 新明治橋

10 昭和27年 9月初日 住吉橋架橋工事

11 昭和27年10月3日 庚午橋架橋工事

12 昭和27年10月3日 相生橋

13 昭和27年10月5日 昭和大橋

14 昭和27年10月9日 天満橋

15 昭和27年12月2日 建設省事務官新計画路線常盤橋若草線の一部視察

16 昭和28年2月20日 御幸橋

17 昭和28年4月3日 災害復旧費による庚午橋の架橋工事

18 昭和28年 8月5目 保健所横の道路

19 昭和28年10月 1日 八丁堀付近の道路補修工事

20 昭和28年12月25日 広島駅前橋架設工事

21 昭和29年12月17日 庚午橋の開通式

22 昭和30年2月26日 建設中の観船橋

23 昭和30年3月2日 緑大橋

24 昭和30年3月11日 県知事公舎前の舗装道路

25 昭和32年 6月5日 広浜国道の陳情（大朝町役場）

26 昭和37年ごろ 荒神陸橋の渡初式

27 昭和38年ごろ 広島駅前羽田道路の建設工事

28 昭和38年ごろ 広島平和大橋の全景

29 昭和38年ごろ 幹線道路（中島吉島線）の建設工事

30 昭和38年ごろ 散水車の活躍風景

31 昭和39年ごろ 鶴見橋

32 昭和39年ごろ 完成間近い新己斐橋

33 昭和39年ごろ 新己斐橋に市内電車全面開通

34 昭和39年ごろ 開通した仁保橋

35 昭和39年ごろ 柳橋の架け替工事

36 昭和39年 開通した柳橋

37 昭和39年ごろ 工兵橋

38 昭和39年ごろ 架設中の黄金橋

39 昭和39年ごろ 完成した柳橋

40 昭和39年ごろ 山手橋の全景

41 昭和39年ごろ ニ滝橋

42 昭和39年ごろ 旭橋

43 昭和39年ごろ 旧大本営橋の架設工事

44 昭和39年ごろ 二葉の里ガードを拡張

45 昭和39年夏 完成間近い仁保橋

46 昭和39年8月3日 仁保橋の渡初式

47 昭和40年ごろ 安芸大橋

48 昭和40年ごろ 白島立体交差拡張工事中

49 昭和4日年ごろ 相生橋の全景

sn 昭和初年ごろ 黄金橋の起工式

51 昭和初年ごろ 開通した中島吉島線

52 昭和40年ごろ 東白島立体交差拡張工事中

53 昭和4C年ごろ 二葉の里立体交差拡張工事中

54 昭和初年 拡張工事のため通行止めの一葉の里ガード

55 昭和40年3月6日 開通した新住吉橋

56 昭和40年5月13日 牛田大橋の渡初式

57 昭和初年5月14日 開通した大芝橋

58 昭和41年ごろ 架設中の新明治橋
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GS道路・橋りょう

分類 フ7イル番号 撮影時期 f担 イ ト Jレ

GS 59 昭和41年ごろ 建設中の新広島パイパス

60 昭和41年10月15日 上柳橋の波初式

61 昭和41年12月20日 新広島国道の関連式

62、63 昭和43年5月 広島駅前のマンモス陸橋

64 昭和43年5月 国道2号線

65 昭和44年7月初日 平和大橋と商平和大橋

66 昭和45年 1月28日 西広島バイパスの建設工事現場

67 昭和45年 1月29日 相生橋付近

68 昭和45年7月15日 空鞘橋の開通式

69 昭和45年12月15日 空鞘橋

70 昭和46年 1月2n日 平和大橋

71 昭和46年6月 l日 鈴が峰立体交差の架設工事

72 昭和47年5月17日 昭和大橋架け替え工事

73 昭和49年10月 長沢橋

74 昭和51年8月 西広島バイパス

75 昭和52年7月 相生橋

76 昭和55年4月 牛田中深川線整備（両陽町岩の上付近）

77 昭和55年5月6日 建設中の中国縦貫道（安佐町付近）

78 昭和55年8月 建設中の庚午橋（ダイヤモンドホアノレ屋上から西を望む）

79 昭和55年10月13日 駅前通り

80 昭和55年10月13日 市民病院前“鯉城通り”

81 昭和55年10月13日 西広島パイパス西部流通センター入口から両須方面

82 昭和55年10月28日 広島市相生橋両欄等のデザイン審査会

83 昭和田年11月 工兵橋

84 昭和55年11月4日 相生橋晶欄等のデザイン審査会（最終選考）

85 昭和田年1月16日 中日生橋工事

86 昭和56年 7月25日 沼田道路予定地（庚午橋、駅西晶架橋）

87 昭和田年7月25日 建設工事が進む山陽自動車道

88 昭和田年11月 市道路愛称選定会議のもょう

89 昭和56年11月22日 z安橋の欄干の引き揚げ

90 昭和田年11月初日 広島三次線道路工事局陽町岩の上付近

91 昭和56年12月 相生橋のデザイン決まる

92 昭和田年12月 完成した万代橋

93 昭和56年12月28日 万代橋開通式

94 昭和57年2月20日 西部開発事業臨海部埋立地の道路（観音井口線）

95 昭和57年3月10日 道路改良工事が進む牛田中深川線

96 昭和57年4月 緑あふれる街づくり（鯉城通り、中央分離帯）

97 昭和57年8月初日 R橋

98、99 昭和57年9月28日 庚午橋開通式

100 昭和58年 1月12日 中国横断自動車道建設工事

101 昭和58年2月 草津沼田道路建設工事

102, 103 昭和58年3月24目 中国自動車道開通

104 昭和58年4月 欄干の表面が風化している西平和大橋

105 昭和58年4月 整備された平和大通り

106 昭和58年6月6日 鈴が峰団地から酉広島パイパスを望む
,. 

107、108 昭和58年7月14日 草津沼田道路建設工事

109 昭和58年9月 南区皆実町一丁目の市道

110 昭和58年10月13日 相生橋

111 昭和58年11月2日 相生橋完工式

112 昭和58年11月初日 草津沼田道路建設工事（草津付近）

113 昭和59年2月13日 工事を再開した広島駅商品架橋

114 昭和59年3月6日 東野大塚道路建設工事

115 昭和59年4月 架設中の中島橋（仮称）

116 昭和59年4月27日 御幸橋

117 昭和59年4月27日 中島橋（仮称）完成予想図

118 昭和59年5月17日 御幸橋架け替え工事

119 昭和59年7月28日 中国新聞社屋上から見た百メートノレ道路

120 昭和59年7月28日 工事中の草津沼田道路（山田・草津付近）牛田中深川線（矢口付近）
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GS道路・橋りょう

分類 ファイJレ番号 撮影時期 ?z イ ト Jレ
GS 121 昭和59年7月 道路（お母さんの一日記者で取材）

122 昭和59年10月5日 ニ川橋（安佐南区安古市町）

123、124 昭和田年11月27日 草津沼田道路建設工事

125 昭和59年11月27日 御幸橋架け替え工事

126 昭和田年11月27日 南区皆実町のコミュニァィ道路

127、128 昭和60年3月20日 草津沼田有料道路開通式

129 昭和60年11月27日 完成した中島神崎橋

130 昭和前年 2月8日 道路z標（フE安橋たもとにて）

131 昭和6C年10月 旧出雲街道（可部町）

132 昭和60年6月 可部の折り目（安佐北区可部町旧国道）

133 昭和60年4月 御幸通り（南区宇品御幸一丁目）

134 昭和60年8月19日 御幸橋の架け替え工事

135 昭和60年10月25日 建設中の広島駅西両架橋

136 昭和61年2月28日 完成した広島駅西両架橋

137 昭和61年3月1日 建設が進む牛田中深川線（矢口地区）

138 昭和60年7月 建設中の安芸府中道路

139 昭和61年 3月25日 安芸府中道路開通式

140、141 昭和61年 3月31日 駅西高架橋祝賀式典

142 昭和61年4月18日 牛田中深川線（口回陸橋付近）

143 昭和61年6月 御幸橋の架け替え工事

144 昭和61年8月9日 整繍が進む常盤橋大芝線（鏡津神社付近）

145 昭和61年9月11日 御幸橋解体工事

146 昭和61年 9月 鰻城通り、新川通り

147 昭和61年 9月 庚午緑道

148 昭和61年10月 憩いの道（舟入川口町コミュニァィ道路、庚午緑道）

149 昭和61年10月 憩いの道に葉の里歴史の散歩道、舟入川口町コミュエァィ道路）

150 昭和61年12月 1日 ぬくしなパイパス

151 昭和61年12月 1日 牛田中深川線（口田陸橋付近）

152 昭和62年2月6日 鶴見橋架設工事安全祈願祭

153 昭和62年2月初日 山陽自動車道五日市～廿日市間開通式

154 昭和62年l月 空港通り（観音新町一丁目付近）

155 昭和62年3月24日 山陽自動車道志和～広島東インクーチェンジ開通式

156 昭和62年4月18日 日本の道lOOi霊の記念碑を設置

157 昭和62年5月31日 平和大通りに駐車場を新設

158 昭和62年8月 道路の不法な独り占め

159 昭和62年10月 御幸橋の架け替え工事

160 昭和62年10月 建設中の仮称吉島橋

161 昭和62年10月 中島神崎橋

162 昭和62年10月 工兵橋、相生橋親柱

163 昭和田年1月12日 並木通り

164、165 昭和63年3月23日 祇園新道開通式

166 昭和63年 3月25日 山陽自動車道広島東～広島問開通式

167 昭和63年3月8日 道路管理（お母さんの一日言E昔で取材）

168 昭和63年4月 御幸橋の架け替え工事

169 昭和63年8月2日 みんなの道路正しい利用（通行を妨げる自販機、立て看板、放置自転車など）

170 昭和63年12月7日 山陽自動車道広島～広島ジヤンクション開通

171 平成フ百年7月6日 庚午立体橋開通

172 平成元年7月6日 動く歩道開通式

173 平成2年 1月17目 z安橋

174 平成2年 1月31日 比治山トンネノレ貫通式

175 平成2年2月5日 z安橋の架け替え工事

176 平成2年4月11日 鶴見橋開通式

177 平成2年5月15日 鶴見橋

178 平成2年6月13日 佐伯区楽々園地下歩道竣工式

179 平成2年7月19日 道路をまもる月間

18日 平成2年12月6日 広島熊野道路、矢野安浦バイパス、海岡大橋開通式

181 平成2年12月 比治山トンネノレ

182 平成2年 相生橋
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G5道路橋りょう G61可川・港湾 G7都市交通

分類 フ7イル番号 撮影時期 t旨 イ ト Jレ

G5 183 平成4年 5月28日 フロ安橋開通式

G6 1 昭和27年 5月23日 太田川放水路工事

2、3 昭和27年9月16日 改修中の広島港

4 昭和28年 8月4日 広島港

5 昭和28年12月18日 広島港の l万トンパ｝ス建設工事

6 昭和30年3月3日 広島港の l万トンパース建設工事

7 昭和30年3月11日 宇品市営桟橋の補修及び同前の埋立て

8 昭和30年4月23日 宇品築港65周年記念式

9 昭和38年ごろ 広島港

10 昭和39年ごろ 広島港

11 昭和40年5月 l日 市営桟橋にフェリーボートの発着場完成

12、13 昭和40年5月14日 太田川放水路の通水式

14 昭和41年ごろ 太田川放水路河川敷

15 昭和43年 6月20日 新装なった広島港桟橋

16 昭和43年 6月20日 市営桟橋

17 昭和45年8月12日 広島港桟橋

18 昭和47年11月21日 広島潜桟橋

19 昭和54年5月 両瀬堰

20 昭和56年 6月 元安橋上流風景

21 昭和田年10月30日 z安川河床美化工事着手

22 昭和57年2月27日 z安川河床美化工事

23 昭和57年12月9日 宇品l万トンパース

24 昭和58年4月 本川河床美化事業

25 昭和60年5月 五日市港

26 昭和60年8月 太田川の中州

27 昭和60年8月 太田川で遊ぶ子供たち（可部町柳瀬上流）

28 昭和61年4月14日 中島神崎橋、親水施設

29 昭和61年8月 八幡川（佐伯区五日市七丁目）

30 昭和63年2月 川と橋 Cii<橋JI[)

31 平成2年3月2日目 基町護岸

G7 1 昭和27年9月初日 広島駅

2 昭和27年10月24日 広島駅愛宕踏切付近

3 昭和27年11月21日 新装の鉄道管理局

4 昭和29年8月13日 パスターミナノレ建設予定地杭打式

5 昭和31年 6月8日 フジタ工業（株）広島支店屋上から見た紙屋町一鷹野橋聞の電車軌道移設工事

6 昭和31年 9月20日 紙屋町一鷹野橋間電車軌道移設

7 昭和38年ごろ 広島駅付近

8 昭和39年 相生橋駐車場の全景

9 昭和39年ごろ 東新天地駐車場

10 昭和39年ごろ 建設中の広島民衆駅

11 昭和40年ごろ 広島民衆駅

12～14 昭和40年ごろ 建設中の広島民衆駅

15 昭和40年12月 1日 開業した広島民衆駅

16 昭和41年ごろ 開業した広島民衆駅

17 昭和41年ごろ 広島民衆駅全景 a‘、

18 1 昭和44年8月 広島都市圏の将来交通計画展

18 2 昭和44年9月6日 己斐駅

19 昭和45年2月10日 山陽新幹線起工式（広島駅）

20 昭和45年5月21日 建設中の新天地駐車場

21 昭和45年6月23日 広島駅前

22 昭和45年8月27日 広島駅ピノレ全景

23 昭和45年10月7日 広島パスセンター

24 昭和45年12月3日 山陽新幹線中心標識（太田川放水路堤防）

25 仮設パスターミナノレ

26 昭和47年12月6日 新幹線工事（竜王町付近）

27 昭和48年4月12日 工事中の広島パスセンター

28 昭和49年9月20日 完成した広島セングーピノレ

29 昭和SC年 1月 広島駅北口広場

29 



G7都市交通 GS大規模開発

分類 ファイル番号 撮影時期 $1 イ ト Jレ
G7 30 昭和田年 1月23日 山陽新幹線試運転

31 昭和51年2月 可部線を走る17メートノレ電車（太田橋付近）

32 昭和54年12月17日 国道54号線パスレーン

33 昭和57年9月13日 横川駅前広場整備

34 昭和57年11月l日 横川駅前広場完成式

35 昭和57年12月 整備された横川駅前

36 昭和田年2月28日 鈴が峰公団住宅屋上から商工センタ一入口を望む

37 昭和問年7月16日 井口駅（仮称）起工式

38 昭和6［年3月14日 新井口駅開業式

39 昭和60年10月29日 国鉄広島駅の表口広場整漏事業の起工式

40 昭和61年4月18日 古市橋駅

41 昭和61年5月 五日市駅前

42 昭和61年9月2日 地下道堀削工事が着々進む広島駅表口広場

43 昭和61年11月1日 新交通シスアム建設のためのボーリング調査（安佐南区上安丁目）

44 昭和61年11月1日 五日市駅舎改築落成式

45 昭和61年12月l日 広島駅表口整備

46 昭和61年12月 広島駅表口整備（お母さんの一日記者で取材）

47 昭和62年1月19日 新交通シスァム第3セクタ｝設立発起人会

48 昭和62年11月25日 広島両速交通会社の設立総会

49 昭和62年12月2日 装いを一新五日市駅周辺（南側）

50 昭和62年12月3日 広島駅表口広場の整繍進む

51 昭和63年3月初日 広島駅表口広場完成式、時計塔（悠久）除幕式

52、53 平成z年2月28日 広島新交通システム建設事業起工式

54 平成元年3月24日 広島駅表ロモニュメント「朔ベ未来に向けてJ除幕式

55～57 平成五年3月16日 広島駅前に完成したモニュメント「朔ベ未来に向けて」

58 平成2年6月8日 ハノーパー電車運転出発式

59 平成4年 1月29日 新交通シスァム工事現場

sn～64 平成4年3月17日 新交通シスァム橋桁落下事故被災者慰霊碑除幕式並びに追悼式

65 平成4年3月23日 広島新交通システム貫通式

66 平成5年3月22日 広島新交通シスァム両架部連繋式

67 平成5年5月23日 アストラムフイン・ウオーク

68、69 平成5年7月8日 アストフムフイン車両の第1号編成が広島に到着

70 平成5年9月初日 アストフムライン試運転

71～73 平成6年8月19日 広島新交通シスァム「アストラムフイン」開通記念式典、発車式

GS 2 昭和42年ごろ 段原の市街地

3 昭和42年8月17日 段原地区市政懇談会

4 昭和43年4月9日 段原 町帯

5 昭和44年 段原地区再開発構想模型図

6 昭和44年3月19日 西部開発事業鈴が峰団地買収に地ヌロ地主が調印

7 昭和44年6月21日 段原商店街

8 昭和44年9月5日 段原再開発についての陳情

10 昭和46年 1月25日 西部開発事業にかかる漁業補償草津漁業協同組合と調印式

11、12 昭和46年7月10日 西部開発事業にかかる漁業補償調印式

13 昭和46年10月l日 西部開発事業に伴う草津漁業協と調印式

14 昭和46年12月7日 西部開発事業土地造成工事起工式

15 昭和46年12月7日 西部開発事業に伴う山岡市長の交渉

16 昭和46年12月22日 西部開発事業埋立現場視察

17 昭和47年3月10日 市政懇談会段原再開発の説明会

18 昭和47年5月17日 西部開発事業埋立て（草津町）

19 昭和47年6月9日 西部開発事業都市施設研究委員会

20 昭和48年4月24日 段原再開発についての陳情

21 昭和51年12月 西部開発事業（臨海部埋立地）

22 昭和55年1月 西部開発事業（山地部鈴が峰町の団地）

23 昭和55年9月2日 黄金山から段原地区一帯

24 昭和56年10月12日 段原地区周辺

25、26 昭和57年2月20日 西部開発事業（臨海部埋立地）

27 昭和57年2月初日 西部開発事業（山地造成地）セットパック住宅

28 昭和57年2月初日 西部開発事業（山地部造成地）
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GS大規模開発 G9下水道 Hl消防

分類 ファイル番号 撮影時期 1' イ ト Jレ

GS 29 昭和57年 2月26日 西部開発事業（山地部造成地）一戸建て住宅

30～32 昭和57年 3月25日 広島市西部開発事業竣工式

33 昭和57年7月30日 鈴が峰団地

34 昭和田年11月 移転工事始まる段原再開発事業

35 平成元年11月初日
アジア競技大会選手村の建設に関する覚書の調印、広島西部丘陵都市の建設に
関する覚書の調印式（市長公室）

G9 1 昭和26年10月 鶴見橋揚水場

2 昭和27年4月23日 平塚町下水管布設作業

3 昭和27年4月23日 建設中の下水鶴見ポンプ場

4、5 昭和27年4月28日 建設中の江波下水ポンプ場（水槽）

6 昭和27年 5月2日 平田屋川下水管布設工事

7 昭和27年 5月8日 下水課基町材料置場

8 昭和27年10月9日 牛田ポンプ場

9 昭和27年10月23日 千田ポンプ場

10 昭和27年11月21日 千回ポンプ場

11 昭和28年12月16日 平田屋川下水管布設工事

12 昭和29年5月24日 千田下水送水管内

13 昭和29年11月15日 急速ろ過池用薬品沈殿池通水式

14 昭和38年2月26日 江波ポンプ場

15 昭和38年3月12日 江波ポンプ場

16 昭和30年11月4日 建設中の千四ポンプ場

17 昭和32年6月27日 千四下水処理場の増設工事（陳情用）

18 昭和38年ごろ 下水管の布設工事（東雲町）

20 昭和43年 南部処理場

21 昭和43年 建設中の江波下水処理場

22 昭和43年4月 南部処理場

23 昭和43年9月24日 大州下水処理場建設用地

24 昭和43年11月 旭町下水路

25-1 昭和44年6月20日 南部処理場

25 2 昭和44年7月 1日 紙屋町交差点大雨で浸水

26 1 昭和45年3月5日 下水シーノレド工法（紙屋町）

26 2 昭和46年8月12日 両圧洗浄車

27 昭和50年日月 3日 江波下水処理場

28 昭和50年9月4日 下水道工事シーノレド工法（矢賀地区）

29 昭和51年9月 旭町下水処理場の建設工事

30 昭和54年 8月 整鯖中の旭町下水処理場

31, 32 昭和55年 下水道シールド工法（南観音）

33 昭和田年3月 第 1次拡張工事が終わった旭町下水処理場

34 昭和55年4月15日 江波下水処理場内部

35 昭和55年10月 1日 大州下水処理場通水式

36 昭和57年3月10日 シールド工法による下水管敷設工事（庚午）

37 昭和57年8月12日 シールド工法による下水管敷設工事（庚午）

38 昭和田年3月 出島下水管敷設工事

39、40 昭和59年8月2日 下水道（お母さんの一日記者で取材）

41 昭和62年2月6日 下水道展（県民文化センター）

42 昭和63年 2月18日 下水道の整備（シーノレド工法五日市町）

43 昭和63年 9月30日 太田川流域下水道東部浄化センタ一通水記念式典

44 昭和63年11月28日 下水管を清掃

Hl 1 昭和27年 9月19日 広島市水防訓練実施風景

2 昭和29年6月18日 日本損害保険協会から寄贈の消防車の受納式

3 昭和29年6月21日 火災報知機（ニ川町）

4 昭和30年3月11日 消防局西消防署

5 昭和38年ごろ 牛田新町の不動院での防火訓練

6 昭和38年ごろ 33mハシゴ車“おおとり号”の訓練

7 昭和39年ごろ 広島市役所での防火訓練

8 昭和40年ごろ 消防署の望楼から火事現場を望む

9 昭和40年ごろ 消防出初式

10 昭和41年ごろ ピノレ火災に備えての消防訓練

11 昭和41年ごろ 消防の巡回査察
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Hl消防 HZ水道

分類 ファイJレ番号 撮影時期 '.Ir イ ト Jレ
Hl 12 昭和41年 1月 消防出初式

13 昭和42年 消防出初式

14 昭和43年 1月14日 消防出初式

15 昭和44年12月2日 消防大訓練（東平塚町）

16 昭和45年 l月5日 祇園消防署開庁式

17 昭和45年 9月 1日 防災訓練

18 昭和46年 1月4日 消防出初式

19 昭和46年 9月 1日 防災訓練

20 昭和46年10月8日 自衛消防競技大会（太田川放水路）

21 昭和47年 l月5日 消防出初式

22 昭和48年 1月5日 消防出初式

23 昭和48年12月9日 市役所前で消防局の41m新鋭ノ、シゴ車

24 昭和49年7月2日 広島市消防局庁舎落成

25、26 昭和51年 l月5日 消防出初式

27 昭和51年 6月17日 水防訓練

28 昭和52年 l月5日 消防出初式

29 昭和52年 2月 消防局通信指令室

30 昭和52年7月 安古市消防署

31 昭和53年 l月5日 消防出初式

32 昭和53年3月8日 救助照明車

33 昭和53年12月2日 消防大訓練（本通）

34、35 昭和54年 1月5日 消防出初式

36 昭和54年9月26日 自衛消防競技大会

37、38 昭和54年10月9日 市民と消防の音楽のつどい

39 昭和54年12月 1日 広島市水上消防署開署式

40、41 昭和54年12月 1日 消防艇引渡し式、広島市水上消防署開薯・消防艇竣工式

42 昭和田年1月 消防出初式

43～45 昭和56年 l月5日 消防出初式

46、47 昭和57年 1月5日 消防出初式

48 昭和57年 9月17日 完成した東消防署

49 昭和58年5月10日 広島市総合防災センター

50 昭和田年5月11日 広島市総合防災センタ一関所式

51、52 昭和59年 1月5日 消防出初式

53、54 昭和59年11月12目 消防（お母さんの一日記者で取材）

55 昭和59年12月25日 リモコン式放水砲車披露

56、57 昭和GC年 l月5日 消防出初式

58、61 昭和GC年8月 早朝防災教室（南区南大河町）

59 昭和6日年8月 総合防災センター

60 昭和61年8月 早朝防災教室（南区南大河町）

62 昭和61年5月29日 アジア消防協会総会

63 昭和61年5月29日 「広島国際平和防災展jァープカット

64 1 昭和61年10月 1日 広島市佐伯区消防署新庁舎落成式

64-2、652 昭和63年 1月30日 吉島地区少年消防クラブ

65 1、66-1 昭和61年11月 救急（お母さんの一日記者で取材）

66 2、67-2 昭和63年日月 9日 自主防災訓練（佐伯区八幡ケ丘団地）

67 昭和62年 1月5日 消防出初式

68 1 昭和62年 5月 防災行政無線の放送室

68 2 昭和63年11月4日 119番を正しく利用しましょう

69“1 昭和64年 l月4日 消防出初式

69 2 昭和62年6月9日 広島市防災行政無線開局式

70 平成)1'年2月24日 消防通信指令管制シスァム

71 平成z年4月26日 消防通信指令管制シスァム開設記念式典

72、73 平成z年8月 消防救助隊訓練

74 平成2年 l月5日 消防出初式

75 平成2年4月2日 消防航空隊の発足式

76 平成2年 5月24日 広島市消防航空隊発足記念式

77、78 平成3年 1月5日 消防出初式

H2 1 昭和27年 1月14日 広島市牛田水源地九号櫨過池通水式

32 



H2水道 H3病院 H4議会

分類 フ7イ＇＂番号 撮影時期 f旨 イ ト Jレ
H2 2 昭和27年5月23日 新設中の牛田水源地

3 昭和28年4月6日 牛田浄水場急速櫨過池用薬品沈殿池建設工事

4 昭和28年12月21日 牛田水源地の工事

5 昭和30年2月28日 牛田浄水場急速櫨過池用薬品沈殿池

6 昭和30年12月7日 第4期拡張事業浄水場竣工式

7 昭和39年ごろ 黄金山の配水池建設工事

8、9 昭和39年ごろ 牛田浄水場の拡張工事

10 昭和40年ごろ 建設中の仁保配水池

11 昭和40年12月16日 南千田町に水道局管理部の新庁舎

12 昭和41年ごろ 似島海底送水管新設工事

13 昭和42年ごろ 己斐町から安｛却祇園町を結ぶ送水トンネノレの建設工事

14 昭和42年12月 1日 似島水道の通水式

15 昭和43年 水道局の給水船

16 昭和43年 1月17日 送水トンネノレ（第2工区）の建設工事

17 昭和43年 2月24日 八木取水場建設工事

18、19 昭和44年7月 1日 緑井浄水場通水式

20 昭和44年11月12日 第5期水道拡張事業竣工式

21 昭和45年3月6日 緑井浄水場全景

22 昭和45年3月27日 水道局の給水船

23 昭和45年5月21日 緑井浄水場

24 昭和52年 7月 水道局の給水船

25 昭和54年 5月 晶陽浄水揚

26 昭和田年 両陽浄水場通水式

27 昭和田年 両陽浄水場

28 昭和55年4月 両陽浄水場の全景

29 昭和57年 1月28日 両陽浄水場

30 昭和58年7月6日 水源地（牛田浄水場）

31 昭和58年7月14日 水源地（牛田浄水場）

31 1～2 昭和田年5月11日 浄水場（お母さんの一日記者で取材）

32 昭和60年4月4日 水道資料館

33 昭和62年5月12日 水のパトローノレ

34 昭和62年12月4日 金輪島通水記念式

35、36 昭和63年5月初日 漏水調査

37 平成元年12月5日 水道管の防寒

H3 1 昭和26年12月10日 建設中の社会保険広島市民病院

2 昭和27年 8月11日 社会保険広島市民病院開院式

3 昭和27年8月22日 社会保険広島市民病院

4 昭和27年9月16日 社会保険広島市民病院

5 昭和28年12月21日 社会保険広島市民病院109病床建設工事

7 昭和39年ごろ 広島市民病院の全景

8 昭和39年ごろ 市民病院の増築工事

9 昭和40年ごろ 増築された市民病院病棟

10 昭和42年ごろ 市民病院に救急センター完成

11 昭和45年 8月24日 市民病院全景

12 昭和51年4月27日 新装なった市民病院外来診療棟 戸 z“，＋ 

13 昭和田年8月初日 安佐市民病院起工式

14 昭和田年1月8日 安佐市民病院全景

15 昭和55年 1月23日 建設中の安佐市民病院

16 昭和55年3月 安佐市民病院内部

17 昭和56年11月 安住市民病院工事

18 昭和57年 2月20日 安佐市民病院工事

19 昭和59年2月25日 市民病院機能訓練を実施

20 平成3年3月 安佐市民病院婦人科

H4 1 昭和27年5月B日 第 1回財政調査委員会

2 昭和27年8月19日 市会議事堂

3 昭和29年日月25日 広島市営設置促進協議会

4 昭和30年9月28日 開催中の市議会

5 昭和30年12月7日 市議会本会議
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H4議会 H5教育

分類 77イJレ番号 撮影時期 ';I イ ト Jレ
H4 6 昭和4日年 新しい議場での初本会議

7 昭和42年7月 1日 山岡市長市政推進の所信を表明

9 昭和43年9月初日 昭和43年第5回広島市議会定例会

10 昭和43年9月24日 昭和43年第5回広島市議会定例会

11 昭和44年3月6日 昭和44年第l回広島市議会定例会

12, 13 昭和62年3月2日 市議会本会議

14 昭和62年7月7日 市議会本会議

15、16 平成3年2月27日 2月広島市議会で平岡新市長が所信表明

17、18 平成11年2月24日 秋葉市長市議会で所信表明

H5 1 昭和27年9月16日 建設中の児童図書館

2 昭和27年9月16日 浅野図書館

3 昭和27年9月16日 モデルスタール（国泰寺中）

4 昭和27年9月29日 モデルスクーノレ（国泰寺中）

5 昭和27年10月3日 山陽両等学校

6 昭和27年10月3日 本川小学校

7 昭和27年10月3日 袋町小学校

8 昭和27年10月10日 修道学園

9 昭和27年10月23日 修道学園

10 昭和28年2月10日 大手町小学校入学児童

11 昭和28年4月6日 新築中の千回小学校

12 昭和28年4月6日 新築中の段原小学校

13 昭和28年4月9日 児童国際絵画交歓会

14 昭和28年7月日日 児童図書館

15 昭和28年 8月5日 児童図書館

16 昭和29年12月17日 完成近い浅野図書館

17 昭和30年2月19日 浅野図書館落成式

18 昭和30年3月2日 児童図書館

19 昭和30年3月2日 基町高等学校

20 昭和30年3月2日 ＝薬中学校

21 昭和30年3月2日 峨町小学校

22 昭和30年3月2日 袋町小学校講堂

23 昭和30年3月3日 大手町中学校

24 昭和30年3月3日 中島小学校

25 昭和初年3月10日 完成した浅野図書館

26 昭和初年3月11日 宇品中学校

27 昭和31年4月18日 無形文化財吉田文五郎氏来広

28 昭和32年2月19日 中央幼稚園園児

29 昭和39年7月21日 宇品東小学校のプーノレ開き

30 昭和4C年ごろ 三篠小学校のプーノレ

31 昭和40年ごろ 浅野図書館

32 昭和40年ごろ 完成した動く図書館車“ともはと号”

33 昭和40年ごろ 千田小学校一年生の授業風景

34 昭和41年ごろ 青少年センター（大ホーノレ、ロビー）

35 昭和41年 1月15日 広島市成人祭

36 昭和41年 l月30日 青少年センヂー開館

37 昭和42年ごろ 浅野図書館の開架書庫

38 昭和42年 1月15日 広島市成人祭

39 昭和42年3月 l日 東雲児童館が開館

40 昭和42年4月8日 広島市初の市立幼稚園矢賀幼稚園の開園式・入国式

41 昭和43年8月20日 活躍する巡回文庫“こばと号”

42 昭和44年 l月15日 広島市成人祭

43 昭和44年4月 1日 牛田新町小学校開校式

44 昭和44年 9月24日 移動図書館

45 昭和44年10月 浅野図書館

46 昭和45年3月6日 牛田新町小学校

47 昭和49年9月 高陽町郷土館

48 昭和49年ごろ 中央図書館全景

49 昭和49年9月30日 市立中央図書館内部
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HS教育

分類 ファイ）~番号 撮影時期 う誌 イ ト Jレ
HS 50 昭和49年10月 弥生時代の墳墓（早稲田神社内）

51 昭和49年12月20日 市立中央図書館内部

52 昭和SC年 1月15日 広島市成人祭

53 昭和田年 5月8日 青少年野外活動センター

54 昭和田年 9月1日 戸坂新町小学校開校式

55 昭和田年 9月20日 戸坂中学校に脱臭・脱硫装置が完成

56 昭和51年 7月 高陽エュータウンに弥生式住居が復耳

57 昭和51年11月11日 民俗資料室（瀬野公民館）

58 昭和52年 1月21日 可部町で古墳時代の遺跡が見つかる

59 昭和52年 2月 両南西小学校

60 昭和52年 4月1日 黄金山小学校開校式

61 昭和52年 5月ごろ 青少年野外活動セングー

62 昭和52年 7月4日 青少年自然の家起工式

63 昭和52年10月4日 広島市立中央図書館

64 昭和53年 1月 東照宮唐門及び翼廊（二葉の里）

65 昭和53年 1月 不動院金堂（牛田町）

66 昭和53年 l月 鉄燈篭（可部町）

67 昭和53年 1月 恵下山遺跡（南陽町）

68 昭和53年 1月 蓮華マツ（長束）

69 昭和53年4月7日 中野東小学校開校式

70 昭和田年4月29日 戸坂町で発見された古墳時代の箱式石棺

71 昭和田年5月14日 青少年自然の家オープン

72 昭和田年11月1日 考古資料展（中央図書館）

73 昭和53年12月21日 こども文化科学館起工式

74 昭和54年 l月6日 20歳の直言

75 昭和54年 9月15日 軽フイトパンを利用した移動図書（安芸町馬木公民館）

76 昭和54年10月 建設中のこども文化科学館

77 昭和田年9月四日 青少年野外活動センター

78 昭和田年10月 安佐北区両陽町から出土した弥生時代の長頚つぼ

79、sn 昭和55年10月21日 発掘調査（両陽町）

81 昭和56年 3月初日 郷土資料館

82 昭和56年 8月 不動院（牛閏町）

83 昭和57年 映像文化フイプフリー

84 昭和57年 2月初日 広島市立鈴が峰小学校

85 昭和57年 3月 広島市映像文化フイプフリー

86 昭和57年 3月 広島市婦人教育会館

87 昭和57年 5月1日 広島市映像文化フイプフリー開館式典

88 昭和57年 5月l日 婦人教育会館、広島市職員会館開館式

89 昭和57年 7月15日 新庄の宮の大クスノキ

90 昭和57年 8月13日 旧陸軍被服支廠

91 昭和57年 9月3日日 地場産業に関する資料（かもじ）

92 昭和57年10月15日 映像文化フイブフリー

93 昭和57年11月12日 水車（安佐町南山地区）

94 昭和57年12月9日 こども文化科学館

95 昭和58年 1月19目 婦人教育会館ロビーの七宝焼モザイク壁画

日6 昭和田年2月 開校間近い市立広島養護学校

97 昭和58年 4月 中央図書館（蔵書管理のコンピューター）

98 昭和田年4月30日 比治山公園青空図書館開館式

99、100 昭和58年 6月28日 比治山公園青空図書館

101 昭和58年11月 公民館活動（寄せ植盆栽講座）

102 昭和58年12月1日 広島市立養護学校にて料理実習

103 昭和59年 2月25日 おもちゃ展（こども文化科学館）

104 1 昭和59年 3月 東区民文化センダ一、東区図書館

104-2 昭和59年 3月 建設中の広島市似島臨海少年自然の家

105 昭和田年3月3日 建設中の安佐北両校

106 昭和59年 3月7日 工事中の広島市似島臨海少年自然の家

107、108 昭和田年3月四日 南観音公民館の親子絵画グループ

1C9 昭和59年 3月27日 練習する広島太鼓保存会
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HS教育

分類 フ7イJレ番号 撮影時期 '.Ir イ ト ）~ 

HS 110 昭和59年4月11日 東区民文化センクー全景

111 昭和田年5月12日 東区民文化センター開館式

112、113 昭和田年5月13日 広島市似島臨海少年自然の家開館記念式

114～117 昭和田年5月22日 広島市似島臨海少年自然の家

118 昭和59年5月23日 広島市似島臨海少年自然の家

120 昭和59年9月 映像文化フイプフリー

121 昭和59年9月28日 市立中央図書館

122 昭和59年9月28日 英国人英語教師の授業風景

123 昭和59年9月28日 南区皆実町の地域文庫

124 昭和田年10月25日 広島市立安佐北高等学校

125 昭和59年10月25日 広島市郷土資料館ほぼ完成（旧陸軍糧株支廠）

126 昭和田年12月21日 広島市郷土資料館全景

127、128 昭和田年12月21日 準備中の広島市郷土資料錯

129 昭和60年5月11日 広島市郷土資料館オープン

129-1 昭和6C年10月10日 広島市南区比治山公園に建設される現代美術館の模型

130 昭和6C年11月 沼田両校

131 昭和61年 l月15日 広島市成人祭

132 昭和61年 l月23日 荒木市長から奨学育英基金設置の感謝状を受ける森安さん

133-1～3 昭和61年 l月15日 郷土資料館で親子教室

134 昭和60年12月7日 ハレーすい星を見るつどい

135 昭和60年9月2日 劇団ピンクフェアリー公演に向けて練習に励むメンパー

136～138 昭和60年10月 収穫祭（青少年野外活動センター）

139 昭和61年 2月16日 中央公民館

140 昭和61年4月 河内親子の会

141 昭和60年11月 郷土資料館（お母さんの一日記者で取材）

142 昭和60年10月 池田城跡（佐伯区五日市町）

143 昭和60年10月 修復された弥生土器

144 昭和61年5月 戸坂学区子ども会広報部会（戸坂公民館）

145、146 昭和61年 6月24日 平和大通りの樹木調査をする“平和大通りの緑を育てる会”会員

147 昭和61年 7月 東区図書館

148 昭和田年7月 地域文庫（字品東学区）

149 昭和61年7月21日 強化ダンボーノレを使って船をつくり本川に浮かべる子どもたち

150 昭和61年7月21日 特大折りづるの早折競争

151 昭和61年7月21日 親子で紙すき（こども文化科学館）

152 昭和61年8月29日 郷土神楽研究会

153～155 昭和61年8月21日 親子キャンプ大会（青少年野外活センター）

156 昭和61年10月4日 福田山歩会

157 昭和61年10月21日 現代美術館起工式

158 昭和61年12月2日 第2学区高等学校（美鈴が丘高等学校）起工式

159～161 昭和61年11月15日・ 16日 親子のつどい（似島臨海少年自然の家）

162、163 昭和61年12月 集団縄跳び（似島小学校4年生）

164 昭和62年 1月22日 国連脊託図書館オープン（市立中央図書館）

165 昭和62年 l月20日 中島小学校の児童

166 昭和62年 3月13日 へンリー・ムーアの大作広島到着

167 昭和62年2月 安佐女性合唱団

168、169 昭和62年2月17日 青年料理教室（青少年センター）

170 昭和62年2月21日 世界の料理教室（吉島公民館）

171、172 昭和62年2月 男性料理教室（五日市公民館）

173～176、
昭和62年3月27日・ 28日 ちびっこ山賊団合宿（似島臨海少年自然の家）

179 

177 昭和62年4月 八木小学校西門の石積

178 昭和62年4月8日 児童文学創作グループ（お母さんの一日記者で取材）

180 昭和62年5月24日 アニメづくり教室（こども文化科学館）

181 昭和62年7月11日 ガリパースクエアオープン

182 昭和62年6月22日 人形劇グループ“さくらんぽ”

183 昭和62年8月 広島城二の丸発掘調査

184 昭和62年9月19日 海洋教室スタート（似島臨海少年自然の家）

185 昭和62年9月9日 現代美術館（お母さんの一日記者で取材）

1s; 昭和62年12月2日 カフオケ教室“カナリヤ会”
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H5 187、188 昭和63年12月23日 ヘンリ｝・ムーアの彫刻のアーチ

189 昭和62年12月 子どもたちの手作り人形劇劇団“のいちご”

190、191 昭和63年2月4日 市立工業両校に最新鋭の機械を導入

192、193 昭和63年2月10日 こども図書館

194 昭和63年3月2日 陶芸グループ“陶友会”

195 昭和63年4月 紙ふうせん（若草公民館）

196 昭和63年4月20日 子供たちにわらぞうり作りを教える両齢者（船越公民館）

197 昭和63年4月 草木に親しむ会（中央勤労青少年ホーム）

198 昭和63年5月27日 コーラスグループ“なの花”（佐東公民館）

199 昭和63年6月24日 古市面打ち同好会

200 昭和63年9月1日 社交ダンス“あひる会”（船越公民館）

201 昭和63年9月19日 現代美術館内部

202、203 昭和63年10月12日 市立両等学校職業科（市商情報処理科、市工電子機械科授業風景）

204 昭和63年10月29日 パトミントングループ「l年シャトノレ組」

205 昭和63年11月28日 木彫コツコツ（可部公民館）

206 昭和63年12月23日 フェンシングタフブ“ウイング”（竹屋公民館）

207 平成元年l月28日 地域文庫（鈴が峰会館）

208 平成フロ年2月3日 郷土資料館

209 平成元年5月2日 現代美術館開舘式

210 平成珂年5月2日 現代美術館開館記念ハノーパー市代表歓迎レセプシヨン

211 平成元年7月26日 広島市総合屋内プーノレ新築工事起工式

212 平成珂年7月 おはなし会（こども図書館）

213 平成フE年B月 神楽面グループ（南観音公民館）

214 平成珂年11月 現代美術館（お母さんの一日記者で取材）

215 平成2年2月7日 図書館（お母さんの 日記者で取材）

216 平成2年2月13日 コンビュータを活用した授業

217 平成2年2月17日 国前寺庫裡棟上げ式

218、219 平成2年2月28日 歌うスァーション“ザ・わたしたち”（広島駅北口待合室）

220 平成2年5月25日 ファッションデザイナーニ宅生氏市長表敬

221 平成2年6月2日 映像文化フイプフリー（お母さんの一日記者で取材）

222、223 平成2年7月14日 海賊船（南区似島沖の弁天島）

224 平成2年8月 広島城ーの丸表御門の復元作業

225 平成2年8月 コーラスグループ“りんどう＂佐東公民館

226 平成2年11月2日 第 l回ヒロシマ賞授賞式（現代美術館）

227 平成2年11月7日 婦人教育会館内部

228 平成2年10月14日 青少年野外活動センターこども村

229 平成2年9月 現代美術館

230 平成3年4月 なるほど世界の料理グループ（吉島公民館）

231 平成4年 1月22日 広島城表御門、御門橋完成披露式

232、233 平成6年4月12日 広島市立大学入学式

H6 1 昭和28年3月27日 衆・参議院選挙での不在者投票第1号

2 昭和28年3月29日 準備完了の投票箱

3 昭和28年4月4日 民生委員等による公明選挙運動

4 昭和30年2月25日 総選挙の準備で忙しい広島市選挙管理委員会

5 昭和田年2月24日 市長選挙の開票風景（中島小） ' 

6 昭和55年 投票箱

7、9 昭和61年7月7日 衆・参議院同日選挙開票風景（中島小）

I 0 1 昭和26年11月27日 イサム・ノグチ氏来広

2 昭和27年 l月25日 消防局ニュースカーを借用して原爆死没者調査について宣伝

3 昭和27年5月1日 シュモ一博士親族来広

4 昭和27年8月27日 被爆資料の展示風景

5 1 昭和27年10月11日 第2回世界仏教徒会議広島大会（市中行進）

5 2 昭和27年10月11日 第2回世界仏教徒会議広島大会参加者来広

6～9 昭和27年10月12日 第2回世界仏教徒会議広島大会

10 昭和27年11月 世界連邦アジア会議

11 昭和27年11月2日 世界連邦アジア会議

12、13 昭和27年11月3日 世界連邦アジア会議

14、15 昭和27年11月4日 世界連邦アジア会議
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IO 16 昭和27年11月5日 世界連邦アジア会議

17、18 昭和27年11月6日 世界連邦アジア会議

19 昭和27年11月7日 世界連邦アジア会議

20 昭和27年11月25日 皆実町シュモー住宅の庭の平和（PEACE）の字が刻まれた石燈

21 昭和28年5月22日 善光寺慈光一行原爆死没者供養のため来広

22 昭和28年7月15日 被爆当時の広島市の模型

23 昭和28年7月31日 原爆死没者供養塔に安置する多宝塔

24 昭和29年8月6日 原水爆禁止広島平和大会

25 昭和29年8月8日 原爆犠牲者慰霊花火大会

26 昭和29年日月初日 第2回世界連邦アジア会議準備委員会

27 昭和29年11月9日 第2回世界連邦アジア会議準備委員会

28、29 昭和29年11月11日 第2回世界連邦アジア会議広島大会

30、31 昭和29年11月12日 第2回世界連邦アジア会議広島大会

32 昭和3［年4月28日 被爆女性渡米支度金伝達式

33 昭和3C年5月5日 被爆女性治療のため渡米

34 昭和3C年8月5日 広島宗教平和会議

35 昭和初年8月6日 原水爆禁止世界大会

36-1 昭和30年10月13日 ノぐリ医科大学小児科モーリス教授復興状況視察

36-2 昭和31年4月28日 仏舎利塔建設のためフングーン大学教授ウーフイ・アイプ氏ほか1名来広

36-3 昭和31年5月24日 仏舎利塔建設パンフレット作成用仏像（石こう）

37 昭和31年5月30日 第 3回世界連邦平和都市連絡協議会

38、39 昭和31年6月8日 被爆女性帰国第陣

40 昭和31年8月6日 平和乃観音像除幕式

41 1 昭和31年11月6日 被爆女性帰国第一陣 ノーマン・カズンズ氏一行来広

41 2 昭和32年 1月29日 中華人民共和国仏教徒代表超撲初氏仏舎利塔建設資金を寄附

42 昭和39年ごろ 改装なった平和公園のハト小屋

43 昭和39年3月3日 ノーマン・カズンズ氏来広

44 昭和39年8月6日 慰霊とうろう流し

45 昭和39午11月16目 噴水“祈りの泉”の引渡式

46 昭和40年ごろ 平和公園に寄贈されたハトの家

47 1 昭和40年8月6日 慰霊とうろう流し

47 2 昭和41年11月25日 世界連邦西日本大会

47 3 昭和41年ごろ 仏舎利塔奉安像修復作業

47 4 昭和41年8月5日 仏舎利塔奉安像寄贈式典

48 昭和42年8月6日 慰霊とうろう流し

49 昭和42年12月25日 平和文化審議会発会式

51 昭和43年 ロー7 法王からのメッセージ

52 昭和43年 1月25日 第2回平和文化推進審議会

53 昭和43年4月18日 原爆被災記録映画「広島長崎における原爆の影響」のブイノレムを文部省から借用

54 昭和43年4月初日 原爆被災記録映画特別試写会

55 昭和43年6月 （株）久保田本店の被爆煙突

57 昭和43年8月 原爆映画「ヒロシマの証人」ロケ隊来庁

59 昭和43年8月5日
シンポジウム e第 1回平和を語る市民の集い’p ヒロシマはいかに平和を訴える
ベきか

60 昭和43年8月5日 “平和へのタベ”音楽会

61 昭和43年9月25日 「原子爆弾による被害状況調」返還

62 昭和44年 1月 （株）久保岡本店の被爆煙突撤去作業

64 昭和44年7月 アール・ L・レイノノレズ簿土来庁

65 昭和44年7月14日 平和祈念式の遺族代表

66 昭和44年8月 1日 第5回平和の灯まつり

67 1 昭和44年8月2日 第2回平和を語る市民集会被爆体験の継承と平和教育

67 2 昭和44年8月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

68 昭和44年9月29日 産業奨励館で使った半鐘24年ぶり無事返る

69、70 昭和44年11月11日 第9回世界連邦日本大会

72 昭和45年8月 原爆記録映画公開試写会市長あいさつ

73 昭和45年8月1日 平和の灯まつり

74 昭和45年8月3日 原爆映画完成引渡式

75 昭和45年8月3日 原爆映画「ヒロシマ原爆の記録J試写会市長あいさつ

76 昭和45年B月5日 広島市原爆死没公務員追悼式
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IO 77 昭和45年8月5日 平和へのタベ

78 昭和45年11月初日 ヒロシマ会議（市民会議）

79 昭和46年1月18日 住友銀行目lj （死の影の石） ， 
80 昭和46年2月12日 住友銀行吉岡支店長から原爆遺跡「死の影」目録贈呈

81 昭和46年8月5日 佐藤内閣総理大臣広島駅到着

82 昭和46年8月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

87 昭和47年3月28日 英国から空輸された銘石版の引き渡し式

88 昭和47年8月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

89 昭和48年3月 1日 原爆の図を広げる丸木夫妻（市長公室）

90 1 昭和48年6月16日 「広島・長崎返還被爆資料展」ァープカット

90 2 昭和48年7月6日 原爆供養塔に納骨してある遺骨の引き渡し

90 3 昭和48年8月 原爆供養塔に納骨してある遺骨の引き渡し

91 1 昭和48年B月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

91-2 昭和49年3月16日 原爆供養塔に納骨してある遺骨の引き渡し

92、93 昭和49年6月l日 返還された被爆資料

94 昭和49年8月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

95 昭和田年7月31日 広島・長崎返還被爆資料展

96 昭和田年8月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

97 1 昭和SC年8月5日 広島・長崎平和文化都市提携調印式

97 2 昭和SC年9月 原爆供養塔に納骨してある遺骨の引き渡し

98 昭和50年10月 長崎の銭

99、100 昭和51年6月5日 第 l回平和を考える市民の集い

101 昭和田年6月26日 広島原爆資料館内ロビーに長崎被爆資料設置

102 昭和51年8月5日 二木内閣総理大臣来広

103 昭和51年8月6日 被爆者の要望を聞く会

104 昭和51年8月6日 宮沢県知事荒木市長二木内閣総理大臣田中厚生大臣に陳情

105 昭和52年7月 原爆無縁仏（遺骨）の引き渡し式

106 昭和52年8月5日 H・シャーリー・アメフシンゲ国際連合総会議長来広

107～109 昭和52年B月6日 国連代表を囲む市民懇談会

110 昭和52年B月6日 H・ シャーリー・アメフシンゲ国際連合総会議長且都へ出発

111 昭和53年5月 「最近寄贈された被爆資料展」（平和記念館）

112 昭和53年5月14日 国連軍縮特別総会壮行会

113 昭和53年5月21日 荒木市長国連へ出発

114 昭和53年6月10日 荒木市長国連から帰国

115 昭和53年B月4日 「サダコJの作者エレノア・コア氏来庁

116 昭和53年8月6日 被爆者代表から要望を聞く会（安倍官房長官）

117 昭和53年8月5日・ 6日 安倍官房長官来広（資料館見学、広島原爆養護ホーム慰問）

118、119 昭和54年8月6日 被爆者代表から要望を聞く会

120 昭和54年9月8日 ジュノ一博士の記念碑を除幕（平和公圏内）

121、122 昭和54年9月 ジュノ一博士の記念碑を除幕（思い出を語る子息ブノワ・ジュノー氏）

123 昭和55年2月17日 シンポジウム「21世紀を展望してーヒロシ7新時代の役割ー」

124 昭和55年7月
「ワシントン国立公文書館広島原爆被災写真公開調査特別展・広島出身原爆写

真家原爆写真展」（平和記念館）

120 昭和田年7月 ジャーナリストW・ パーチェット氏にインタビュー

126、127 昭和55年8月6日 被爆者代表から要望を聞く会

128 昭和田年1月10日 ローマ法王の特使市長表敬

129 昭和56年2月23日 ロ｝マ法王への贈呈品

130、131 昭和田年2月25日 ローマ法王ヨハネ・パウロ二世歓迎の集い

132、133 昭和56年2月25日 ローマ法玉来広記念特別講演会

134 昭和56年7月17日 原爆死没者名簿奉安箱の清掃、虫干し風景

135 昭和田年7月2s日 英語版「広島・長崎の原爆災害J
136 昭和53年8月5日・ 6日 鈴木内閣総理大臣来広

137～138 1 昭和56年8月6日 国連軍縮センタ一所長ヤン・モーチンソンさんにインタピ‘ュー

138”2 昭和56年10月19日 軍縮シンポジウム

139 昭和田年10月24日 国会施設での原爆写真展

140 昭和56年12月7日 軍縮と安全保障に関する独立委員会（パノレメ委員会）一行来広

141 昭和56年12月7日 軍縮と安全保障に関する独立委員会（パノレメ委員会）一行歓迎夕食会

142～144 昭和56年12月8日 軍縮と安全保障に関するワークショップ広島セッション

145 昭和56年12月8日 軍縮と安全保障に関する独立委員会（パノレメ委員会） 行離広

39 
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分類 ファイル番号 撮影時期 f旨 イ ト Jレ
I 0 146 昭和57年6月7日 国連軍縮特別総会

147 昭和57年6月24日 荒木市長国連軍縮特別総会で演説

149 昭和57年8月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

150 昭和57年8月6日 竹下県知事荒木市長、森下厚生大臣に陳情

151 昭和57年8月6日 被爆者代表から要望を聞く会

152 昭和57年8月26日 デ・タエヤノレ国際連合事務総長夫妻歓迎の集い

153 昭和57年8月26日 デ・クエヤノレ国際連合事務総長夫妻歓迎晩餐会

154 昭和57年8月27日 デ・クエヤル国際連合事務総長夫妻足、都へ出発

155 昭和57年10月22日 世界連邦官胃自治体全国協議会総会

157 昭和58年 1月17日 都市連帯呼びかけ文に署名する荒木市長、発送準備風景

158-1 昭和58年2月25日 ローマ法主平和アピーノレ碑除幕式

158-2 昭和田年7月 寄せられた都市連帯の返書

159 昭和58年8月5日 中曽根内閣総理大臣来広

16日、 161 昭和田年8月6日 被爆者代表から要望を聞く会

162 昭和58年8月6日 広島県知事・市長 中曽根内閣総理大臣に陳情

163 昭和田年8月6日 とうろう流し

164 昭和59年5月21日 国際ベン大会海外代表一行被爆者と交流

165 昭和59年5月24日 ジミー・カーター前米大統領来広

166～168 昭和59年5月24日 ジミー・カーター前米大統領来広（夕食会）

169、170 昭和59年5月25日 ジミー・カーター前米大統領平和のアピーノレ

171 昭和59年5月25日 ジミー・カーター前米大統領離広

172、173 昭和田年7月8日 ピノレマ連邦社会主義共和国サン・ユ大統領来広

174 昭和59年7月9日 ピノレマ連邦社会主義共和国サン・ユ大統領離広

175 昭和59年8月5日 渡部厚生大臣来広

176 昭和59年8月5日 広島県知事・市長渡部厚生大臣に陳情

177 昭和59年B月5日 被爆者代表から要望を聞く会

178 昭和59年8月23日 強風で折れた被爆エノキ（中区基町）の幹と枝

179、180 昭和59年9月4日 “平和の灯”カナダトロント市へ分火

181 昭和59年9月5日 北欧へ市長出発

182 昭和59年9月7日・ B日 市長Y速ポノレゴグフード市を訪問

183 昭和田年9月13日 市長北欧から帰広

184、185 昭和59年10月24日 核軍縮を求めるシンポジューム

186 昭和59年11月8日 ホノノレノレとハノーパーへ「平和の鍾」の複製を寄贈

187 昭和田年11月10日 社会主義インターナショナノレ軍縮委員会一行市長表敬

188 昭和田年11月23日 マザー・ァレサ来広

189、190 昭和田年11月23日 マザー・ァレサ講演と映画の集い

191 昭和59年11月23日 マザー・テレサ市長表敬

192 昭和59年11月23日 マザー・テレサ岡山へ出発

193 昭和59年11月24日 平和の鍾の撞木受領

194 昭和60年2月4日 核の危機に関する東且セミナー広島セッション

195、196 昭和60牢2月6日
核の危機に関する束Rセミナ一広島セッション（ENU WARからの報告と
講演）

197 昭和60年2月6日
核の危機に関する東京セミナ一広島セッション（フレデリッタ・ヴェーナ運営
委員長）

198 昭和60年5月22日 ミネアポリスへ送るフロ安橋欄干

199 昭和60年4月23日 米ジャーリスト ハーシー氏来広

200 昭和60年7月1日 市庁舎の被爆桜がし仮移転

201 昭和60年8月6日 被爆者代表から要望を聞く会

202 昭和60年8月6日 中曽根内閣総理大臣に陳情する県知事・市長

203 昭和60年8月5日 中曽根内閣総理大臣来広（広島空港）

204 昭和60年12月12日 「サダコと千羽鶴Jドイア語版用の折づると挿絵完成

205 昭和60年10月25日 壁画「平和のキャラパンJ平和記念館で除幕式

2C6 昭和61年 l月31日 オーストリアの学校へ送る書や絵を手渡す中島小学校児童

207 昭和61年4月18日 広島平和文化センター設立10周年功労者表彰式

2C8 昭和61年5月1日 「世界平和連帯都市パネノレ展J7ープカット

209 昭和61年5月 世界平和連帯都市ノミネノレ展

210 昭和61年5月 原爆供養塔の遺骨調査

211 昭和61年6月11日 IP PNW （核戦争防止国際医師会議）一行来広

212 昭和61年7月2~ 新本庁舎前に被爆桜を植え戻す
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分類 77イル番号 撮影時期 ?z イ ト J(, 

IO 213 昭和61年7月11日 原爆死没者名簿の記載

214 昭和61年8月4日 「地球救済ポスター展」テープカット（市民ロビー）

215～217 昭和61年8月6日 86平和サミット INヒロシマ

218 昭和61年11月10日 アース・ラン広島入り 原爆死没者慰霊碑前で歓迎式

219、220 昭和61年12月11日 J. L. ジャクソン師来広

221～224 昭和62年2月26日 チヨードリー園連総会議長来広

225、226 昭和62年8月5日 87ジャーナリスト国際平和シンポジウム

227 昭和62年8月5日 87ジャーナリスト国際平和シンポジウム 行（原J事被害状況説明）

228 昭和62年8月5日 87ジャーナリスト国際平和シンポジワム一行（資料館見学）

229 昭和62年8月5日 87ジャーナリスト国際平和シンポジウム 行（記者会見）

230 昭和62年8月5日 87ジャーナリスト国際平和シンポジウム 行（市長表敬訪問）

231 昭和62年8月5日 87ジャーナリスト国際平和シンポジウム一行（原爆死没者慰霊碑参拝）

232 昭和62年8月4日 87ジャーナリスト国際平和シンポジウム 行（トッピング氏、デュポン氏）来広

233 昭和62年8月6日 中曽根内閣総理大臣に県知事市長陳情

234 昭和62年 8月6日 被爆者代表から要望を聞く会

235 昭和63年 1月19日 市長ストックホノレム会議に出席（広島空港）

236 昭和63年 6月 1日 荒木市長国連軍縮特別会議、 IPPNW （核戦争防止国際医師会議）大会出席

237～239 昭和63年8月6日 藤本厚生大臣平和祈念式出席のため来広

240、241 昭和63年8月2日・ 3日 ボノレゴグラード市代表訪問団 平和祈念式出席のため来広

242 昭和63年8月4日 88青年国際平和シンポジウム一行（広島空港着）

243、244 昭和63年8月5日 88青年国際平和シンポジウム一行（資料館見学、原爆死没者慰霊碑参拝）

245、246 昭和63年8月5日 88青年国際平和シンポジウム一行（原爆被害の概要説明、市長表敬ほか）

247 昭和田年8月B日 88青年国際平和シンポジウム一行（記者会見、帰国記者会見）

248 昭和63年8月5日 88青年国際平和シンポジウム一行（歓迎レセプション）

249 昭和63年8月6日 88青年国際平和シンポジウム・イン・ヒロシ7

250 昭和63年8月6日 88青年国際平和シンポジウム・イン・ヒロシマ、平和コンサートのタベ

251 昭和63年10月20日 平和ポスター絵画展（福屋）

252、259、
平成元年4月24日 「国連と軍縮」広島講演会“いま、世界は0"

260 

253、254 平成元年4月23日 「国連と軍縮Jの広島講演会一行（原爆資料館見学ほか）

255、256 平成耳年4月23日 「国連と軍縮」の広島講演会行（歓迎レセプション）

257、258 平成元年4月23日
「国連と軍縮」の広島講演会一行（原爆被害の概況説明、記者会見、国際会議

場視察）

261 平成z年7月7日 広島平和記念都市建設法40周年記念講演会

262～264 平成フ百年7月4日 89米・ソ宇宙平和サミット

265 平成フロ年7月3日 89米・ソ宇宙平和サミット

266 平成珂年11月20日 パレーボーノレワーノレドカップ ピースセレモーーを開催

267 平成2年11月17日
核軍縮を求めるー十一人委員会公開シンポジウム（原爆死没者慰霊碑参拝、シ
ンポジウムほか）

268 平成2年11月17日 核軍縮を求めるー十一人委員会公開シンポジウム

269 平成2年11月17日 核軍縮を求めるー十一人委員会公開シンポジウム（市長主催歓迎レセプション）

270 平成3年 1月7日 市長国速に出発

271 平成3年5月31日 国連軍縮専門家一行来広

272 平成3年5月31日 国連軍縮専門家一行来広（資料館見学、原爆死没者慰霊碑参拝ほか）

273～275 平成3年6月 1日 国連軍縮専門家一行（シンポジウム）

276、277 平成3年5月31日 国連軍縮専門家一行（原爆被害の概況説明、記者会見、レセプシヨン）

278 平成3年10月31日 中国人民平和軍縮協会一行表敬

279 平成4年4月17日 フロソ連大統領ゴノレパチョフ氏来広（資料館見学）

28日 平成4年4月17日
JG；／連大統領ゴノレパチョフ氏来広（資料館見学、ゴノレパチョフ氏を囲む市民集
会、原爆の子の像）

281 平成4年4月17日 珂ソ連大統領ゴノレパチョフ氏来広（原爆の子の像、原爆ドーム）

282、284 平成4年4月17日 フロソ連大統領ゴノレパチョフ氏来広（原爆死没者慰霊碑参拝）

283 平成4年4月17日 珂ソ連大統領ゴノレパチョフ氏来広（ゴノレパチョフ氏を囲む市民集会）

285 平成4年4月17日 珂ソ連大統領ゴノレパチョフ氏来広（インタピュ一、ゴノレパチョフ氏を囲む市民集会）

287 平成4年6月15日 国連軍縮広島会議（原爆死没者慰霊碑参拝、会議）

298、2>9 平成4年8月日日 山下厚生大臣被爆者代表から要望を聞く会

3CD 平成2年8月6日 海部内閣総理大臣被爆者代表から要望を聞く会

301 平成3年8月6日 海部内閣総理大臣被爆者代表から要望を聞く会

302 平成5年 8月6日 とうろう流し
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IO 303 平成6年8月6日 被爆者代表から要望を聞く会、記者会見、陳情

304 平成7年8月6日 村山内閣総理大臣被爆者代表から要望を聞く会

305 平成8年8月6日 橋本内閣総理大臣被爆者代表から要望を聞く会

306 平成8年8月6日 橋本内閣総理大臣に県知事・市長陳情

307 平成9年 B月6日 橋本内閣総理大臣来広（被爆者代表から要望を聞く会、陳情）

308 平成9年 8月6日 橋本内閣総理大臣来広（記者会見、被爆者代表から要望を聞く会）

309～311 平成10年8月6日 小測内閣総理大臣来広（被爆者代表から要望を筒〈会、陳情）

312 平成11年B月6日 1）、測内閣総理大臣来広（被爆者代表から要望を聞く会、陳情）

11 1 昭和27年 8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

2 昭和28年8月6日 慈仙鼻での原爆死没者供養式

3、4 昭和28年8月日目 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

5、6 昭和29年8月E日 原J暴死没者慰霊式ならびに平和記念式

7、8 昭和30年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

9 昭和31年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

10 昭和31年8月6日 原爆供養塔で慰霊式

11 昭和38年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

12 昭和39年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

13、14 昭和40年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

15 昭和41年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

16、17 昭和42年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

18～20 昭和43年8月5日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式の準備

21、22 昭和43年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

23 昭和44年8月5日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式の準備

24～26 昭和44年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

27 昭和45年8月5日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式の準備

28～31 昭和45年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

32 昭和46年B月5日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式の準備

33、34 昭和46年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

35 昭和47年8月5日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式の準備

36～38 昭和47年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

39 昭和48年8月5日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式の準備

40、41 昭和48年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

42～44 昭和49年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

45～47 昭和田年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

48～50 昭和51年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

51～55 昭和52年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

56～60 昭和53年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

61～65 昭和54年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

66～70 昭和55年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

71～73 昭和56年 B月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

74～78 昭和57年 8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

79～83 昭和58年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

84～89 昭和田年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

90～93 昭和60年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

94～97 昭和61年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

99～103 昭和62年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

104 昭和62年8月5日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式の準備

105 昭和62年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式全景

1C6～110 昭和63年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

111～114、
平成元年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

116、117

115 平成元年日月 6日
原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式（宇野内閣総理大臣平和記念資料館見学、
記者会見、陳情、被爆者代表の要望を聞く会）

118～122 平成2年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式
12j 平成3年8月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

124～127、
平成3年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

129 

128 平成2年8月5日 広島市原爆死没公務員追悼式

130～133 平成4年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

134～138 平成5年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式
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分類 77イ＇＂番号 撮影時期 f担 イ ト Jレ

I 1 139～141 平成6年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

142 平成6年8月日日
原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式（村山内閣総理大臣原爆養護ホーム慰問、
平和記念資料館見学ほか）

143～147 平成7年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

148～152 平成8年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

153～157 平成9年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

158～163 平成1日年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

164～170 平成11年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

171、172、
平成12年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式174、175

173 平成13年日月 6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

176～179 平成14年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

12 1 昭和31年8月3日 原爆症患者慰問

2 昭和46年8月6日 佐藤内閣総理大臣原爆養護ホーム訪問

3 昭和46年8月6日 佐藤内閣総理大臣平和記念資料館見学

4 昭和47年8月6日 一階堂官房長官原爆養護ホーム訪問

5 昭和47年8月6日 一階堂官房長官原爆病院訪問

6 昭和50年8月5日 田中厚生大臣平和記念資料館見学

7 昭和50年8月6日 田中厚生大臣原爆養護ホーム慰問

8 昭和51年8月6日 ニ木内閣総理大臣原爆養護ホーム訪問

9 昭和52年8月5日 H・ シャーリー・アメフシンゲ国際連合総会議長平和記念資料館見学

10 昭和52年8月5日 H・シャーリー・アメラシンゲ国際連合総会議長広島原爆病院慰問

lL 12 昭和52年8月6日 藤田総務長官原爆養護ホーム訪問

13 昭和54年8月5日 橋本厚生大臣平和記念資料館見学

14 昭和54年B月6日 橋本厚生大臣広島原爆養護ホーム慰問

15、16 昭和55年8月6日 宮沢官房長官広島原爆養護ホーム慰問

17 昭和田年8月6日 鈴木内閣総理大臣原爆病院を慰問

18 1～2 昭和56年日月 6日 鈴木内閣総理大臣平和記念資料館見学

19～21 昭和56年12月8日 軍縮と安全保障に関する独立委員会（パノレメ委員会）一行 資料館見学

22 昭和57年3月13日 イタリア共和国サンドロ・ベノレァィーニ大統領 資料館見学

23 昭和57年8月5日 森下厚生大臣平和記念資料館見学

24 昭和57年8月5目 森下厚生大匡原爆養護ホーム神田やすらぎ園慰問

25、26 昭和57年8月26日 デ・クエヤノレ国際連合事務総長夫妻平和記念資料館見学

27 昭和58年8月6日 中曽根内閣総理大臣広島原爆養護ホーム舟入むつみ闘慰問

28～30 昭和58年8月6日 中曽根内閣総理大臣平和記念資料館見学

31 昭和59年5月21日 国際ベン大会海外代表平和記念資料館見学

32、33 昭和59年5月25日 ジミー・カーター前米大統領平和記念資料館見学

34、35 昭和59年7月8日 ピノレマ連邦社会主義共和国サン・ユ大統領 平和記念資料館見学

36 昭和59年8月5目 渡部厚生大臣原爆病院慰問

37 昭和田年8月5日 渡部厚生大匡平和記念資料館見学

38 昭和59年8月5日 渡部厚生大臣 広島原爆養護ホーム舟入むつみ園慰問

39 昭和田年9月5日 坂本労働大臣平和記念資料館見学

40 昭和田年10月2日 田川自治大臣平和記念資料館見学

41 昭和59年11月10日 社会主義インターナショナノレ軍縮委員会一行 平和記念資料館見学

42 昭和59年11月23日 マザー・テレサ平和記念資料館見学

43 昭和59年11月23日 マザー・テレサ広島原爆養護ホーム舟入むつみ園慰問

44 昭和59年12月14日 デーピット・ F・エメリーアメリカ軍備管理軍縮庁次長平和記念資料館見学

45 昭和6日年4月16日 北且国際戦略問題学会の伍修権会長来広

46、47 昭和61年4月19日 中国代表団原爆資料館を見学

48 昭和61年9月16日 ビノレ7 首相一行原爆資料館見学

49 昭和61年11月10日 国際下水処理セミナーの行原爆資料館見学

50、51 昭和62年 1月12日 チェノレノプイリ原発事故ソ連医療治療研究調査団原爆資料館見学

52 昭和62年8月3日 ボノレゴグフード市代表団原爆資料館見学

53 昭和62年8月6日 中曽根内閣総理大臣原爆養護ホーム舟入むつみ園慰問

54 昭和田年9月5日 シン枢機卿原爆資料館見学

55、56 平成2年1月22日 ;! i車エリツイン氏原爆資料館見学、原、爆死没者慰霊碑参拝

57 平成2年8月日日 海部内閣総理大臣原爆資料館見学

58 平成4年8月5日 山下厚生大臣倉掛のぞみ閣慰問

59 平成4年8月5日 山下厚生大臣原爆資料館見学
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12施設訪問 13記者会見 14慰霊碑

分類 77イル番号 撮影時期 ?i イ ト )(., 

12 60 平成6年8月6日 村山総内閣理大臣原爆資料館見学

61 平成7年2月25日 アイノレランド大統領メアリー・ロビンソン氏 平和記念資料館見学

62 平成7年2月25日 アイノレランド大統領メアリー・ロビンソン氏原爆死没者慰霊碑参拝

63 平成7年8月6日 村山内閣総理大臣原爆養護ホーム神田山やすらぎ園慰問

64 平成8年8月6日 橋本内閣総理大臣平和記念資料館見学

65 平成10年日月 6日 小梯l内閣総理大臣平和記念、資料館見学

66 平成12年8月日日 森内閣総理大臣平和記念資料館見学

13 1 昭和41年 定例記者会見（原爆ドーム保存募金決定）

2 昭和45年B月6日 内田厚生大臣記者会見

3 昭和46年8月6日 佐藤内閣総理大臣記者会見

4 昭和47年8月6日 一階堂官房長官記者会見

5 昭和49年8月6日 屋良沖縄県知事記者会見

6 昭和50年8月6日 田中厚生大匡記者会見

7 昭和51年8月6日 三木内閣総理大臣記者会見

8 昭和53年8月6日 安倍官房長官来広

9 昭和54年8月6日 橋本厚生大臣記者会見

10 昭和55年8月6日 宮沢官房長官記者会見

11 昭和田年8月6日 鈴木内閣総理大臣記者会見

12, 13 昭和田年12月8日 パノレメ委員長記者会見

14 昭和57年8月6日 森下厚生大臣記者会見

15 昭和57年8月26日 デ・クエヤノレ国際連合事務総長記者会見

16 昭和58年8月6日 中曽根内閣総理大臣記者会見

17 昭和59年5月25日 ジミー・カーター前米大統領記者会見

18 昭和59年8月6日 渡部厚生大臣記者会見

19 昭和田年11月10日 社会主義インターナショナノレ軍縮委員会一行記者会見

20 昭和田年11月23日 マザー・テレサ記者会見

21 昭和60年B月6日 中曽根内閣総理大臣記者会見

22 昭和62年8月6日 中曽根内閣総理大臣記者会見

23 平成2年8月6日 海部内閣総理大臣記者会見、県・市からの陳情

24 平成4年8月6日 山下厚生大臣記者会見、陳情

25 平成7年8月6日 村山内閣総理大臣記者会見

26 平成8年8月6日 橋本内閣総理大臣記者会見

27 平成10年8月6日 小潟内閣総理大臣記者会見

28 平成11年8月6日 小測内閣総理大臣記者会見、被爆者代表から要望を聞く会、陳情

14 1 昭和27年8月21日 原爆死没者慰霊碑

2 昭和27年10月8日 原爆死没者慰霊碑に参拝する老婦人

3 昭和29年8月6日 中島供養塔参拝、原爆死没者名簿奉納

4 昭和39年ごろ 原爆死没者名簿の記入

5 1 昭和40年ごろ 嵐の中の母子像

5 2 昭和40年8月6日 原爆死没者慰霊碑に参拝する人々

6 昭和41年8月6日 原爆死没者慰霊碑に参拝する人々

7 昭和42年 原爆死没者名簿の記入

8、日 昭和43年7月23日 原爆死没者名簿公開

10 昭和43年7月24日 原爆死没者名簿公開

11 昭和44年7月 広島市内の原爆慰霊碑

12 昭和44年7月17日 広島市内の原爆慰霊碑

13 昭和44年7月18日 広島市内の原爆慰霊碑

14 昭和44年7月22日 原爆死没者名簿公開

15 昭和44年7月23日 広島市内の原爆慰霊碑

16 昭和44年7月25日 原爆死没者名簿の虫干し

17 昭和44年7月25日 原爆死没者名簿記載

18 1 昭和44年10月 原爆の干の像

18 2 昭和45年7月 原爆死没者名簿の記入

19 昭和47年11月21日 原爆死没者似品慰霊碑除幕式並びに慰霊法要

20 昭和51年2月 原爆の子の像

21 昭和52年8月5日 原爆死没者慰霊碑に参拝する市民

22 昭和52年B月5日ほか
日・シャーリー・アメフシンゲ国際連合総会議長原爆死没者慰霊碑参拝（荒
木市長の国連でのスピーチ）

23、24 昭和田年7月14日 原爆死没者名簿虫干し
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14慰霊碑 15平和関連施設

分類 77イJレ番号 撮影時期 ~ イ ト Jレ
14 25 昭和53年8月5日 安倍官房長官原爆死没者慰霊碑参拝、平和記念資料館見学

26 昭和54年8月5日 橋本厚生大臣原爆死没者慰霊碑参拝

27 昭和55年7月15日 原爆死没者名簿奉安籍の清掃（虫干し）

28 昭和55年8月5日 宮沢官房長官原爆死没者慰霊碑参拝

29、30 昭和田年2月25日 ローマ法王ヨハネ パウロ二世原爆死没者慰霊碑参拝

31、32 昭和田年12月8日 軍縮と安全保障に関する独立委員会（パノレメ委員会） 行原爆死没者慰霊碑参拝

33、34 昭和57年3月13日 イタリア共和圃サンドロ・ベノレティー一大統領原爆死没者慰霊碑参拝

35 昭和57年7月 原爆の子の像

36 昭和57年8月5日 森下厚生大臣原爆死没者慰霊碑参拝

37、38 昭和57年8月初日 デ・クエヤノレ国際連合事務総長夫妻原爆死没者慰霊碑参拝

39 昭和田年7月14日 原爆死没者名簿の虫干し

40 昭和田年8月29日 原爆死没者慰霊碑碑文

41 昭和58年10月 原爆死没者慰霊碑

42 昭和59年5月21日 国際ベン大会海外代表原爆死没者慰霊碑参拝

43、44 昭和59年5月25日 ジミー・カークー前米大統領原爆死没者慰霊碑参拝

45 昭和59年5月25日 エミー・カーターさん原爆の子の像参拝

46 昭和田年7月8日 ピソレマ連邦社会主義共和国サン・ユ大統領原爆死没者慰霊碑参拝

47 昭和田年7月12日 原爆死没者名簿の虫干し

48 昭和59年8月5日 渡部厚生大臣原爆死没者慰霊碑参拝

49 昭和59年8月6日 原爆死没者慰霊碑に参拝する人々

50 昭和59年9月5日 フイオンズタフブ国際協会のパード・メイソン会長原爆死没者慰霊碑参拝

51 昭和田年9月6日 坂本労働大臣原爆死没者慰霊碑参拝

52 昭和59年10月2日 田川自治大臣原爆死没者慰霊碑参拝

53 昭和59年10月8日 改修前の原爆死没者慰霊碑

54 昭和59年10月8日 原爆死没者慰霊碑全面改築のため仮設慰霊碑の起工式

55 昭和59年10月25日 仮設慰霊碑の組み立て

56 昭和田年11月10日 社会主義インターナショナノレ軍縮委員会一行原爆死没者慰霊碑参拝

57 昭和田年11月23日 マザー・アレサ原爆死没者慰霊碑参拝

58 昭和59年11月27日 原爆死没者名簿仮設慰霊碑に奉納

59、60 昭和59年12月3日 原爆死没者慰霊碑解体

61 昭和59年12月14日 デーピット・ F・エメリーアメリカ軍備管理軍縮庁次長原爆死没者慰三霊碑参拝

62 昭和60年3月26日 新原爆死没者慰霊碑を除幕式

63、64 昭和60年3月 新原爆死没者慰霊碑組立て作業

65 昭和60年6月21日 カナ3てから届いた大きな折りヅノレ

66 昭和60年3月 新しい原爆慰霊碑づくり進む（五日市町）

67 昭和60年4月 新しく完成した原爆死没者慰霊碑

68 昭和61年4月19日 カナダ訪問出発を前に原爆死没者慰霊碑に参拝し花束をささげる市長

69 昭和61年7月11日 原爆死没者名簿虫干し

70 昭和田年8月6日 原爆死没者慰霊碑前で祈る市民

71 昭和61年9月16日 ピノレ7首相一行原爆死没者慰霊碑参拝

72、73 昭和62年7月1日 原爆死没者名簿の虫干し

74 昭和62年7月 原爆の子の像

75 昭和63年7月 1日 原爆死没者名簿の虫干し

76 昭和63年8月6日
よみがえった「鶴」（行方不明になっていた湯川秀樹氏が寄贈した金色の鶴の
複製が原爆の子の像にかけられた）

77 平成元年8月5日 アイオワ州の小学生から送られた千羽鶴？を宇野内閣総理大臣から受託

78 平成2年7月6日 原爆死没者名簿の虫干し、名簿記帳

79 平成3年7月B日 原爆死没者名簿の虫干し

80 平成4年7月2日 原爆死没者名簿の虫干し

81 平成5年7月5日 原爆死没者名簿の虫干し

82 平成5年9月10日 原爆の子の像

I 5 1 昭和26年12月10日 建設中の平和記念資料館

2 昭和27年4月23日 建設中の世界平和記念聖堂

3 昭和27年5月1日 整織されつつある平和記念公園

4 昭和27年5月1日 建設中の平和記念館

5 昭和27年5月1日 建設中の世界平和記念聖堂

6 昭和27年7月11日 工事中の平和記念館屋内工事

7 昭和27年7月23日 建設中の世界平和記念聖堂

8 昭和27年9月16日 平和記念公園（原爆ドーム、原爆死没者慰霊碑）
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15平和関連施設

分類 77イ）~番号 撮影時期 1' イ 卜 Iv 
15 9 昭和28年 2月26日 原爆資料館

10 昭和28年 3月29日 ドイツから世界平和記念聖堂に恵贈された鐘の祝~IJ式

11 昭和29年5月18日 建設中の世界平和記念聖堂

13 昭和29年8月6日 世界平和記念聖堂献堂式

14 昭和29年12月1日 原爆死没者慰霊碑、平和記念資料館、平和記念館、公会堂

15 昭和29年12月9日 完成間近い平和記念館

16 昭和30年5月初日 平和記念館落成式

17 昭和30年3月2日 完成した世界平和記念聖堂

18 昭和39年ごろ 平和記念公園レストハウス

19 昭和39年ごろ 原爆ドーム

20 昭和40年ごろ 原爆ドーム

21 昭和41年ごろ 館内を一新した平和記念館

22 昭和41年ごろ 原爆ドーム保存募金に5万円寄贈

23 昭和41年ごろ 原爆ドーム保存募金箱

24 昭和41年ごろ 原爆ドーム保存補強工事

25 昭和41年ごろ 原爆ドーム保存募金

26 昭和42年ごろ 国際青少年協会から原爆ドーム保存募金を守附

27 昭和42年ごろ 県婦連原爆ドーム保存募金を寄附

28 昭和42年ごろ 原爆ドーム保存街頭募金

29 昭和42年ごろ ドーム保存募金事務局を市長が視察

30、31 昭和42年ごろ 原爆ドーム保存補強工事

32 昭和42年ごろ 保存補強工事の完工した原爆ドーム

33 昭和42年ごろ 袋町小学校の児童が原爆ドーム保存募金を寄附

34 昭和42年ごろ 原爆ドーム保存補強工事

35 昭和42年ごろ 原爆ドーム保存工事技術委員会の現地調査

36 昭和42年ごろ 原爆ドーム保存工事技術委員会の現地視察

37 昭和42年ごろ 原爆ドームへの立入禁止の立札

38 昭和42年ごろ 原爆ドーム保存募金協力会会議

39 昭和42年ごろ 保存工事の完工間近い原爆ドーム

40 昭和42年4月10日 原爆ドーム保存工事起工式

41 昭和42年 8月5日 原爆ドーム完工式

42 昭和42年12月 原爆ドーム

43 昭和43年 原爆ドーム保存街頭募金

44 昭和43年 3月 原爆ドーム保存委員会

45 昭和44年11月12日 平和記念資料館ノぐ／フマ竣工式

46 昭和46年2月2日 死の影の石を平和記念資料館に移設

47 昭和46年11月26日 平和記念館に似島遺品展市

48 昭和49年2月9日 原爆ドームの落書きを落とす作業

49 昭和49年5月 原爆ドームの模型をボノレゴグフード市へ寄贈

50 昭和49年7月1日 平和記念館の展市場や図書室

51 1 昭和52年6月 原爆ドーム・平和記念公園

51 2 昭和53年8月6日 平和記念公園（平和記念資料館、平和記念館）

52 昭和55年4月 平和記念公園噴水の周辺の整備

53 昭和55年6月1日 平和記念資料館、平和記念館全景

54 昭和田年6月1日 平和記念公園

56 昭和57年8月3日日 原爆ドーム周辺整備

57 昭和田年1月 原爆ドーム周辺整備工事

58 昭和58年4月 平和記念公閣の原爆ドーム周辺の整備

59 昭和田年6月15日 平和記念公圏西岸から東岸を望む

60 昭和60年10月22日 旧本庁舎側壁を永久保存

61 昭和62年7月11日 原爆ドーム20年ぶり検診

62 平成元年4月10目 原爆ドーム保存寄附（アジアハレーボーノレ連盟の松平会長）

64 平成耳年4月21日 原爆ドーム

65～68 平成元年5月l日 原爆ドーム保存工事街頭募金

69 平成耳年10月31日 原爆ドーム保存工事安全祈願式 ～ 

70 平成元年12月7日 原爆ドーム保存工事始まる

71 平成フロ年12月7日 平和記念公園

72 平成珂年12月20日 原爆ドーム保存工事全景

46 



15平和関連施設 JOその他総括

分類 ファイル番号 撮影時期 f旨 イ ト Jレ

15 73 平成耳年12月25日 ドーム保存募金締め切り 荒木市長会見 1・

74、75 平成2年 1月22日 原爆ドーム保存工事

76 平成2年 3月20日 原爆ドーム

77 平成2年4月16日 原爆ドーム保存工事完成式

78 平成14年8月6日 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館ァープカット

JO l～4 昭和26年10月15日 広島市の水害状況

5 昭和26年10月16日 宇品町日の出寮の破損個所

6 昭和26年10月19日 広島市（似島）の水害状況

7 昭和26年10月22日 大竹町の水害状況

8～10 昭和26年10月27日 天皇皇后両陛下行幸啓

11 昭和26年10月28日 天皇皇后両陛下行幸啓

12 昭和26年11月13日 広島市（似島）の水害状況

13 昭和27年5月2日 （県市合同戦没者追悼会）慰霊祭における弔辞

14 昭和27年5月2日 県市合同戦没者追悼会における市長弔辞

15 昭和27年 5月2日 県市合同戦没者追悼会全景

16 昭和28年8月25日 広島市納税貯蓄組合の表彰式

17 1 昭和28年9月12日 NHK・産経共同主催全国早廻り西組選手来庁

17 2 昭和29年7月20日 福島調達庁長官来広

18、19 昭和29年9月13日 台風13号襲来

20 昭和初年 1月12日 鳩山内閣総理大臣歓迎会

21 昭和初年6月18日 電話開通百万一号の祝賀電話

22 昭和30牢8月16日 納税貯蓄組合表彰式
2j 昭和30年8月26日 中川俊思代議士復興状況視察

24 昭和30年10月24日 元大蔵大臣賀屋氏本市視察

25 昭和初年10月25日 z大蔵大臣賀屋氏本市視察

26 昭和初年10月27日 元大蔵大臣賀屋氏本市視察

27、28 昭和初年10月30日 フu大蔵大匡賀屋氏本市視察

29 昭和30年10月31日 元大蔵大臣賀屋氏本市視察

30 昭和31年 1月28日 自動車ハドソン修理個所撮影

31 昭和32年7月4日 フサム財団ポスター展授賞式

32 昭和39年ごろ 太平洋横断ケーブノレ完成による浜井市長とプレイスデノレ市長の記念通話

33 1 昭和40年ごろ 大雨による災害状況

33-2 昭和初年ごろ 市歌入選者の表彰式

34 昭和43年7月 高松宮同妃両殿下広島訪問

35～37 昭和43年7月 皇太子同妃両殿下広島訪問

39 昭和44年 8月2日 常陸宮同妃両殿下原爆死没者慰霊碑参拝

40 昭和44年11月12日 秩父宮妃殿下原爆死没者慰霊碑参拝

41、42 昭和46年4月16日 天皇皇后両陛下行幸啓

43 昭和49年7月16日 中国電力島根原子力発電所

44-1～2 昭和53年 7月24日 皇太子同妃両殿下広島訪問

45 昭和53年7月25日 皇太子同妃両殿下広島訪問

46 昭和53年7月26日 皇太子同妃両殿下広島訪問

47 昭和54年 3月25日 灘尾衆議院議長来庁

48～50 昭和田年7月6日～11日 浩宮さま広島訪問

51 昭和57年8月初日 広島市花「キョウチクトウ」 広島市木‘「クスノキ」

52 昭和田年4月 太田川菜（祇園町東原）

53 昭和58年7月27日 常陸宮同妃両殿下原爆死没者慰霊碑参拝

54 昭和58年11月 後押し機関車

55 昭和58年11月初日 温品ほうれん

56 昭和59年4月10日 広島城のタンポポ

58 昭和59年12月14日 安古市公民館の歌謡同好会

59 昭和60年7月20日 被爆柳

60、61 昭和61年9月6日 安佐北区民文化センター（お母さんの一日記者で取材）

62 昭和61年8月 シノレバー人材センター（お母さんの一日記者で取材）

63 昭和61年B月 社会福祉センター（お母さんの一日記者で取材）

64 昭和62年6月2日 暴力追放「広島県民会議Jが発足

66 昭和62年7月9日 市花「キョウチクトウ」

67 昭和63年3月24日 89海と島の博覧会メイン会場敷地造成工事安全祈願祭
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JOその他総括 J 1空撮

分類 フ7イル番号 撮影時期 1' イ ト Jレ

JO 68 昭和63年10月14日 89海と島の博覧会・ひろしま総合起工式

69 昭和63年9月27日 よみがえる遣唐使船

70～72 平成フロ年7月8日 89海と島の博覧会・ひろしまの開会式（メイン会場）

73 平成珂年6月28日 89海と島の博覧会会場

74～76 平成フ百年9月9日 天皇皇后両陛下行幸啓

77、78 平成z年10月29日 89海と島の博覧会・ひろしまの閉会式

79 平成2年4月23日 広島市暴力追放総決起大会（ ICC) 

B口、 81 平成3年 5月14日 秋篠宮さま広島訪問

82 平成4年7月14日 皇太子殿下広島訪問

83 平成4年 B月12日 紀宮さま 原爆死没者慰霊碑参拝

84 平成6年10月l日 皇太子同妃両殿下原爆死没者慰霊碑参拝

85 平成6年10月16日 皇太子同妃両殿下植物公園視察

86 平成7年5月20日 天皇皇后両陛下平和記念資料館視察

87 平成7年7月27日 両陛下「慰霊の旅」で広島訪問

88、89 平成B年9月8日 秋篠宮同妃両殿下広島訪問

90 平成B年10月11日 天皇陛下皇后陛下原爆死没者慰霊碑参拝

91 平成8年10月27日 皇太子同妃両殿下平和記念資料館視察

J1 1 昭和40年ごろ 江波・観音・庚午方面、三菱重工業（株）広島造船所江波工場

出島・吉島・江波・観音付近、吉島・江波・観音付近、井口・井口鈴が台付近、

2 昭和41年
井口・草津沖、井口・皆賀・五日市付近、井口・草津南付近、草津南付近、草
津付近、四方付近、草津東・田方方面、戸坂帯、牛閏一帯、広島城付近、基
町から市南東方面、基町・紙屋町から市東方面

4 昭和47年7月29日 瀬野川から海田方面、瀬野Jllから八本松方面、瀬野川

佐東町・祇園方面、佐東町、佐東・安古市、祇園・市内方面、両陽町方面、両

5 昭和47年7月29日
陽町高瀬堰、佐東・可部・高陽方面、佐東・祇園方面、高陽・祇園方面、高陽
町城ケ丘団地、造成中の高陽ニュータウン、高瀬堰、高陽町、高陽町から佐東
方面、福田町、矢口方面

太田川放水路、西部開発埋立て、井口、青崎、向洋、仁保橋付近、本浦・比治

6 昭和47年7月29日
山、井口・鈴が台、佐東町・可部方面、佐東町、佐東・安古市、緑井、祇園町
から市内を望む、矢口から戸坂町を望む、矢口町城が正団地、高瀬堰、高陽町
から佐東町を望む、佐東町方面

9 昭和47年7月29日 広島城、広島空港、三菱江波工場、横川付近、八丁堀・胡町付近

10 昭和47年7月29日 江波方面、横川、紙屋町・基町、国泰寺・大手町、仁保方面、 100メートル道路

11 昭和47年7月29日 横川付近、基町（広島城）一帯

12 昭和47年7月29日 井口付近

西部臨海部埋立地、井口方面、己斐団地方面、西広島バイパス古江付近、西広
13 昭和53年11月13日 島バイパス四方付近、高陽ニュータウン付近、市中心部、緑井浄水場付近、安

芸町やすらぎケ丘団地付近、仁保・青崎方面

14 昭和53年11月13日
西広島バイパス両須付近、翠光台付近、安芸大橋付近、両陽ニュータウン付近、
市中心部、基町方面、基町横川方面、広島駅付近

15 昭和53年11月13日 牛田浄水場、基町から南方面、緑井浄水場、安芸町やすらぎケ丘団地、広島駅付近

16 昭和53年11月13日
基町・横川方面、 54号線大芝・ニ篠町方面、牛田浄水場付近、基町方面、市中
心部、西広島バイパス古江付近、安芸大橋付近

17 昭和田年11月13日 広島駅付近、峨町・基町方面

18 昭和田年11月14日 千四下水処理場付近、広島大学付近、基町方面、庚午橋付近、出島方面

19 昭和59年9月22日 広島港沖から市街地

20 昭和田年9月22日 似島臨海少年自然の家

21 昭和59年9月22日 稲荷大橋上空から己斐

22 昭和59年9月22日 紙屋町上空から宇品方面

23 昭和59年9月22日 広島駅前上空から己斐方面

24 昭和59年9月22日 出汐町上空から広島駅方面

25 昭和59年9月22日 祇園町から市街地

26 昭和59年9月22日 的場一丁目上空から西方面

27 昭和59年9月22日 牛田本町上空から祇闘方面

28 昭和田年9月22日 平和公園全景

29 昭和59年9月22日 上椴町上空から己斐方面

五日市駅前、井口市営住宅、井口小己斐明神、井口駅付近、広島サンプラザ、
210 昭和60年11月9日 鈴が峰住宅、草津 山田付近、草津沼田道路、太田川放水路、基町、横川方面、

平和公園、平和大通り、市役所付近、加古町駐車場、横川橋付近

211 昭和60年11月9日
広島駅前、江波方面、八丁堀方面、械町・紙屋町方面、段原地区、牛田浄水場
方面、広島駅付近、縮景園、船越地区、海田埋立て、東部市場
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J l空提 JZ市内風景

分類 ファイJレ番号 撮影時期 うF イ ト Jレ

J 1 
212 昭和60年11月9日

五日市町全景、南観音県営グフンド付近、広島空港付近、建設中の安芸府中道
路、安佐南区スポーツセンター

213 昭和61年10月14日
工事中の広域公園 沼田・安古市方面、安佐南工場方面、東野大塚道路、安古
市方面、祇園新道、国泰寺・大手町方面

214 昭和61年10月14日 吉見園・楽々園方面、五日市駅周辺、工事中の広域公園

215 昭和61年10月14日
工事中の広域公閏、沼田・安古市方面、安古市・佐東方面、工祇事園中新の道主、比治山、
広島駅前、基町・祇園方面、尾長・大州方面、出島方面、 業技術セ
ンター、大手町平野町方面、千田・宇品方面

観音空港沖、井口方面、仁保・海田・船越方面、広島駅周辺、宇品・出島方面、
216 昭和61年10月14日 温品・馬木方面、基町・中央公園、原爆ドーム、平和公園、南千田町、百メー

トノレ道路・比治山、千四下水処理場、建設中の工業技術センター

217 昭和田年12月16日 平和公園、比治山、海田湾から瀬野川方面

218 昭和62年2月14日 江波・観音沖、西区役所周辺、広島サンプフザ、五日市駅周辺

219 昭和62年2月14日 山陽自動車道五日市インター付近、安佐南区役所、祇園新道予定地

220 昭和62年2月14日 祇園新道（工事中）

J2 1 昭和26年 似島

2 昭和27年 平田屋町付近（現ニ川町付近）

3 昭和27年5月12日
整備中の市街地風景（広島百貨店から街路工事を望む、広島駅前広場、広島駅
前橋、若草町市営住宅、比治山から百メートノレ道路）

4 昭和27年9月16日 市街地風景（本通り付近、紙屋町付近）

5 昭和27年9月16日 大手町一丁目近辺

6 昭和27年9月17日 中国配電（株）屋上から似島方面、原爆ドーム方面を望む

7 昭和27年9月初日 紙屋町交差点付近

8 昭和27年10月l日 広島百貨店

9 昭和27年10月1日 銀座通（上流川町付近）

10 昭和27年10月8日 平和大橋から原爆ドーム方面を望む

11, 12 昭和27年10月10日 皆実町公務員住宅

13 昭和27年10月23日 広島市消防局望楼から全市を望む

14 昭和27年10月23日 宇品苗圃（県営）

15 昭和27年11月18日 尾長地区全景

16 昭和28年2月16日 爆心地付近の対照写真

17 昭和28年2月初日 中国電カ屋上から似島方面を望む（復興対照写真）

18 昭和28年3月18日 昭和大通り富士見橋付近の雨水桝

20 昭和28年4月20日 大正海上火災から福屋の新旧店舗を望む

21 昭和28年7月10日 比治山展望台から復興した市街地を望む

22 昭和28年7月21日 本通り

23 昭和28年7月21日 中国ピノレ屋上から福屋方面を望む

24 昭和28年7月21日 中国電力（株）屋上から市街地を望む

26 昭和28年8月5日 商工会議所屋上から爆心地を望む

27 昭和28年12月21日 江波アセチレン工場（現日本酸素広島第2工場）

28 昭和29年5月17日 消防局望楼から市街地を望む

29 昭和29年12月2日 商工会議所屋上から平和記念資料館を望む

30 昭和29年12月9日 大手町中学校屋上から平和記念施設を望む

31、32 昭和初年2月2日 国泰寺のクスノキの移転

33 昭和30年2月3日 中国電力（株）屋上から平和記念施設を望む

34 昭和3C年2月21日 本通りオーーング（アーケード）倒壊

35 昭和30年2月21日 市役所庁舎屋上から市街地を望む

36 昭和30年2月26日 中国ピノレ屋上から旧福屋立退きを望む

37 昭和30年2月28目 中国銀行屋上から紙屋町方面を望む

38 昭和31年10月15日 商工会議所屋上から平和公園を望む

39 昭和31年10月15日 商工会議所屋上から紙屋町方面を望む

40 昭和31年11月21日 牛田のー又土手

41 昭和38年ごろ 稲荷橋から八丁堀付近を望む

42 昭和39年 住友銀行の屋上から広島駅を望む

43 昭和39年ごろ キリンビヤホール屋上から南を望む

44 昭和39年ごろ 本通り

45 昭和39年 東消防署から北方を望む

46 昭和39年ごろ 八丁堀交差点付近

47 昭和39年ごろ 市役所屋上から北西を望む

48 昭和39年ごろ 紙屋町交差点付近
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J2市内風景

分類 ファイ）~番号 撮影時期 う声 イ ト ）~ 

J2 49 昭和39年ごろ 市街地（的場付近から西方を望む、稲荷橋から西方を望む）

50 昭和39年ごろ 市街地（八丁堀交差点付近）

51 昭和39年9月 福屋から府中大須方面を望む

52、53 昭和40年ごろ 市街地（中区）

54 昭和40年ごろ 商工会議所ピノレから平和公園を望む

55 1 昭和40年ごろ 市街地（峨町から西を望む）

55 2 昭和40年ごろ 蓋のある野ツポ

56 昭和42年ごろ 白神社付近

57 昭和43年6月5日 商工会議所屋上から見た市街地

58 昭和43年6月 市街地（胡町、八丁堀、紙屋町）

59 昭和43年10月 本通り

60 昭和45年2月10日 比治山から光が丘を望む

61 昭和45年2月10日 比治山から出島を望む

62 昭和45年2月27日 商工会議所屋上から見た市街地

63 昭和45年6月24日 十日市、寺町方面を望む

64 昭和46年 6月16日 商工会議所から紙屋町を望む

65 昭和48年10月2日 紙屋町交差点

66 昭和52年日月 広島商工会議所屋上から福屋方面を望む

67 昭和52年6月 中国新問屋上から比治山方面を望む

68 昭和52年12月 八丁堀から紙屋町を望む

69 昭和55年 2月 己斐大茶臼山電電公社中継所から比治山方面を望む

70 昭和55年2月6日 比治山周辺

71 昭和55年10月13日 袋町から広島城を望む

73 昭和55年12月5日 西区榎町吉村ピノレ屋上から天満Jll下流を望む

74 昭和田年6月 商工会議所屋上から平和公園全景、紙屋町を望む

75 昭和56年9月22日 西平塚町米田建材KK屋よから見たR橋川上流の風景

76 昭和田年10月12日 庚午北一丁目渡辺ピノレから高須四丁目の野立看板

77、78 昭和57年3月 矢賀の岩鼻

79 昭和57年4月16日 諾木の火の見やぐら

8口、 81 昭和57年5月12日 段原付近の宇品線

82 昭和57年7月7日 手押しポンプ

83 昭和57年7月15日 手押しポンプ（東白島）

84 昭和57年8月11日 古川の竹やぶ（佐東バイパス）

85 昭和57年8月24日 雁木（相生橋のたもと）

86、87 昭和57年9月2日 雁木（相生橋のたもと）

88 昭和57年10月 洋館（両陽町上深Jll)

89 昭和57年11月 旧亀山発電所（可部町下柳瀬）

90 昭和57年11月8日 己斐の滝（己斐上五丁目）

91 昭和57年11月29日 天狗岩山から市街地を望む

92 昭和57年12月3日 県浄化センターから鈴が峰庚午方面を望む

93 昭和57年12月9日 東平塚からR橋川上流を望む

94 昭和57年12月9日 己斐茶臼山から市街地を望む、黄金山から比治山方面

95 昭和田年1月6日 イトーピア団地から南東を望む、ニ滝山から南東を望む

96～98 昭和58年2月 「県病院前」電停にて

99 昭和田年2月15日 佐東町阿武山から高陽町を望む

100 昭和58年2月24日 紙屋町交差点、本通り

101 昭和田年3月18日 明治生命ピノレから比治山を望む

102 昭和田年4月 山城町から宇品を望む

103 昭和58年4月 商工会議所屋上から十日市方面を望む

104 昭和58年 5月17日 もう一つの矢野峠（矢野町寺屋敷）

105 昭和58年6月B日 お地蔵さん（両須ニ丁目）

106 昭和58年8月20日 古代の山陽道（沼田町大塚）

107、108 昭和58年9月 安佐町大川橋付近

109 昭和58年12月 仏舎利塔から見た市街地

110～113 昭和58年12月 安芸小富士山頂（似島）から市街地を望む

114 昭和58年12月8日 仏舎利塔から宇品方面を望む

115 昭和59年 l月9日 樋門併号越一丁目）

116、117 昭和59年2月3日 白壁蔵（安古市）
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12市内風景 ]3市民生活

分類 フ7イJレ番号 撮影時期 51 イ ト Jレ

]2 118 昭和59年2月13日 広島駅前広島駅北口若草町方面

119 昭和田年3月 射撃場跡（江波皿山から北東を望む） ‘ 

120 昭和59年5月2日 油御用所跡（瀬野川町上瀬野）

121、122 昭和59年7月 向陽町から太田川を望む

123、124 昭和田年7月7日 原爆の傷跡の残る広島地方気象台

125 昭和59年10月 ハス田（南区仁保新町一丁目）

126 昭和59年10月11日 西部商工センタ一入口付近

127 昭和59年11月7日 日渉園跡

128 昭和田年12月15日 仏舎利塔から市街地を望む

129 昭和59年12月 八木の梅林

130 昭和60年9月19日 可部線｜日ニ滝駅跡（西区ェ篠北町）

131 昭和60年3月 長寿園（中区西自島）

132 昭和60年11月 松並木の堤防（佐伯区五日市中央一丁目）

133 昭和60年12月12日 かもじの洗場（安芸区矢野西五丁目）

134 昭和60年10月 似島

135 昭和61年4月 イ二保の渡し（向洋大原町）

136 昭和61年5月 轟の瀬（安佐北区白木町三田）

137 昭和61年6月 神水池（安芸区船越一丁目）

138 昭和61年7月14日 天水の水（東区牛田新町四丁目）

139 昭和61年9月5日 十ニ夜（ススキ）安佐南区沼田町伴東小学校付近

140 昭和61年10月 灯台公園（西区草津新町二丁目）

141 昭和61年11月6日 炭焼き窯（安芸区阿戸町谷迫）

142 昭和61年12月 葉山

143 昭和62年 1月19日 宇品館（南区宇品海岸一丁目）

144 昭和62年2月10日 わかれの茶屋（西区己斐本町三丁目）

145 昭和62年2月20日 電柱が立ち並ぶ54号線（中電前）

146 昭和62年 l月 南観音公民館前の空地

147 昭和62年3月 ァクァタァクテク（比治山芸術公園）

148 昭和62年5月23日 広島市農協ピノレの排気ダクト

149 昭和62年6月17日 MI Dピノレ

150 昭和62年7月24日 西部の門（西部埋立第5公園）

151 昭和62年日月 安佐町農協町民センター

152 昭和62年9月22日 歴史散歩道（東区尾長町）

153 昭和62年10月 ラ・パンセ像

154 昭和62年10月 玉石護岸（中区基町）

155 昭和63年1月25日 ピヨピヨ橋（安芸区矢野東五丁目）

156 昭和63年2月19日 あまんじゃくの屋根（五日市駅）

158 平成2年5月15日 段原の町並

159 平成2年6月8日 日赤病院全景

160 平成2年7月10日 八丁堀

161 平成2年10月18日 本通り

J3 1 昭和27年10月10日 宝塚劇場

2 昭和28年4月17日 母の日

3 昭和28年日月19日 フロ宇品に到着するヨット

4 昭和29年5月19日 第4回美容技術学校

5 昭和29年8月5日 YMC Aサイクノレリレー一行来庁

6 昭和29年8月10日 長生学校長早乙女操三郎氏来広

7 昭和31年4月28日 浪切不動尊除幕式

8 昭和31年7月28日 自転車鑑札の付替え

9 昭和31年9月12日 石に刻んだ観音経

10、11 昭和39年ごろ 金魚すくいの風景

12、13 昭和39年ごろ 広島駅前のフツシュ風景

14 昭和39年ごろ 愛鳥週間の黄金山での巣箱取付とコジュケイの放鳥

15 昭和40年ごろ フロ安川のかき船

16 昭和40年ごろ 7ィリップスレコード会社から市へレコード寄贈

17 昭和43年5月 全学連デモ

18、19 昭和43年5月l日 第39回広島県統一メーデー

20 昭和45年6月5日 平和公園で囲碁を楽しむ人々

51 



]3市民生活 ]4スポーツ

分類 ファイJレ番号 撮影時期 $1 イ ト Jレ
]3 21 昭和46年1月初日 パスセンタ一通勤者の流入

22 昭和51年12月 酒のしこみ風景

23 昭和52年4月 街頭にある不良図書自動販売機

24 昭和53年11月29日 平和公園でハトと遊ぶ子供たち

25、26 昭和54年3月 安佐南区佐東町せせらぎ闘で水遊びをする子供たち

27 昭和54年12月17日 太陽熱ヒーター

28 昭和55年3月 広島市政令指定都市昇格と同時に結婚する星川さんと舟橋さん

29 昭和55年5月 “わがまちこの人”イワシの行商

30 昭和55年5月27日 通勤者（紙屋町交差点）

31 昭和55年6月28日 プフジル児童画展

32 昭和56年3月10日 通勤者（紙屋町交差点）

33 昭和57年3月26日 カメフノレポ戸坂東浄学区の子ども会

34、35 昭和58年11月 しめ飾りづくり（温品婦人会）

36、37 昭和59年8月28日 安古市公民館で活動する神楽愛好会

38 昭和60年10月 人形劇グループ“つくしんぼ”

39 昭和61年3月23日 宮島面打ちグノレープ

40、41 昭和61年10月 グループ“なかよしマジック”（婦人教育会館）

42 昭和62年4月 広げよう暴力追放運動

43 平成2年3月6日 日本文化理解講座（生け花教室）

44 平成2年4月18日 ホタノレが飛び交う里づくり（安芸区阿戸町）

45 平成2年12月 広島パラグライダークラブ

]4 1 昭和26年 第6四国民体育大会ポスター

2、3 昭和26年9月18日 第6回国民体育大会会場（各種競争場）

4 昭和26年9月24日 第6回国民体育大会会場（呉水泳場）

5 昭和26年10月6日 第6回国民体育大会歓迎塔

6 昭和26年10月25日 第6回国民体育大会会場ァニスコート前の歓迎塔

7 昭和26年10月25日 第6回国民体育大会会場（基町アジピフ）

8 昭和26年10月26日 第6回国民体育大会会場（市内スナップ）

9 昭和26年10月27日 第6四国民体育大会開会式（開会式スナップ）

10 昭和26年10月27日 第6回国民体育大会（市内スナップ）

11 昭和26年10月28日 第6回国民体育大会（ホッケ一等）

12 昭和26年10月28日 第6回国民体育大会（前売券発売場の破損した控室）

13 昭和26年10月29日 第6四国民体育大会（体操、バレー、サッカ｝）

14 昭和26年10月初日 第6回国民体育大会（テース、弓道等）

15 昭和26年10月31日 第6回国民体育大会（ァニス）

16 昭和26年10月31日 第日回国民体育大会閉会式

17 昭和26年11月 第6回国民体育大会記念児童作品

18 昭和27年9月6日 第7回国民体育大会開催地へ大会旗引継ぎ

19 昭和27年9月初日 中央庭球場（基町）

20 昭和27年10月9日 県立総合グフンド

21 昭和28年6月3日 広島中央テニスコート（基町）

22 昭和28年8月4日 ヌロ宇品海水浴場

23 昭和28年8月5日 中央パレーコート（基町）

24 昭和29年10月21日 日独対抗陸上競技大会

25 昭和30年3月2日 中央庭球場

26 昭和39年ごろ オリンピック記念植樹

27 昭和39年 昭和39年市民体育祭

28、29 昭和39年9月20日 オリンピック聖火リレー

30 昭和4日年ごろ 改装なったz宇品海水浴場

31 昭和40年ごろ 改装中の耳宇品海水浴場

32 昭和43年 始球式（広島臣人戦）

33 昭和43年6月1日 県両校総合体育大会総合開会式

34 昭和田年10月 本庁舎にカープ優勝の垂れ幕

35 昭和50年11月17日 「勝鯉の森」植樹式

36 昭和54年7月 中央公園ファミリープール

37 昭和田年7月1日 中央公園ファミリープーノレオープン

38 昭和54年7月1日 中央公園ファミリープールァープカット

39、40 昭和54年11月23日 「勝鯉の森」に記念碑除幕
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]4スポーツ

分類 フ7イル番号 撮影時期 51 イ 卜 Jレ
]4 41 昭和田年5月 南区スポーツセンターオープン

42 昭和55年9月20日 市民球場外野の応援団

43 昭和田年6月1日 西区スポーツセン＂一関所式

44 昭和57年7月29日 太田川柳瀬キャンプ場

45 昭和57年10月6日 中国体育代表団歓迎宴会

46、47 昭和59年3月 健康増進教室（南区スポーツセンター）

48 昭和田年4月 安芸区スポーツセンタ｝

49 昭和田年5月19日 安芸区スポーツセンター開館式

50～52 昭和田年9月23日 第5田市民スポーツ大会

5~ 1 昭和59年12月28日 85ワーノレドカップマフソン広島大会を成功させる会設立総会

53 2 昭和60年4月7日 85ワーノレドカップ7 フソン広島大会の参加国団体旗掲揚及び記念パレード

54 昭和60年4月15日 85ローノレドカップマフソン広島大会大会記念碑除幕式（富士見町）

55 昭和60年11月 温水プーノレ（安佐南区スポーツセンター）

56-1～4 昭和60年9月 1日 八幡川リパーマフソン

57 昭和60年12月 ちびっこフグピ－ (l県営総合グランド）

58 昭和6［年9月15日 ソフトボーノレ場を整備（竜王公園）

60 昭和61年3月 安佐南区スポーツセンター

59 昭和61年3月 宇品庭球場

61 昭和61年4月2日 !AA Fローノレドチャレンジロードリレー広島大会打合せ

62 昭和61年4月 ゲートボーノレの様子をビデオに収録する市職員（吉島東ェ丁目公園）

63 昭和61年7月9日 ワイヤロープを使って国際駅伝コースを計測する係員

64、65 昭和61年8月1日 第12回アジア競技大会広島大会推進協議会設立総会

66 昭和61年9月17日 !AA F国際駅伝広島大会を応援する会設立総会

68 昭和61年8月29目 田中ジュニア交流競技大会（広島サンプフザ）

69 昭和61年12月10日 中区スポーツセンター起工式

70-1～2 昭和61年12月24日 エアロピクス（広島サンプラザ）

71 昭和62年2月 弓道場（安佐南区スポーツセンター）

72 昭和62年2月 成人対象の水泳教室（安芸スポーツセンター）

73 昭和62年2月 健康増進教室（南区スポーツセンター）

74 昭和62年4月9日 国際陸上競技連盟ヰピオロ会長共同記者会見

75 昭和62年4月29日 ファミリースポーツデー

76 昭和62年6月23日 衣笠選手に広島市が表彰

77 昭和62年9月2日 東区スポーツセンターと牛田公民館の完成予想図

78 昭和62年10月17日 東区スポーツセンターと牛田公民館新築工事起工式

79、自白 昭和62年10月10日 広島・パンコク市民スポーツ交歓会

81 昭和63年3月 ハレーボーノレを楽しむ主婦（南区スポーツセンター）

日2 昭和63年4月 中区スポーツセンター全景

83 昭和63年5月17日 広島アジア競技大会組織委員会第l回実行委員会議及び現地視察

84 昭和63年5月17日 広島アジア競技大会組織委員会第1回実行委員会議

85 昭和田年7月29日 パウンドァニス（井口公民館）

86 昭和63年7月16日 88スポーツナウ講習（中区スポーツセンター）

87 昭和63年8月25日 県立広島商業両等学校優勝市長表敬

88 平成z年10月4日 佐伯区スポーツセンタ一新築工事起工式

89 平成2年4月16日 ソウノレオリンピック水泳金メダリスト マット・ピオンディ氏来広

90 平成2年5月1日 広島アジア競技大会マスコットキヤフゲター作家の松下氏市長表敬

91 平成2年7月 水中エアロピクス（吉島屋内プーノレ）

92 平成2年10月4日 第12回アジア競技大会選手村起工式

93 平成2年12月 アジア競技大会広告塔（百メートノレ道路）

94 平成3年2月9日 東区スポーツセンター（お母さんの一日記者で取材）

95 平成3年8月1日 広島市総合屋内プーノレ開館記念式

96、97 平成3年12月1日 広島ビッグウェーブ（広島市総合屋内プーノレ）開館記念式

日6-1 平成6年6月20日 広島ビッグウェーブ全景

98 平成4年10月2日 広島アジア競技大会2年前記念事業残日計広告塔除幕式

99 平成5年5月20日 アジア競技大会500目前「広島駅前広告塔点灯式」

100～106 平成6年10月2日 第12回アジア競技大会広島1994 開会式

107、108 平成6年9月初日 第12回アジア競技大会広島1994 聖火集約式（市役所前）

109 平成6年10月1日 第12回アジア競技大会広島1994 聖火到着式（選手村）

110、111 平成6年9月 第12回アジア競技大会広島1994 入村式
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]4スポーツ

分類 フ7イlレ番号 撮影時期 ?z イ ト Jレ

]4 112、113 平成6年10月12日 第12回アジア競技大会広島1994 ハンドボール（東区スポーツセンター）

114、115 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 女子ソフトボーノレ（修道大学第2グランド）

116、117 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 女子ボウリング（広電ボウノレ）

118 平成6年10月7日 第12回アジア競技大会広島1994 7ーチェリー（瀬野川公園）

119 1～2 平成6年10月3日 第12回アジア競技大会広島1994 空手道（安芸区スポーツセンター）

120、121 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 男子パレーボーノレ（広島グリーンアリーナ）

122、123 平成6年10月13日 第12回アジア競技大会広島1994 野球（市民球場）

124 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 ソフトアース（中央庭球場）

125、123 平成6年10月10日 第12回アジア競技大会広島1994 ヨット（広島湾）

127～131 平成6年10月
第12回アジア競技大会広島1994 パスケットボーノレ（広島経済大学石田記念体
育館）

132～134 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 男子・女子柔道（サンプフザ）

135～138 平成6年10月16日 第12回アジア競技大会広島1994 閉会式

139 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 選手に茶道を紹介（選手村）

140 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 カフオケを楽しむ選手（選手村）

141 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 生花をする選手（選手村）

142 平成6年10月11日 第12回アジア競技大会広島1994 お好み村でお好み焼きを食べる選手

143 平成6年10月 第12回アジア競技大会広島1994 選手村でふれあいフェスタ（選手村交流広場）

144 平成6年10月 国立キノレギスタン民族歌舞団公演

145 平成8年10月9日 ひろしま国体大会旗矩火リレー広島市役所到着式

146～150 平成B年10月12日 第51回国民体育大会秋季大会開会式

151 平成8年10月13日 第51回国民体育大会秋季大会（体操競技）

152 平成8年10月13日 第51四国民体育大会秋季大会（パレーボーノレ）

153 平成8年10月13日 第51回国民体育大会秋季大会（弓道）

154 平成8年10月13日 第51四国民体育大会秋季大会（バスケット）

155 平成8年10月13日 第51回国民体育大会秋季大会（湯茶接待ボフンアィア）

156～158 平成8年10月9日 第51回国民体育大会秋季大会閉会式

159、160 平成8年10月9日 おりづる大会ひろしま 大会旗短火リレー、採火式、出発式（平和公園）
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目録

( 4×5判フィルム等）



AO秘書総括 A2国際交流 A3広報・広聴

分類 ファイル番号 撮影時期 1 イ ト JI, 

AO 501 昭和33年10月13日 陳情を受ける渡辺市長

502 昭和33年10月13日 労iii主性合と懇談する渡辺市長

503 昭和34年5月6日 浜井市長3期目初登庁（就任のあいさつ）

504 昭和34年6月16日 加藤助役就任のあいさつ

A2 501 昭和32年10月9日 ネーノレ・インド首相来広

502 昭和33年3月14日 前国際ダム総裁アンドレ・コイン氏来広

503 昭和33年3月15日 サンパウロ商工業新聞記者A・ アノレーダ・カマノレゴ氏来広

504 昭和33年4月5日 米貿易通商使節団ウィリアムス氏行来広

505 昭和33年4月23日 サクラメント市片岡貫一氏来広

506 昭和33年8月25日 ハワイ桜の女王来庁

507 昭和33年9月11日 南カリフオノレニア芸備人会来広

508 昭和34年8月3~ ドレスデン市長来広

509 昭和34年8月5日 カりブオノレニ7•川同校生歓迎レセプション

510 昭和34年8月12日 米艦カーベンタ一号野球道具を寄贈

511 昭和34年9月29日 イダ・デイ夫人市長表敬

512 昭和34年11月10日 ホノルノレ市長一行市長表敬

513 昭和35年3月7日 西ドイツ学生広島市訪問

514 昭和35年3月11日 駐日インド代理大使市長表敬

515 昭和35年5月14日 ハワイ山本常一氏来庁

516 昭和35年7月l日 ハワイ阿部氏からシダを寄贈

517、518 昭和35年7月13日 ハワイ大学一行歓迎レセプシヨン

519 昭和35年7月18日 ハワイ官約移住75周年記念碑の入魂式

520 昭和35年7月19日 ブラジノレのデアリオス・アソシアドス通信社員一行来庁

521 昭和35年9月8日 米第7艦隊司令長官市長表敬

522 昭和35年10月20日 英公使ウォーナ夫妻市長表敬

523～525 昭和初年1月10日 ピーノレ神父（ベノレギー）市長表敬

526～528 昭和36年l月21日 ホノノレノレ市長プレイズデノレ氏一行市長表敬

529 昭和36年1月24日 ホノノレノレ市旗

530 昭和36年3月7日 ポートランド市から広島市へパフの苗木を寄贈

531 昭和36年3月10日 欧州民主社会党員（オーストリア、チェコ、オランダ）市長表敬

532 昭和36年4月7日 駐日チェコスロパキア大使市長表敬

533～535 昭和36年4月28日 アイラ・モリス氏市長表敬

536 昭和36年9月14日 渡布（ハワイ）親善使節団の結図式

537 昭和36年11月14日 ホノノレノレ市の鍵

538 昭和36年12月9日 Y連文化交流使節団来庁

539 昭和36年12月11日 イギリス第一書記官夫妻来庁

540 昭和36年12月15日 ドイツの子どもたちが作った折鶴の版画

541 昭和37年3月8日 Y連駐日大使フェドレンコ氏広島市訪問
542、543 昭和37年3月初日 ハワイ日系人親善使節団広島市訪問
544、545 昭和37年3月26日 ソ連対外文化交流国家委員会議長広島市訪問
546 昭和37年3月27日 ユーゴスラビアの大学教授来庁
547 昭和37年5月25日 駐日ガーナ大使広島市訪問
548～550 昭和37年8月2日 ホノノレノレYMCA一行歓迎レセプション
551 昭和37年11月26日 Y連ピノグフドク大使市長表敬
552～560、580 昭和37年12月6日～7日 イギリス下院議員フィリップ.J ノエノレベーカー氏来広
561、562 昭和38年2月7日 ソ連ピノグラドク大使市長表敬
563 昭和38年8月10日 ホノノレノレ市派遣高校生親善使節大使（出発）
564～566 昭和38年8月20日 ホノノレノレ市派遣両校生親善使節大使（帰庁）
567 1～2 昭和38年11月8日 ホノノレノレ市長プレイズデノレ氏に特別名誉市民章授与
568～573 昭和39年 1月初日 ボードワンベルギー国主同妃両陛下原爆死没者慰霊碑参拝
574、575 昭和39年3月3日 ノーマン・カズンズ氏に特別名誉市民の称号贈呈
576、577-1 昭和39年5月20日 ソ連副首相ミコヤン氏市長表敬

577 2 昭和39年8月 ホノノレノレ市派遣学生親善使節団伝達式
577 3～5 昭和39年8月 ホノノレノレ市派遣学生親善使節団出発
578、579 昭和43年10月19日 駐日ポーフンド一等書記官市長表敬
581 昭和61年3月 広島国際平和文化会館完成予想図

A3 501 昭和34年9月12日 青崎地区市政懇談会
502 昭和35年1月19日 市民相談受付風景
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A3広報・広聴 BO企画調整総括 B4電算 co総務総括 Cl庁舎管理

分類 ファイル番号 撮影時期 11 イ ト Jレ
A3 5C3 昭和35年3月11日 定例記者会見

5C4 昭和36年3月17日 巡回市民相談

5CS 昭和36年5月25日 市民相談課

srn 昭和36年6月2日 中国プロック公聴事務研究会

507 昭和36年6月3日 市民相談課の活動についての座談会

srn、509 昭和37年3月14日 市役所の機構をきく小学生

510 昭和37年6月26日 広報車の活躍風景

511 昭和37年12月12日 第 l回総合市民相談の立看板

512 昭和37年12月12日 第 1回総合市民相談風景

513 昭和38年 完成した写真グフブ（ひろしま市政グフフ）

514 昭和38年6月12日 動く市民棺談室

515 昭和39年 市政懇談会

516～521 「市民とともにJ収録風景

522～524 昭和43年3月19日 市政写真展

525 市民と山岡市長（平和記念公園）

526 昭和45年 l月15日 市政懇談会

527 昭和45年10月17日 市政懇談会

BO 501 昭和36年6月5日 広島市安全都市結成準備会

502 昭和36年9月15日 広島空港の開港

503 昭和36年9月15日 広島空港開港記念祝賀会

504、5日5 昭和45年12月2日 広島市・沼田町合併協議会（調印式）

506～5C8 昭和46年2月19日 第5回広島市安佐町合併研究協議会

509、510 昭和46年2月2日日 広島空港

511 将来の可部町想像図

B4 501 昭和46年9月22日 電子計算事務室

502 昭和46年9月22日 キーパンチャ一室

co 501 公会堂の全景

502 昭和32年7月初日 市政功労者表彰式

50~ 1 昭和34年4月1日 市制施行70周年記念植樹

50~－2 昭和34年4月24日 市会計課の窓口事務

504、505 昭和34年11月30日 広島平和記念都市建設法制定10周年記念式

506 昭和35年2月3日 朝鮮民主主義人民共和国帰国記念時計

507 昭和35年4月 1日 市制施行71周年記念式

508 昭和35年10月7日 優良納税貯蓄組合表彰式

509 昭和初年3月18日 戸籍謄・抄本の受付

510 昭和36年3月18日 固定資産税台帳縦覧

511 昭和36年6月3日 徴税課の市税消込事務

512 昭和36年9月7日 市税の収納事務

513 昭和36年11月8日 徴税職員の出発風景

514 昭和36年12月 資産税第課窓口事務

515 昭和37年 l月 市民税の窓口事務

516 昭和37年3月12日 戸籍の窓口事務

517～520 昭和37年4月2日 市制施行73周年記念式

521 昭和37年4月10日 戸籍諜窓口事務

522～526 昭和38年4月 1日 市制施行74周年記念式

527 昭和39年 公会堂の全景

528、529 昭和43年10月22日 広島百年展

Cl 501 2、
広島市役所本庁舎

502～505 

506、507 完成した南庁舎

508 昭和34年 1月29日 中庁舎の建築

509 昭和34年4月24日 完成した市役所の中庁舎

510 昭和35年4月ごろ 市庁舎

511 昭和35年4月21日 改築中の戸籍謀窓口

512 昭和35年 5月9日 市庁舎屋上の「愛の鐘」

513、514 昭和36年4月6日 市庁舎

515 昭和36年10月21日 市庁舎の外装工事

516、517 昭和37年 5月2日 増築中の市役所中庁舎

518 昭和37年10月31日 完成した中庁舎
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Cl庁舎管理 CZ文書・法制（事務管理） C4交通安全 cs市民球場 C7研修 DO民生総括 DI地域福祉 DZ児童・母子福祉

分類 ファイル番号 撮影時期 $1 イ ト Jレ
Cl 519 昭和39年4月ごろ 建設中の南庁舎

520 昭和43年 5月 1日 広島市役所本庁舎

521、522 昭和43年7月 広島市役所三篠出張所

523～525 昭和44年12月16日 広島市役所本庁舎

526 昭和45年3月10日 広島市役所牛田出張所

527、528 昭和45年 6月3日 広島市役所十日市出張所

529、531 昭和55年2月 克船越支所庁舎（安芸区役所庁舎）

530、532～5j6 昭和55年 2月 西庁舎

537 昭和55年4月ごろ 北庁舎（旧）

538 昭和58年4月 市庁舎

C2 501 昭和33年 3月8日 事務の機械化（計算係）

C4 501～504 昭和37年6月4日 交通安全運動

505、506 昭和37年6月6日 山陽両校生徒会の交通安全運動嵐長

507、509 昭和45年 5月8日 交通安全移動教室

508 昭和45年5月B日 交通安全移動教室車

510～514 昭和45年8月20日 交通安全移動教室

515～517 昭和46年 2月24日 広島交通公園

518～520 昭和46年11月2日 広島交通公園

C5 501 昭和32年 6月初日 建設中の広島市民球場

502 昭和32年7月22日 広島市民球場竣工式

503 昭和33年6月22日 試合中の広島市民球場

504 昭和34年10月10日 広島市民球場のスコアボード

505 昭和34年10月10日 広島市民球場の照明灯

5C o～511 昭和37年3月8日 カープ新人選手による記念植樹

512～515 昭和37年 7月初日 広島市民球場開設5周年記念行事

516 昭和初年ごろ 広島市民球場の改修工事

C7 501 昭和34年9月29日 綱紀粛正で服務要領を読み上げる職員

502 昭和36年5月20日 準・臨時職員研修の効果測定

503 昭和36年10月4日 第l囲マネジメント研究会

504 昭和36年12月14日 C. T. C （独創力開発訓練）風景

5C5 昭和37年 6月28日 初級一般研修風景

5C6 昭和38年 事務改善委員研修会

DO 501 共同募金

5日3 昭和33年8月20日 戦没軍人の遺児靖国参拝

504 昭和34年9月初日 福祉事務所一日所長

505、5C6 昭和34年10月 1日 共同募金

5C7 昭和34年10月4日 市結婚相談所の紹介による結婚式

508 昭和35年2月 1日 鯉城ライオンズクラブから電灯4例困寄贈

509 昭和35年6月4日 チリ沖地震の災害見舞物資発送

510 昭和35年12月27日 社会福祉施設へ慰問品の贈呈

511 昭和36年9月20日 はり、あんまの無料奉仕

512 昭和36年10月 l日 共同募金

513 昭和37年7月5日 相談風景

514 昭和37年7月6日 家庭訪問

515～517 2 昭和38年3月10日 旧陸軍関係戦没者追悼式

518 昭和39年10月ごろ ホームヘノレパーの活躍

DI 501、502 昭和34年9月13日 第8回広島市民生委員児童委員大会

503 昭和34年12月3日 民生委員辞令伝達式

504～507 昭和37年12月4日 民生委員辞令伝達式

5C8、509 昭和43年 3月20日 社会福祉センターの全景

510、511 昭和43年3月初日 社会福祉センター内部

512 昭和49年2月 広島市瀬野川福祉センター

513 昭和53年4月19日 阿戸福祉センター

D2 501、502 よい本をすすめる母の会

503 サンタクロース保育園を慰問

504 昭和33年8月4日 戦災児育成所の謝恩会

505 昭和34年 1月26日 こばと保育園

5C6 昭和34年 1月27日 こばと保育園の給食風景
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D2児童・母子福祉 D3高齢者福祉 D4障害者（児）福祉 DS保険・年金援護 D6青少年女性対策 EO保健衛生総括 El環境衛生

分類 ファイル番号 撮影時期 1' イ ト Jレ

D2 507 昭和35年4月10日 戦災児育成所の童心圏への改名に伴う記念植樹

508 昭和35年11月5日 一日里親風景

509、510 昭和36年3月15日 広島フイオンズタフブ新入学児童ヘランドセノレ寄贈

511、512 昭和36年4月10日 保母さんの仕事

513 昭和37年3月7日 母子相談係の相談風景

514～516 昭和37年3月10日 青い鳥幼稚園から各幼稚園に学童服寄贈

517～519 昭和44年11月7日 元宇品保育園

520 昭和45年 3月18日 わかくさ保育園

521 昭和46年 3月2日 保育園

522 昭和47年2月24日 増築中の宮島保育園

523、524 昭和49年2月18日 上安保育園

D3 501 昭和33年 8月21日 養老施設江波園

502 昭和33年11月21日 喜生園を慰問

503 昭和34年9月15日 敬老祝賀会

504～5C6 昭和34年9月18日 喜生園の敬老祝賀会

507 昭和34年9月18日 喜生園

508、5C9 昭和37年 長生園

510、511 昭和37年7月9日 喜生園の土砂くずれ

512～516 昭和37年11月27日 救護院の落成式

517、518 昭和39年 ホームヘノレパーの活躍

519～521 昭和4日年3月 長生園

522 昭和45年B月25日 喜生国

523～526 昭和45年8月28日 喜生園

527 昭和47年12月16日 喜生園

D4 506～509 昭和46年10月28日 広島身体障害者職業訓練校

510、511 昭和53年4月 広島市心身障害児福祉センクー

D5 501 昭和33年8月初日 国民健康保険実施一周年記念式

503 昭和34年 9月25日 国民年金受付

5日4 昭和35年 3月3日 国民年金の支払（皆実町郵便局）

505 昭和35年 3月17日 失業保険金給付風景

D6 501、502 第5回広島市青少年の声を聞く会

5C3 昭和35年12月21日 年末の青少年街頭補導

5日4 昭和36年3月17日 広島に就職する勤労青少年を歓迎する会

505～507 昭和37年3月日日 第6回勤労青少年の門出を祝う会

508～513 昭和39年3月 第8回勤労青少年の門出を祝う会

514、515 昭和49年4月22日 勤労青少年ホーム

EO 501 昭和35年4月21日 向西館

502 昭和35年9月28日 犬魂慰霊祭

503 昭和36年6月2日 全日空から市へスズフン贈呈

504、505 昭和36年7月18日 建設中の両天原火葬場

506 昭和37年7月26日 市営火葬場で地フロの人々に説明する衛生課長

507 昭和37年7月初日 市営火葬場で地元の人々と話し合いをする加藤助役と浜井市長

508、510 昭和37年10月 両天原墓園の全景

509 昭和37年10月 両天原火葬場の関所式

511 昭和37年10月 両天原墓苑の受付風景

512～515 昭和38年3月10日 比治山陸軍基地

516 昭和38年7月 建設中の南保健所

517、518 昭和39年6月 向西館の墓地

519～522 昭和40年10月 高天原火葬場

524、525 昭和43年6月5日 両天原墓園

526 昭和43年7月 広島市納骨堂

527 昭和43年7月 晶天原火葬場

528 昭和43年7月 永安館の霊枢車

529 昭和43年7月 品天原火葬場の全景

El 501 昭和36年6月7日 空地へのごみの不法投棄

502 昭和37年 壊れたごみ箱

503 昭和38年 B月 広島を美しいすみよいまちにする標語入選者表彰式

5C4 昭和38年B月 広島を美しいすみよいまちにする入選標語
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El環境衛生 E2食品衛生 E3疾病予防・治療 E4保健指導 E5環境保全 E6原爆被爆者対策 E7病院 ESごみ処理

分類 ファイル番号 撮影時期 $1 イ ト 11' 

El 505～508 昭和42年8月 榎町子ども会の公園清掃

509～511 昭和43年10月22日 昭和43年度全国都市清掃会議秋季理事会

512 昭和44年12月 江波公園清掃

513、514 昭和44年12月20日 江波公園清掃

515～517 昭和44年12月21日 榎町公園清掃

518～521 昭和45年2月12日 環境衛生Gメン

E2 501 昭和45年2月5日 食品衛生Gメン

502 昭和46年2月23目 食品衛生監視員

5[3 昭和52年12月ごろ 食品衛生監視員

E3 501 1 昭和32年9月18日 住民健康診断

501 2 昭和33年12月17日 西保健所でのレントゲン検査

501 3 昭和33年12月17日 東保健所衛生試験室

502 1 昭和34年6月8日 歯の検診風景

502-2 昭和35年11月4日 衛生協会から贈られた散布器

5[3 昭和36年 2月17日 予防接種風景

504、505 昭和37年 コレフワクチン接種

506 昭和38年9月ごろ 住民健康診断

507、508 昭和45年2月19日 住民検診

509 昭和46年2月24日 住民検診

E4 501 昭和36年8月5日 保健婦の家庭訪問

502、503 昭和45年2月日日 保健婦活動

E5 501 昭和32年6月20日 汚れた川

502 昭和38年 汚れた川

503 昭和46年2月24日 公害パトローノレ（水質検査）

5C4 昭和46年10月28日 騒音測定

505～5C8 昭和46年10月28日 大気汚染測定

509、510 昭和47年2月24日 公害試験所

511～514 昭和49年 l月25日 広島市水質調査艇

515、516 昭和49年3月 広島市大気測定車

517、518 昭和52年11月 広島市大気測定車

519 昭和54年11月 自動車排出ガス監視測定局

E6 501 昭和32年4月11日 アメリカから原爆被爆者へ医療器具を寄贈

502 昭和33年9月7日 広島原爆病院の入院患者

503 昭和33年10月21日 原爆被爆者の健康診断

504 昭和34年 1月29日 原爆病院の予診風景

505 昭和35年3月29日 広島原爆病院

506 昭和35年7月23日 原爆被爆者健康診断車による健康診断

507 昭和35年8月20日 原爆被爆者福祉センター起工式

508 昭和35年9月3日 原爆被爆者手帳書き替え事務

509 昭和36年5月30日 国民健康保険課・原爆対策課合同住民健康診断

510 昭和36年7月3日 原爆被爆者福祉センターでの被爆者健診

511 昭和36年7月4日 原爆被爆者福祉センター

512 昭和36年9月19日 原爆被爆者福祉センター全景

513 昭和45年8月12日 広島原爆病院の全景

514～518 昭和46年 B月31日 広島原爆被爆者療養研究センター（神岡山荘）起工式

519 昭和47年2月24日 建設中の原爆被爆者療養研究センター

520 昭和49年2月 神岡山荘全景

521 昭和49年3月 神田山荘内部

E7 501、502 昭和39年 舟入病院の基礎工事

503 昭和46年11月初日 舟入病院の被爆者健康管理所

E8 501、502 ごみの収集

503 昭和33年4月15日 東清掃事務所建設予定地

504 昭和34年 l月27日 ごみ収集運搬車

505 昭和34年2月12日 南千田町のごみ積出場

506 昭和34年2月12日 東清掃事務所建設予定地の全景

5C7 昭和34年8月29日 南千田町のごみ積出場

5C8 昭和34年8月29日 ごみの埋立（丹那町）

509 昭和35年5月25日 建設中の東清掃事務所
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E8ごみ処理 E9し尿処理 FO経済総括

分類 ファイル番号 撮影時期 '.$! イ ト Jl-

E8 510 昭和35年12月713 東清掃事務所の関所

51L 512 昭和36年3月17日 東清掃事務所

513 昭和36年6月7日 ごみの埋立（吉島下水ポンプ所下水溜）

514 昭和36年7月7日 東清掃事務所を出発する清掃車

515 昭和36年7月7日 ごみの収集

516 昭和36年7月7日 東清掃事務所

517、518 昭和37年2月5日 中清掃事務所の建設予定地

519、520 昭和37年 3月29日 中清掃事務所の起工式

521～523 昭和37年4月6日 中清掃事務所の建設工事

524～526 昭和37年4月24日 ごみの選別

527、528 昭和37年9月 建設中の中清掃事務所

529 昭和37年12月 建設中の中清掃事務所

53口、 532 昭和38年 建設中の中清掃事務所

531 昭和38年 新しくできた清掃車

533、536、538 昭和38年 ごみ収集船の活躍風景（京橋JI[)

534、535 昭和38年 建設中の中清掃事務所

537、539 昭和38年 中清掃事務所の全景

540、541 昭和38年7月 完成した清掃船“ひろみ丸”

542 昭和38年7月 清掃トラック

543、544 昭和38年7月13日 清掃トフック

545 昭和38年12月 ごみ容器を集める市民

546 昭和39年11月 中清掃事務所

547 昭和39年11月 東清掃事務所

548、549 昭和40年 東清掃事務所

550、551 昭和40年7月 ごみの収集

552 昭和40年10月 中清掃事務所のごみ投入場

553 昭和42年 大正橋下にごみ網設置

554 昭和43年5月 中清掃事務所

555 昭和43年6月5日 中清掃事務所

556 昭和44年 中清掃事務所の全景

557 昭和44年5月 河川清掃

558 昭和44年5月15日 ダストボックスのごみ収集

559～561 昭和44年6月初日 中清掃事務所

562 昭和46年2月25日 前Jill青掃船

563～566 昭和46年2月27日 ダストボックスのごみ収集

567 昭和46年5月 河川清掃

568～574 昭和46年11月10日 中清掃事務所

575 昭和48年8月 ごみの埋立

576 昭和51年9月 中工場の全景

577 昭和51年9月 中工場（搬入）

578～580 昭和田年l月 中工場の全景

581 昭和61年3月 南工場の完成予想、図

E9 501、502 昭和34年10月初日 南千田町のし尿処理場

5C3 昭和34年10月30日 し尿の積込み

5C4、505 昭和35年2月9日 し尿の海上投棄による漁業影響を視察する関係者

5C6 昭和36年 し尿の積出場

507 昭和36年5月2日 し尿の汲み取り

508 昭和37年3月8日 広島市役所中庭に並んだ清掃車

509 昭和39年 し尿の積出場

510 昭和43年10月 南部処理場

511 昭和44年7月18日 し尿の積出場

512 昭和45年8月12日 南部処理場

513 昭和53年4月 出島処理場

514、515 昭和56年 1月 出島処理場の全景

FO 501～506 海外移住者壮行会

507 昭和32年9月18日 広島復興大博覧会ポスター

5C8 昭和3~年 2 月 整備中の広島復興大博覧会会場

5日9～513 昭和33年3月31日 広島復興大博覧会開会式

514、515 昭和33年3月31日 広島復興大博覧会祝宴
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FD経済総括

分類 ファイル番号 撮影時期 11 イ ト }[, 

FD 516、517 昭和33年 3月31日 広島復興大博覧会市内パレ ド

518 昭和33年4月 広島復興大博覧会広島駅前の大アーチ

519 昭和33年4月 広島復興大博覧会広島駅前の広告塔

520 昭和33年4月 広島復興大博覧会広島駅前の会場案内図

521 昭和33年4月 広島復興大博覧会広島駅出口の広告

522 昭和33年4月 広島復興大博覧会西広島駅前の広告塔

523 昭和33年4月 広島復興大博覧会平和大通の広告塔

524 昭和33年4月 広島復興大博覧会広島市庁舎前の懸垂幕

525 昭和33年4月 広島復興大博覧会本通のデコレーション

526 昭和33年4月 広島復興大博覧会劇II新道の横断幕

527、528 昭和33年4月 広島復興大博覧会花電車

529 昭和33年4月 広島復興大博覧会電車の胴腹広告

530 昭和33年4月 広島復興大博覧会ミス広島博と宣伝車

531 昭和33年4月 広島復興大博覧会前売入場券の賞品

532 昭和33年4月 1日 広島復興大博覧会ァープカットをする会長渡辺市長

533 昭和33年4月1日 広島復興大博覧会先着入場者に記念品贈呈

534 昭和33年4月 広島復興大博覧会観光団へ花束贈呈

535 昭和33年4月12日 広島復興大博覧会全国市長会の一行

536 昭和33年4月1日 広島復興大博覧会会場開き前の第一会場入口

537、538 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場前

539、540 昭和33年4月 広島復興大博覧会第会場

541 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場案内図

542、543 昭和33年4月 広島復興大博覧会第会場原子力科学館前

544～549 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場原子力科学館

550 昭和33年5月 広島復興大博覧会第一会場・原爆馬

551～553 昭和33年5月 広島復興大博覧会第一会場人工衛星館

554～557 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場復興舘

558、559 昭和33年4月 広島復興大博覧会第会場観光館

560、561 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場専売館

562、563 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場電信電話館

564、565 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場郵政館

566～568 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場生活文化館

569～571 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場飲料館

572～575 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場体育保健館

576、577 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場ァレピ電波舘

578 昭和33年4月 広島復興大博覧会第会場国際館入口

579 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（中華人民共和国）

580、581 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（ソ連・レニングフード市）

582 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（イギリス）

583 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（オーストフリア）

584 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（インドネシア）

585 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（ドミーカ）

586 昭和33年4月 広島復興大博覧会第会場国際館（カナダ）

587 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（スイス）

588 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際錯（日本航空）

589 昭和33年4月 広島復興大博覧会第 会場国際館（エーノレ・フフンス）

590 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（B・0・A・ C) 
591 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（インド航空）

592 昭和33年4月 広島復興大博覧会第会場国際館（ノースウエスト航空）

593 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（豪州航空）

594 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（パンアメリカン航空）

595 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（イフク）

596 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（インド）

597 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（ベトナム）

598 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（セイロン）

599 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（フィリピン）

600 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（国連）

601 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（7フンス）
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FD経済総括

分類 ファイル番号 撮影時期 イ担 イ ト Jレ

FD 602 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（西ドイツ）

603 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（コロンピア）

604 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第会場国際館（アルゼンチン）

605 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（イタリア・ポルトガノレ・トノレコ）

606 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（ポルトガノレ・トルコ・ユーゴスフピア）

607 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（エジプト）

608 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（スーダン）

609 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（広島県貿易協会）

610 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（ジェトロ）

611 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（オーストリア）

612 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（ベルギー・オフンダ・スウェーデン）

613 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国際館（スウェ｝デン）

614 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第会場新開館

615、616 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場映写館

617 昭和33年 5月 広島復興犬博覧会第一会場花道館

618、619 昭和33年 4月1日 広島復興大博覧会第一会場

620 1～621 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場

623 昭和33年 5月 広島復興大博覧会第一会場全国物産館

624 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場全国物産館

625～627 昭和33年4月 広島復興大博覧会第会場電気科学館

628～630 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場近代工業館

631～633 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場清酒館

634～636 昭和33年4月 広島復興大博覧会第二会場農機具館

637～639 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場林業館

640～642 昭和33年4月 広島復興大博覧会第会場農水産館

643 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場演芸館全景

644～646 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第会場演芸館客席

647、648 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第ー会場演芸館舞台

649 昭和33年 4月25日 広島復興大博覧会第会場演芸館（吹奏楽団）

650、651 昭和33年 4月26日か27日 広島復興大博覧会第一会場演芸館（江利チエミショー）

652 昭和33年 5月4日か5目 広島復興大博覧会第会場演芸館（曲乗り）

653 昭和33年 5月初日 広島復興大博覧会第一会場演芸館（抽せん会）

654～656 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第二会場宇宙探検館

657、658 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場木工館

659、660 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場国鉄館

661～663 昭和33年 4月 広島復興大博覧会第一会場交通科学館

664 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場交通科学館（屋外展市場）

665、666 昭和33年4月 広島復興大博覧会第二会場お菓子の園

667～669 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場子供の国

670 昭和33年4月 広島復興大博覧会第一会場久保田館

671 昭和33年4月 広島復興大博覧会第二会場ヤンマーディーゼノレ館

672～675 2 昭和33年4月 広島復興大博覧会第三会場郷土館

676、677 昭和33年4月15日か16日 広島復興大博覧会自衛艦の見学

678～682 昭和33年 5月18日 広島復興大博覧会大名行列

683～685 昭和33年 5月21日 広島復興大博覧会閉会式

686 昭和33年 5月21日 広島復興大博覧会祝宴

687～689 昭和例年 山の家の起工式

690 昭和34年 3月11日 広島復興大博覧会開催中の新聞のスクラップ

691 昭和34年 5月13日 貿易船の積荷おろし

692 昭和34年 6月17日 広島城跡での不法営業

693 昭和35年 昭和35年広島市優良協同組合、企業診断優良企業、優良発明者表彰式

694 昭和35年 3月初日 アメリカ貿易使節団一行来庁

695 昭和35年 6月16日 南米移民壮行会

696 昭和35年12月2日 食品衛生優良施設の表彰式

697 昭和36年 6月3目 ハワイの「広島展J会場模型

698、699 昭和36年10月初日 広島市生徒児童発明工夫展入賞者表彰式

7日日～702 昭和36年12月l目 発明技術センター

703、704 昭和37年 1月11日 海外移住推進懇談会
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FO経済総括 Fl商工 F2消費流通 F3観光 F4農業 FS林業 F6水産業 F7市場

分類 ファイル番号 録影時期 :$! イ 卜 '" FO 705、706 昭和37年 1月22日 南米移住者壮行会

707、708 昭和37年2月初日 南米移住者壮行会

709 昭和37年 3月19日 広島県工作機械展

710 昭和38年 1月18日 発明技術センター

711 昭和61年 3月 工業技術センター完成予想図

Fl 501、502 昭和初年10月 完成した商工会議所ピノレ

503～506 昭和45年9月7日 本通り商店街
5[7 昭和58年4月 本通り商店街

F2 501 昭和42年12月 量目検査
， 

sn、503 昭和43年9月12日 広島市内のトフックターミナノレ

SC4 昭和43年 9月19日 消費者の共同購入

505 昭和43年10月29日 共同購入風景

506、507 昭和46年10月29日 県立消費生活センター

508～513 昭和52年4月 広島市消費生活情報センター

F3 501 ユースホスTlレ

502～505 広島城の展示物

506 昭和53年10月 広島城

507 胡子大祭

508～512 縮景画

513 昭和33年2月17日 復元中の広島城

514 昭和33年8月20日 広島城跡

515 昭和33年11月22日 第 1回陰陽連絡旅客誘致宣伝会議

516 昭和35年 7月29日 広島城天守閣

517 昭和35年11月 1日 ュ滝の観音

518 昭和35年11月16日 ユースホステノレ

519 昭和36年 7月10日 広島城

520～522 昭和37年 1月24日 広島城

523、525 昭和37年3月B日 広島城の展示物

524 昭和37年 3月8日 広島城

526～534 昭和37年4月8日 広島まつり

535 昭和37年4月10日 広島城

536 昭和37年 5月21日 広島城の頼家一族遺墨展

537、538 昭和37年7月17日 広島城の展示物

5~9～543 昭和37年8月7日 花火大会

544～547 昭和45年 1月29日 広島城外掘工事

548 昭和45年3月 広島城外掘工事

549～552 昭和45年5月21日 広島城

554、555 昭和46年11月10日 広島城

556 昭和47年 3月13日 広島城

557、558 昭和54年5月 ブフワープェスァイノミノレ

F4 501～504 昭和36年11月3日目 第5回広島市農業祭

F5 501、502 昭和37年3月15日 緑の羽根募金記念植樹風景

5[3、504 昭和46年4月26日 吉島貯木場

F6 501 昭和35年11月17日 完成した淵崎かき協同処理場

502 昭和36年4月11日 ノリ人工採苗場

503～505 昭和39年 l月 ノリの乾燥（江波）

F7 501、502 昭和32年12月5日 と畜揚改築工事

5C3 昭和32年12月21日 己斐花市場のせり売

5C4 昭和33年3月4日 中央卸売市場

505 昭和33年10月9日 中央卸売市場

506 昭和33年10月11日 中央卸売市場

507 昭和34年 1月29日 と畜場の新館建設工事

508 昭和34年 3月13日 中央卸売市場

509 昭和34年11月24日 食肉中央卸売市場

510 中央卸売市場

511、512 昭和36年10月10日 広島市中央卸売市場開場12周年記念優良従業員表彰式

513、514 昭和37年 3月3日 食肉中央卸売市場

515～521. 523 昭和40年 食肉中央卸売市場
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F7市場 F8競輪 GO建設総括 Gl都市計画 G2宅地・市街地開発、区画整理 G3公園緑地

分類 ファイル番号 撮影時期 ~ イ 卜 Jレ
F7 524～527 昭和例年11月4日 東部市場建設予定地

528～530 昭和46年11月19日 食肉中央卸売市場のせり

531～533 昭和47年 2月21日 東部市場

F8 501 昭和32年10月27日 競輪問題懇談会

502 昭和33年11月10日 競輪場の中の遊び場

GO 501 昭和33年 3月27日 散水車

502～505 昭和37年 道路不法占用

506 昭和37年 6月28日 散水車の吸水作業

Gl 501 1～2 昭和34年 l月29日 仁保沖の埋立工事

502 昭和36年 8月24日 埋立予定地（大州）

503～505 昭和37年 南千田町地先の埋立工事

506 昭和38年 8月12日 戸坂住宅団地の土地造成風景

507 昭和38年10月ごろ 大州のごみ埋立現場

508 昭和39年 南千田町の埋立工事

509 昭和39年 大州のごみ埋立地

510 昭和39年 大州のごみ埋立現場

511 昭和39年 南千田町地先の埋立地

512 昭和39年10月ごろ 南千田町地先の埋立地

513 昭和43年 9月11日 井口町の宅地造成工事

G2 501 昭和37年 猿狼川東岸の住宅群

515 昭和32年10月26日 広島駅前立退予定地

516 昭和34年 1月29日 広島駅前地区の区画整理

517 昭和37年 4月10日 工場密集地帯（三篠町）

518～521 昭和37年4月12日 己斐の区画整理地域

522 昭和38年 8月19日 横川両架駅と両架下店舗

523 昭和38年 8月19日 横川駅両架下の店舗

524 昭和39年 横川l駅高架下の店舗

525～527 昭和43年 9月11日 基町

528、529 昭和43年 9月12日 牛田町東部の宅地造成

530 昭和44年 9月 4日 開発を待つ国鉄己斐駅一帯

531 昭和46年 l月28日 沼田町宅地造成

532 昭和46年 1月28日 沼田町風景

533 昭和46年 2月19日 戸坂桜が丘団地

534 昭和46年10月25日 戸坂桜がE団地

535 昭和46年10月25日 戸坂百問団地

536 昭和47年 2月22日 整備された国鉄西広島駅前

537 昭和48年12月 東浄団地流れ谷

538 昭和49年 3月 造成工事中の両陽ニュータウン

539 昭和53年 4月11日 玖地区土地区画整理

G3 501 安佐動物公園予定地

502 昭和32年10月26日 東山根町公園予定地

503 昭和33年 2月17日 児童遊園地

504 昭和36年 4月 3日 緑化週間の記念植樹

505、506 昭和37年 3月8日 平和公園

507 昭和43年 5月 児童公閤

508 昭和43年 6月 5日 空鞘公園

509 昭和43年 6月 5日 z安JI[左岸河岸緑地

510、511 昭和45年 1月27日 安佐動物公闘建設工事

512 昭和45年 3月 猿猿川左岸河岸緑地

513 昭和45年 3月 7日 出汐町ちびっこ広場

514、515 昭和45年 3月 7日 制 II公園

516 昭和45年12月16日 広島中央公園計画図

517～519 昭和46年 2月25日 安佐動物公園建設工事

520 昭和46年 2月28日 平和記念公園

521～523 昭和46年11月 6日 新天地公園

524 昭和47年 2月 広島駅前河岸緑地

525、526-1 昭和47年 2月23日 植物公園（造成中）

526 2～3 昭和49年11月 河岸緑地
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G3公園緑地 G4市営住宅 GS道路・橋りょう

分類 ファイル番号 撮影時期 f旨 イ ト )[.. 

G3 526-4～5 昭和51年8月 植物公園

527 昭和51年10月 植物公園

528～530-2 昭和51年11月 植物公園

530-3 昭和51年12月 植物公園

531 昭和53年4月 河川敷（基町付近）

532～534 昭和53年10月 植物公園

535、536 昭和田年6月 中央公園の花の精

537 昭和61年 3月 広域公闘の完成予想図
， 

G4 501 昭和34年 1月27日 若草町の店舗住宅

502 昭和35年2月6日 市営住宅入居者の抽選会

5~3 昭和36年10月2日 関 II生活センクー開店記念大売出し

5[4 昭和36年11月17日 市営住宅の申込風景

5[5 昭和37年2月 6日 市営住宅入居者の抽選会

5'6 昭和37年 2月13日 引揚者・母子住宅入居者抽選会

507 昭和37年 9月 戸坂の市営住宅

508、509 昭和38年 1月 建設中の若草町店舗っきアパート

510 昭和38年5月 建設中の若草町店舗っきアパート

511 昭和39年 横川町店舗っき市営アパート

512 昭和39年 井口の市営住宅

513 昭和39年2月 1日 若草町店舗っきアパートの店舗開店

514 昭和43年6月5日 基町

515 昭和44年10月 基町地区再開発事業完成予想の模型

516 昭和45年 1月29日 建設中の基町両層アパート

517 昭和45年 3月4日 建設中の基町両層アパート

518 昭和45年 3月6日 建設中の基町両層アパート付近

519 昭和45年3月6日 戸坂東浄団地

520～523 昭和45年3月8日 建設中の基町両層アパート付近

524～528 昭和45年6月3日 建設中の基町両層アパート付近

529-1 昭和45年 8月 基町店舗っきアパート

529-2 昭和45年8月 基町市営住宅

530 昭和45年8月12日 基町公団住宅

531 昭和46年2月24日 建設中の基町両層アパート

532 昭和46年4月26日 市営吉島アパート

533 昭和46年10月27日 基町店舗っきアパート

534～536 昭和46年11月2日 日本住宅公団工事（中広町）

537、540～542 昭和46年11月15日 基町両層アパートの内部

538、539 昭和46年11月8日 日本住宅公団工事（天満町）

543 昭和46年12月7日 基町商層アパート

544～546 昭和47年2月21日 東浄団地から百回団地を望む

547、548 昭和47年2月21日 東浄市営住宅

549 昭和47年 2月23日 建設中の基町両層アパート

550～553 昭和47年11月13日 東浄市営住宅

554 昭和47年12月16日 戸坂東浄団地

555 昭和49年3月 基町高層アパート ’A 

556 昭和50年2月 建設中の基町両層アパート

G5 501、502 昭和43年 5月 7 ンモス歩道橋（駅前）

503 昭和45年 完成した西広島パイパス

504、505 昭和48年7月 百メートノレ道路（平和大橋）

506 昭和32年11月27日 平和大通りの緑化推進

507 昭和33年7月 1日 平和大通りの緑化推進

508 昭和34年 1月27日 新柳橋の建設工事

5C9 昭和34年9月25日 街路樹のせんてい

510 昭和35年2月12日 架設工事中の南大橋

511～513 昭和36年4月27日 南大橋開通式

514 昭和36年7月21日 新己斐橋の架設工事

515 昭和36年7月21日 架設工事中の新己斐橋遠景

516 昭和36年7月22日 架設中の愛宕立体交差
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G5道路・橋りょう G6河川・港湾

分類 ファイル番号 撮影時期 う誌 イ 卜 Jレ

G5 517、518 昭和36年12月5日 平和大通り

519、520 昭和37年 駅前30m道路

521、522 貫通した駅前30m道路

523、524 昭和37年 己斐橋の架け替え工事

525 昭和37年 l月B日 架設中の観音新橋

526 昭和37年 1月日日 架設中の愛宕立体交差

527、528 昭和37年3月23日 道路の不良箇所（南蟹屋町）

529 昭和37年4月初日 架設工事中の仁保橋

530～534 昭和37年6月 l日 観音新橋の渡初式

535 昭和37年8月 散水車

536 昭和37年 B月3日 荒神陸橋の全景

537 昭和38年ごろ 架設工事中の牛田大橋

538、539 昭和38年12月 新住吉橋の架設工事全景

540 昭和38年12月14日 貫通した駅前30m道路

541～543 昭和39年 貫通した駅前羽田道路

544 1 昭和39年5月 柳橋の架設工事

544-2～3 昭和40年5月14日 大芝橋の渡初式

544 4 昭和43年5月 1日 広島駅前のマンモス陸橋

544 5 昭和43年6月5日 広島市信用金庫屋上から百メートノレ道路を望む

545、549、550 昭和43年 6月5日 平和大通り

546 昭和43年6月5日 国道2号線

547、548 昭和43年 6月5日 中央通り

551～554 昭和43年6月5日 国道2号線

555 昭和43年10月22日 相生橋とニ角州

556～560 昭和45年 1月7日 平和大通り

561～568 昭和45年 l月 建設工事中の西広島パイパス

569 昭和45年 1月29日 基町・中広宇品線道路工事

570～573、575 昭和45年3月4日 建設工事中の西広島パイパ只

574 昭和46年2月24日 建設工事中の西広島バイパス

576 昭和45年3月5日 建設工事中の西広島パイパス

577 昭和45年3月7日 道路工事中の吉島付近

578 昭和45年3月7日 建設工事中の空鞘橋

579～584 昭和45年7月15日 空鞘橋の開通式

585、586 昭和46年 l月20日 平和大橋

587 昭和46年2月19日 新明治橋

588、590～595 昭和46年2月24日 建設中の西広島パイパス

589 昭和46年2月24日 新明治橋

596、597、6CO 昭和46年4月26日 国道2号線

598、599 昭和46年4月26日 吉島町幹線道路

601 昭和46年4月26日 南観音町付近の道路工事

602、6C3 昭和46年10月19日 スタフンブノレ交差点（八丁堀）

604 1 昭和46年10月初日 仁保橋

604 2 昭和46年10月28日 国道2号線（平野橋）

605～607 1 昭和46年11月1日 国道2号線

607 2～3 昭和47年2月24日 道路清掃車

608 昭和47年12月9日 広島大橋工事

609、610 昭和49年3月 百メートノレ道路

611, 612 昭和49年3月 1日 鶴見橋

613 昭和49年11月ごろ 百メートノレ道路（西平和大橋）

614 昭和53年3月ごろ 西広島パイパス

615～617 昭和54年11月ごろ こうへい橋

618 昭和61年 安芸府中道路

G6 501 昭和34年 1月29日 太田川放水路工事

502～504 昭和35年3月5日 広島港外貿ふ頭開港記念式

505～507 昭和36年7月4日 河岸の危険箇所

508～510 昭和37年5月31日 広島港1万トンパース

511 昭和37年6月26日 1万トンパースから広島港を望む

512 1 昭和37年7月5日 堤防の決壊箇所（寺町別院長）
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G6河川・港湾 G7都市交通 G8大規模開発 G9下水道

分類 ファイル番号 撮影時期 ?z イ ト Iv
G6 512 2～4 昭和37年9月 市営桟橋の大型桟橋取り付け工事

513 昭和38年日月12日 太田川放水路のせき止工事

514 昭和38年8月12日 太田川放水路分水堰

515～518 1 昭和38年8月24日 広島港l万トンパース

518 2～3 昭和39年 宇品市営桟橋の大型浮き桟橋

519 昭和39年5月 完成した宇品市営桟橋の大型浮き桟橋

520 昭和43年2月 広島港

521 昭和45年2月6日 フロ安川河岸（:n;安橋周辺）

522～527 昭和45年2月10日 草津漁港

528 昭和46年4月26日 太田川放水路

529～531 昭和46年5月17日 広島港1万トンパース

532 昭和46年11月8日 太田川放水路洪水堰

533～536 昭和46年11月8日 広島港l万トンパース

537～539 昭和46年11月9日 広島港

540～543 昭和46年11月27日 広島港1万トンパース

544 昭和田年2月 両瀬堰

545 昭和50年6月 放水路の洪水堰

G7 501 昭和37年 1月24日 広島駅

502 昭和39年6月10日 完成した相生橋駐車場

503 昭和43年6月5日 広島駅前広場

504 昭和43年 6月5日 広島駅

505 昭和43年 9月12日 路上駐車（的場町一丁目）

506、507 昭和43年 9月14日 路上駐車（的場町一丁目）

508 昭和43年9月17日 広島市基町駐車場

509 昭和45年5月21日 工事中の東新天地駐車場

510～513 昭和45年10月7日 広島パスセンター

514 昭和46年10月27日 山陽新幹線広島駅東部両架橋工事

515、516 昭和46年11月4日 広島駅前広場

517～519 昭和46年11月8日 東新天地駐車場

520 昭和49年2月 工事中の山陽新幹線

521 昭和初年3月 工事中の山陽新幹線

522 昭和49年12月 山陽新幹線試運転

523 昭和61年3月 新交通シスァム車両予想図

G8 501 昭和37年2月 戸坂団地造成事業発足記念式

505～515、
昭和44年 5月 西部開発臨海部埋立予定地

517～524 

516 昭和44年5月 西部開発事業予定地

525、526 昭和47年2月22日 西部開発臨海部埋立工事

527 昭和47年3月 l日 西部開発臨海部埋立工事

528～530 昭和48年3月16日 広島市西部開発事業土地造成工事

G9 501 昭和34年 1月27日 千回ポンプ場内

504 昭和35年7月4日 建設中の千田下水処理場・最初沈殿池

505 昭和36年2月14日 下水本管布設工事

506-1 昭和37年6月日日 施設見学会（千四下水処理場）

506-2～3 昭和37年7月 5日 道路の浸水
' 

507 昭和37年11月 建設中の旭町ポンプ場

508 昭和38年7月 青崎ポンプ場のポンプ室

509 昭和38年7月 青崎ポンプ場の全景

510 昭和38年7月 鶴見ポンプ場の建設工事

511 昭和39年10月 千田下水処理場の最初沈殿池

512、513 昭和39年7月 自島ポンプ場

514 昭和39年11月 下水道管の敷設工事

515、516 昭和43年6月5日 千田下水処理場
517、518 昭和43年10月初日 千田下水処理場
519～522、

昭和43年11月14日 下水道管敷設工事524～529 

523 昭和43年11月14日 建設中の江波下水処理場

530 昭和44年7月11日 千田下水処理場
531 昭和45年 1月29日 建設中の江波下水処理場
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G9下水道 Hl消防 H2水道

分類 ファイル番号 撮影時期 うZ イ ト Jレ

G9 532 昭和45年3月5日 下水管布設のシールド工法

533～535 昭和45年3月9日 千田下水処理場

536 昭和45年 3月10日 建設中の江波下水処理場

537 昭和45年 3月11日 下水道管敷設工事

538 昭和45年 3月 下水道管敷設工事

539、540 昭和45年4月21日 建設中の江波下水処理場

541～545 昭和46年10月6日 建設中の江波下水処理場

546、547 昭和47年2月22日 建設中の江波下水処理場

Hl 501 昭和33年B月28目 昭和33年度水防訓練（ニ滝町）

502 昭和33年10月13目 はしご付消防自動車“のぞみ号”の命名式

503 昭和34年3月7日 広島市消防記念式
504、5[5 昭和34年9月7日 はしご付消防自動車“ひかり号”の命名式

506 昭和35年10月4日 完成した酉消防署

507 昭和35年11月2日 消防局の通信室

508 昭和36年5月22日 酉消防署庚午分隊

509 昭和36年5月22日 中消防署宇品分隊

510 昭和36年5月22日 西消防署三篠分隊

511 昭和36年10月9日 消防士の活躍風最

512～514 昭和37年2月28日 消防音楽隊初演奏会風景

515～527 昭和37年3月7日 自治消防発足14周年記念式

528 昭和37年3月7日 広島ライオンズタフブから防火服を消防局へ寄贈

529 昭和38年 消防局の通信室

530 昭和38年 東消防暑の全景

531 昭和38年 中消防署の通信室

532～535 昭和38年7月初日 消防ポンプ車（火災保険号）寄贈

536 昭和38年11月 33メートノレはしご車

537 昭和46年9月 l日 防災訓練

538 昭和46年9月 1日 防災訓練救護班

539、540 昭和49年2月 消火訓練

541 昭和49年2月 レインジャ一部隊

542 昭和49年3月 消火訓練

543 昭和49年3月 消防局の通信指令室

544 昭和49年3月 避難器具を点検する消防査察

545～547 昭和49年3月 消防の査察

548 昭和49年6月 消防局新庁舎通信指令室

549 昭和田年4月19日 白木消防出張所

550 昭和田年7月 消防局の通信指令室

H2 501 昭和33年11月22日 水道管布設用浅野山隠道工事

502、503 昭和34年 l月29日 戸坂取水塔

504 昭和34年 2月4日 戸坂牛田聞の導水管布設工事

505～508 昭和37年 3月5目 牛田水源地

5C9 昭和37年 6月6日 施設見学会（牛田水源地）

510 昭和38年ごろ 建設中の水源地強制沈殿池

511～513 昭和38年ごろ 建設中の水源地本館

514 昭和38年ごろ 牛田水源地の拡張工事

515、516 昭和38年3月ごろ 牛田水源地の新築工事風景

517 昭和38年8月ごろ 水道局

518～520 昭和38年8月ごろ 水道局の窓口事務

521 昭和38年8月ごろ 完成した水道局表玄関

522～527 昭和39年ごろ 牛田浄水場

528、529 昭和39年2月以降 牛田浄水場

5~0 昭和39年10月以降 牛田浄水場

531～533 昭和4日年10月ごろ 建設中の仁保配水池

534～537 昭和41年4月以降 牛田浄水場

538～540 昭和44年11月12日 緑井浄水場

541、542 昭和45年3月5日 緑井浄水場

543 昭和45年 3月7日 緑井浄水場

544、548～551 昭和45年5月19日 緑井浄水場

545～547 昭和45年5月19日 八木取水場
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日2水道 H3病院 H4議会 HS教育

分類 ファイル番号 撮影時期 f担 イ ト ｝~ 

HZ 552～5S6 昭和46年11月5日 建設中の土師ダム

557、558 昭和47年2月27日 緑井浄水場

559 昭和48年7月以降 緑井浄水場

56口、 561 昭和48年10月以降 牛田浄水場の全景

H3 501 昭和34年1月29日 市民病院の特別病棟廊下

502 昭和34年9月29日 社会保険広島市民病院

503 昭和38年1月28日 市民病院の全景

5C4 昭和40年12月 市民病院の待合室

505～507 昭和45年3月9日 市民病院の待合室

508～510 昭和45年3月9日 広島市民病院の全景

511 昭和45年8月 広島市民病院の全景

512、513 昭和46年11月日日 広島市民病院の全景

514～516 昭和46年11月9日 広島市民病院

517、518 昭和田年7月4日 広島市民病院の全景

H4 501 市議会

502 昭和33年3月8日 市議会

503 昭和34年3月5日 市議会全員協議会の傍聴

504 昭和37年3月9日 昭和37年第l回広島市議会定例会

505～509 昭和40年ごろ 市議会風景

H5 501 児童図書館の全景

502 完成した竹屋児童館

503 昭和30年2月5日 広島大学正門

504 昭和32年6月初日 児童図書館（基町）

505 昭和33年8月26日 中山員塚

5C6 昭和33年9月13日 一葉中学校屋内体操場完成祝賀大会

507 昭和34年l月初日 小学校の休憩時間

508 昭和34年1月29日 本川小学校の図書室

509 昭和34年10月16日 小学校調理員の衛生講習会

510 昭和35年1月15日 成人祭（公会堂）

511 昭和35年2月3日 広島大学の全景

512 昭和35年7月12日 械町中学校牛田分教場敷地造成・竣工式

513 昭和35年9月13日 牛田中学校完成図

514～516 昭和36年1月15日 成人祭（公会堂）

517 昭和36年4月5日 新入学児童

518 昭和36年5月9日 峨町小学校手洗い場

519 昭和36年7月17日 広島大学正門

520 昭和36年8月 夏季林間（臨海）学校

521 昭和36年10月10日 市立浅野図書館の全景

522 昭和37年ごろ 市商の校庭を望む

523～525 昭和37年l月15日 成人祭（公会堂）

526 昭和37年2月7日 峨町中学校授業風景

527 昭和37年3月13日 広島市中央公民館全景

528、529 昭和37年3月14日 広島金物KKから水筒を市へ寄贈

530-1 昭和37年3月15日 広島フイオンズタフプからフンドセノレ寄贈

530 2～7 昭和37年3月15日 第13回善行児童・勤続教職員表彰式三

531 昭和37年6月29日 子ども会指導者研修会

532、533 昭和37年7月 浅野図書館の読書風景

534～538 昭和38年 l月初日 就学児童健康診断

539～542 昭和38年7月初日 夏季林間（臨海）学校

543 昭和38年8月 児童文化会館の全景

544～550 昭和38年8月1日 牛田小学校プーノレ聞き

551、552 昭和39年2月 竹屋小学校の授業風景

553 昭和39年6月 大芝小学校の工作室

554 昭和40年6月 江波小学校の学童保育所

555～558 昭和43年3月18日 第19回善行児童・勤続教職員表彰式

559 昭和43年4月ごろ 浅野図書館

560 昭和45年1月29日 建設中の南観音小学校

561～564 昭和45年2月10日 広島大学
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HS教育 H6選挙 IO平和総括

分類 ファイル番号 撮影時期 ~ イ ト ）~ 

HS 565、566 昭和45年2月12日 広島市立工業両校の実習風景

567、568 昭和45年3月 草津児童館

569 昭和45年3月5日 建設中の庚午小学校

570 昭和45年3月16日 ニ篠公民館

571 昭和45年3月17日 牛田新町小学校の全景

572～580 昭和46年2月四日 青少年センター

581 昭和46年2月20日 児童図書館

582 昭和46年2月24日 東雲児童館

583 昭和46年2月27日 児童図書館

584 昭和46年10月 不動院金堂

585 昭和46年11月8日 児童図書館の全景

586、587 昭和46年11月8日 青少年センター

588 昭和46年11月19日 宇品公民館

589 昭和46年11月19日 観音公民館

590～593 昭和46年11月24日 音楽の授業風景（中島小学校）

594～596 昭和46年12月l日 青少年野外活動センター

597 昭和46年12月20日 建設中の戸坂中学校

598 昭和47年2月 建設中の己斐中学校

599 昭和47年2月23日 建設中の己斐中学校

600 昭和47年2月27日 難聴児教室

601、603 昭和47年3月6日 クラブ活動（パレーボーノレ）

602 昭和47年3月6日 クラブ活動（剣道）

604、605 昭和47年3月6日 クラブ活動（生花）

606～610 昭和47年4月 1日 小学校入学受付

611 昭和48年l月31日 ノ〈｝ベノレを上げる児童

612, 617 昭和48年8月 燈明杉（福王寺）

613 昭和48年8月 鉄燈篭（可部町）

614～616 昭和48年8月 史跡地蔵河原ー皇塚

618 昭和田年4月ごろ 新和小学校の課外活動

619 昭和50年5月ごろ 新和小学校の課外活動

620 昭和田年5月8日 青少年活動センター

621～626 昭和52年5月 広島市深入山自然レクリエーションセンター

627、628 昭和52年10月 阿戸中学校のしいたけ栽培

629、630 昭和53年5月ごろ 東照宮

631～633 昭和54年7月 温井八幡の乳下りイチョウ

H6 501 昭和34年4月18日 地方選挙のポスター検印風景

502 昭和34年4月18日 地方選挙届出風景

503 昭和34年9月8日 全国市区選挙管理委員会連合会理事会

504、505 昭和38年4月 選挙課事務風景

IO 529 慰霊花火大会

530 昭和32年7月初日 渡米治療した被爆女性を囲む懇談会

531～533 昭和33年5月5日 原爆の子の像除幕式

534 昭和33年5月5日 原水爆禁止広島大会の外国代表一行来庁

535 昭和33年8月6日 第4回原水爆禁止広島市大会

536 昭和33年8月6日 平和を祈る青少年の集い

537 昭和33年8月6日 戦災供養式

538 昭和33年10月11日 原爆障害者治療対策協議会理事会

539 昭和34年 2月10日 平和記念公園

540 昭和34年4月7日 釈尊25CC年を讃える会広島大会

541 昭和34年4月7日 釈尊25［［年祝典花祭

542～544 昭和34年8月 1日 第5田原水爆禁止世界大会予備会議

545、546 昭和34年8月2日 第5回原水爆禁止世界大会歓迎レセプション

547～552 昭和34年8月4日 第5田原水爆禁止世界大会平和行進

553～555 昭和34年8月5日 第5田原水爆禁止世界大会

556 1 昭和34年8月6日 とうろう流し

556 2 昭和34年9月23日 ラサム財団ポスター競技会入賞者表彰式

556 3 昭和36年9月30日 第37回フサム財団ポスター競技会入賞者の表彰式

557 昭和35年8月5日 嵐の中の母子像除幕式
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IO平和総括 I 1記念式典 12施設訪問

分類 ファイル番号 撮影時期 1' イ ト ）~ 

IO 558 昭和35年8月6日 慰霊とうろう流し

559 昭和35年11月 1日 ABCC 

560 昭和35年12月日日 被爆して傷んだままの広大理学部校舎

561、562 昭和36年7月31日 原爆の子の像

563 昭和36年8月5日 原水爆禁止平和大行進

564、565 昭和36年8月6日 慰霊とうろう流し
、

566 昭和36年8月6日 原爆供養塔に参拝する人々

567 昭和36年8月6日 被爆16周年原爆犠牲者慰霊の集い

568 昭和36年8月7日 慰霊花火大会

569～571 昭和36年9月18日 核実験再開抗議広島市民大会

572 昭和36年11月14日 原爆供養塔

573、5741 昭和37年5月11日 平和記念公園

574-2～5 昭和37年7月7日 第38回フサム財団ポスター競技会入賞者表彰式

575、576 昭和37年8月6日 とうろう流し

577 昭和38年7月 原爆死没者慰霊碑

578 昭和38年7月 ひろしま平和の歌合唱練習風景

579 昭和38年 8月6日 とうろう流し

580～597 昭和38年11月10日 第5回原子爆弾後障害研究会

598 昭和39年2月 原爆供養塔

599 昭和40年2月 世界連邦平和都市の標塔

600 昭和40年10月16日か17日 第7田原子爆弾後障害研究会

601 昭和42年2月 原爆ドーム保存募金

602 昭和43年7月3日 （株）久保田本店の被爆煙突

603 昭和43年9月9日 嵐の中の母子像

604 昭和43年10月ごろ 平和記念公園の鳩舎

605 昭和43年10月22日 平和記念公閣を望む

606 昭和44，年7月18日 峠ェ吉詩碑

607、6C8 昭和44年 8月6日 祈りの泉

609 昭和46年7月2日 原爆供養塔

610 昭和46年11月8日 平和の灯

611 昭和46年11月8日 原爆の子の像

613～626 昭和52年8月6日 国連代表を囲む市民懇談会

627～629 昭和54年11月 平和の塔

630～640 昭和56年2月25日 ローマ法王ヨハネ・パウロ二世来広

641～654 昭和56年2月25日 法王歓迎の集い

655～664 昭和56年2月25日 ローマ法王来広記念特別講演会

665、666 昭和56年2月25日 ローマ法主ヨハヰ・パウロ二世長崎へ出発（全日空特別機）

I 1 507～512 昭和33年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

513～517 昭和34年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

518～520 昭和35年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

521～529 昭和36年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

530～538 昭和37年 8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

539～549 昭和38年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

550，、－558 昭和41年 8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

559～569 昭和42年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式

570～583 昭和43年8月5日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式の準備

584～595 昭和43年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

596～615 昭和44年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

616～639 昭和45年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

640～646 昭和46年8月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

647～651 昭和47年B月6日 原爆死没者慰霊式ならびに平和祈念式

652～667 昭和52年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

668～678 昭和53年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

679 昭和56年8月日日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

680、681 昭和57年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

682～685 昭和58年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

686 昭和59年8月6日 原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式

12 501 昭和33年9月6日 松野参議院議長原爆病院慰問
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12施設訪問 13記者会見 14慰霊碑 I 5平和関連施設

分類 ファイル番号 撮影時期 $! イ ト 11' 

12 502 1 昭和35年8月7日 皇太子殿下平和記念資料館視察

502 2 昭和36年11月14日 平和記念資料館を見学する子どもたち

503～509 昭和52年8月5日 H シャーリー・アメラシンゲ国際連合総会議長平和記念資料館見学

510～512 昭和52年8月5日 H シャーリー・アメラシンゲ国際連合総会議長原爆病院慰問

513～520 昭和56年2月25日 ローマ法玉ヨハネパウロ 世平和記念資料館見学

521～526 昭和56年2月25日 ローマ法王ヨハネ パウロ一世世界平和記念聖堂訪問

I 3 501、502 昭和56年2月25日 ローマ法主ヨハネ・パウロ一世“報道人とのであい”

14 501 昭和33年 9月6日 松野参議院議長原爆死没者慰霊碑参拝

502 昭和35年11月 1日 夜の原爆死没者慰霊碑

503 1 昭和36年11月14日 原爆死没者慰霊碑

SC3 2 昭和40年7月 原爆死没者慰霊碑

504 昭和43年7月 原爆死没者慰霊碑

SC5 昭和43年8月 広島県職員原爆犠牲者慰霊碑

SC6 昭和43年8月 広島郵便局原爆殉職渚之碑

SC7 昭和43年8月 日赤広島病院慰霊碑
5(8 昭和43年8月 広島市医師会原爆殉職碑

5(9 昭和43年8月 弔魂塔

510 昭和43年8月 国鉄中国支社慰霊碑

511 昭和43年8月 広島第一県女原爆犠牲者追憶之碑

512 昭和43年8月 移動演劇さくら隊原爆殉難碑

513 昭和46年11月8日 原爆死没者慰霊碑

514～520 昭和52年8月5日 H・ シャ一日ー アメラシンゲ国際連合総会議長原爆死没者慰霊碑参拝

521 昭和52年8月6日 原爆死没者慰霊碑に参拝する人々

522～527 昭和56年2月25日 ローマ法王ヨハネ・パウロ一世原爆死没者慰霊碑参拝

528 原爆死没者慰霊碑（旧）

529 昭和60年6月 原爆死没者慰霊碑（新）

530、531 昭和60年7月26目 原爆死没者慰霊碑

15 501 原爆ドーム

502 昭和36年4月15日 平和記念館

503、5C4 昭和36年4月19日 平和記念館

505 昭和36年7月31日 原爆ドーム

506 昭和37年3月13日 平和記念館全景

5C7 昭和38年4月ごろ 平和記念資料館の見学風景

5C8 昭和39年5月ごろ 原爆ドーム

509 昭和39年8月ごろ 原爆ドーム

510 昭和39年11月ごろ 原爆ドーム

511. 512-1 昭和39年12月ごろ 原爆ドーム

512 2 昭和40年3月 平和記念資料館

513 昭和40年7月ごろ 原爆ドーム

514 昭和42年5月ごろ 平和記念資料館

515～519 昭和43年9月9日 平和記念資料館

520、521-1 昭和43年10月ごろ 平和記念資料館

521-2 昭和45年 1月29日 本川町から平和記念公園を望む

521-3 昭和45年2月27日 商工会議所屋上から平和記念公園を望む

521 4 昭和45年2月4日 商工会議所屋上から平和記念公園を望む

522 昭和45年 1月初日 平和記念資料館

523、524-1 昭和45年2月27日 平和記念資料館

524 2 昭和45年2月27日 原爆ドーム付近

524-3 昭和45年2月27日 原爆ドームを望む

524-4 昭和45年2月4日 原爆ドームを望む

525 昭和46年6月24日 広島原爆養護ホーム

526 昭和46年10月28日 広島原爆養護ホームの全景

527 昭和46年11月10日 平和記念資料館

528、529 昭和46年11月26日 平和記念資料館

530 昭和48年8月ごろ 原爆ドームを望む

531 昭和50年7月ごろ 原爆ドーム

532 1 昭和58年10月 商工会議所屋上から見た原爆ドームと平和公園

532 2、
昭和56年6月 平和の鐘533～538 
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JOその他総括 Jl空撮

分類 ファイル番号 撮影時期 $! イ ト JI〆

JO 501、502 市の花「キョウチクトウ」

503 市の木「クスノキ」

5C4 昭和34年6月29日 旧東練兵場農地問題の陳情

505 昭和35年8月6日 皇太子殿下記念植樹

5C6 昭和36年3月2日 平和記念資料館を視察する秩父宮妃殿下

507 昭和43年7月初日 皇太子同妃両殿下広島訪問

J1 1 昭和33年7月29日 平和記念公園から南方面

2 昭和33年7月29日 八丁堀交差点から東方面

3 昭和33年7月31日 平和記念公園全景

4 昭和33年7月31日 広島市民球場一帯

5 昭和33年7月31日 広島城一帯

6 昭和42年11月 広島湾上空から江波以東を望む

7 昭和42年11月 平和記念公園

8 昭和42年11月 平和記念公園から基町方面

9 昭和42年11月 紙屋町交差点から東方面

10 昭和42年11月 広島城から白島一帯

11 昭和42年11月 八丁堀交差点から北方面

12 昭和42年11月 袋町から南方面

13 昭和42年11月 中町から南方面

14 昭和42年11月 平和大通り東詰一帯

15 昭和42年11月 鷹野橋交差点から北方面

16 昭和42年11月 日赤前交差点から南方面

17 昭和42年11月 富士見町交差点から北方面

18 昭和42年11月 舟入川口町から北方面

19 昭和42年11月 東雲から西方面

20 昭和42年11月 太田川放水路大芝水門一帯

21、22 昭和42年11月 西部開発事業予定地

23 昭和42年11月 佐伯郡五日市町上空から庚午方面一帯

24 昭和42年11月 安佐郡祇園町

25 昭和42年11月 佐伯郡五日市町

26 昭和42年11月 佐伯郡五日市町から廿日市町

27 昭和42年11月 安芸郡船越町から海田町

28 昭和42年11月 安佐郡安佐町飯室付近

29 昭和43年11月 広島湾上空から市街地を望む

30 昭和43年11月 平和大橋一帯

31 昭和43年11月 広島市民球場一帯

32 昭和43年11月 相生橋東詰から東方面

33 昭和43年11月 江波沖町から北方面

34 昭和43年11月 西部開発事業予定地

35 昭和43年11月 大宮町から安佐郡祇園町

36 昭和43年11月 安芸郡府中町

37 昭和43年11月 佐伯郡五日市町

38 昭和43年11月 安芸郡船越町から海田町

39～41 昭和43年11月 安佐郡安佐町飯室

42 昭和44年 6月14日 基町から牛田方面

43 昭和44年6月14日 光南から出島方面

44 昭和44年6月14日 横川駅一帯

45 昭和44年6月14日 西部開発事業予定地

46、47 昭和48年3月16日 江波から北方面

48 昭和48年3月16日 井口鈴ケ台帯

49 昭和48年3月16日 皆実町から平野町方面

50 昭和48年 3月16日 安佐郡佐東町から祇園町

51 昭和48年 3月16日 安佐郡佐東町から安古市町

52 昭和50年4月 平和大通り 酉から東方面

53 昭和50年4月 ェ滝上空から市街地一帯を望む

54 昭和50年6月 平和記念公園から基町一帯

55 昭和50年6月 紙屋町交差点から北方面

56 昭和51年8月 基町（市営住宅）から北方面
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分類 ファイル番号 撮影時期 ?z イ ト Jレ

Jl 57 昭和51年8月 両陽一ユータウン

58 昭和52年9月 祇園町上空から市街地を望む

59 昭和52年11月 広島城から南方面

60 昭和52年11月 大手町から基町方面

61 昭和52年11月 広島駅から西方面

62 昭和田年11月 広島港1万トンパースから北方面

63 昭和53年11月 八丁堀交差点から東方面

64 昭和53年11月 相生橋から南方面

65 昭和53年11月 広島駅から南方面

66 昭和田年11月 広島市心身障害児福祉センター

67 昭和53年11月 段原地区

68 昭和田年11月 矢賀から安芸郡府中町

69 昭和53年11月 広島市植物公園

70 昭和53年11月 広島市安佐動物公園

71. 72 昭和54年10月 吉島上空から市街地を望む

73 昭和54年10月 広島港から北方面

74、75 昭和54年10月 平和記念公園から基町方面

76 昭和54年10月 広島市民球場から北方面

77、78 昭和54年10月 広島空港周辺

79、80 昭和54年10月 庚午・己斐一帯

81、82 昭和54年10月 鈴が峰住宅団地

83 昭和54年10月 西部開発事業

84、85 昭和54年10月 大州から北西方面

86、87 昭和54年10月 安古市町・佐東町

88、89 昭和54年10月 両陽ニュータウン

90 昭和54年10月 可部町

91、92 昭和55年5月 広島湾上空から市街地を望む

94 昭和55年11月 広島湾のカキ筏

95、96 昭和55年5月 平和記念公園

97 昭和51年11月 両須上空から東方面を望む

98 昭和50年10月 佐東町から安古市方面

99 昭和54年10月 可部町

100 昭和55年5月 大手町から基町方面

101、102 昭和55年5月 中央公園

103 昭和55年5月 広島城上空から南方面を望む

104、1日5 昭和55年5月 比治山公園周辺

106、107 昭和55年5月 吉島町から北方面

108、109 昭和55年5月 広島大学本部から南方面

110、111 昭和55年5月 中央卸売市場から西方面

112、113 昭和55年5月 中央卸売市場食肉市場周辺

114、115 昭和55年5月 広島駅周辺

116、117 昭和55年5月 段原地区

118 昭和55年5月 西部開発事業

119 1～2 昭和55年5月 祇園新道予定地

12口、 121 昭和54年10月 船越町から安芸郡海田町

122～124 昭和56年10月 平和記念公園

125、126 昭和田年10月 中央公園周辺

127、128 昭和田年10月 中日生橋から基町

129、130 昭和田年10月 市役所庁舎

131、132 昭和田年10月 広島大学本部から東方面

133～136 昭和田年10月 広島大学工学部周辺

137 昭和田年10月 西部開発事業

139、140 昭和田年10月 段原地区

141、142 昭和55年10月 稲荷町交差点から北方面

143, 144 昭和田年10月 広島駅周辺

145 昭和田年10月 広島市児童総合相談センター

147～149 昭和田年10月 中央卸売市場中央市場

150 昭和55年5月 広島湾上空から市街地を望む
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分類 ファイル番号 撮影時期 '.$! イ ト Jレ

J1 151、152 昭和田年10月 中央卸売市場東部市場全景

153、154 昭和田年10月 江波下水処理場

155、156 昭和56年10月 大州下水処理場

157、158 昭和57年11月 平和記念公園から北方面

159、160 昭和57年11月 平和大通り 西から東方面

161、162 昭和57年11月 中央公園一帯

163、164 昭和57年11月 広島城上空から南方面を望む

165、166 昭和57年11月 紙屋町から八丁堀方面

167、168 昭和57年11月 広島空港

169、170 昭和57年11月 牛田浄水場

171, 172 昭和57年11月 段原地区

173、174 昭和57年11月 佐東町上空から市街地を望む

175、176 昭和57年11月 沼田町

177、178 昭和57年11月 両陽ニュータウン

179、180 昭和57年11月 可部町

181、182 昭和57年11月 似島臨海野外活動センター予定地

183、184 昭和58年 8月 祇園町上空から市街地を望む

185 昭和58年B月 平和記念公園

186 昭和55年5月 平和記念公園

187、188 昭和58年8月 相生橋から東方面

189、190 昭和田年8月 中央公園

191、192 昭和58年8月 比治山公園

193 昭和58年8月 西部開発事業

195、196 昭和58年8月 広島市植物公園

197、198 昭和田年8月 沼田町

199、200 昭和58年8月 広島市安佐動物公園

201、202 昭和田年8月 広島北ジヤンクション一帯

203 昭和59年日月22日 広島湾上空から市街地を望む

204 昭和田年9月22日 基町から西方面

205 昭和59年9月22日 広島城周辺

206 昭和59年9月22日 稲荷橋上空から西方面を望む

207 昭和田年9月22日 縮景園

208 昭和59年9月22日 祇園町から佐東町

209 昭和59年9月22日 安古市町から東方面

210、219 昭和60年日月 似島上空から市街地を望む

211, 217 昭和的年6月 広島城上空から南方面を望む

212、218 昭和60年6月 広島修道大学から安古市方面

213、220 昭和6C年6月 祇園から市街地

214、221 昭和6C年6月 平和記念公園上空から北方面を望む

215 昭和60年6月 五日市から海田方面

216 昭和60年6月 西部開発から東方面

222 昭和60年3月10日 五日市

223 昭和60年3月10目 沼田町から安古市方面

224 昭和61年2月 福田上空から市街地を望む

225 昭和61年6月 基町上空から北方面を望む

226 昭和60年 平和記念公園上空から北方面を望む

227 昭和田年12月 五日市南から北方面

228 昭和田年5月 平和大通り西から東方面

229 昭和55年5月 原爆ドームから広島駅方面

230、245 昭和63年 佐東町から安古市方面

231 昭和63年 中央公園から南方面

232 昭和63年 紙屋町周辺
233 昭和63年 佐東町上空から市街地を望む

234 昭和63年 基町から宇品方面

235 昭和63年 段原地区
236 昭和63年 平和記念公閣から北方面

237 昭和63年 沼田から安古市方面
238 昭和63年 西部丘陵都市
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分類 ファイル番号 撮影時期 $! イ ト Jレ

J 1 239 昭和6~年 可部地区

240 昭和63年 牛田浄水場

241 昭和63年 安芸地区憩の森

242 昭和63年 西部開発から東方面

243 昭和63年 沼田から市中心部

244、252 昭和田年 海と島の博覧会会場

246 昭和63年 都町市営住宅

247 昭和63年 西部開発全景

248 昭和63年 広島空港

249 昭和63年 西部商業街区

250 昭和63年 平和大通り

251 昭和63年 広島駅周辺

253 昭和63年 現代美術館

254 昭和田年 広島城

255 昭和63年 広島大学工学部跡地

256 平成元年 矢野上空から西方面を望む

257 平成元年 似島上空から市街地を望む

258 平成百年 五日市上空から東方面を望む

259 平成元年 安佐南区上空から市街地を望む

260 平成元年 神田山やすらぎ園

261 平成元年 西部商業街区

262、263 平成元年 海と島の博覧会会場

264 平成元年 玖谷埋立地

265 平成百年 福島地区市営住宅

266 平成元年 広大工学部跡地

267 平成元年 森林公園（昆虫館）

268 1 平成z年 森林公園

268-2 平成元年 広島広域公園

269 平成元年 安芸区中野付近

270 平成元年 二葉の里から牛閏方面

271 平成元年 大芝から祇園方面

272 平成元年 安古市から沼田方面

273 平成元年 矢野から海田方面

274 平成元年 沼田から安古市方面

275 平成元年 大芝から佐東町方面

276 平成元年 佐伯区

277 平成フロ年 安芸区

278 平成元年 佐東町から可部方面

279 平成z年 西部開発から中広方面

280 平成元年 似島上空から市街地を望む

281、293 平成z年 比治山から牛田方面

282 平成フロ年 安佐工業団地

283 平成フE年 段原再開発地区

284 平成耳年 五日市駅周辺

285 平成フロ年 祇薗区画整理地区

286 平成フ百年 古川区画整理地区

287 平成元年 平和記念公園

288 平成z年 平和大通り

289 平成元年 中央公閏から南方面

290 平成元年 本川町から段原方面

291 平成元年 鷹野橋上空から紙屋町方面

292 平成元年 広島城

294 平成元年 広島駅周辺

295 平成元年 広島湾上空から市街地を望む

296 平成2年 平和公園

297 平成2年 中央公園から南方面

298 平成2年 平和大通り

299 平成2年 紙屋町から八丁堀
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分類 ファイル番号 撮影時期 ~ イ ト Jレ

J 1 3日D 平成2年 紙屋町

301 平成2年 広島城

302 平成2年 福島・都町市営住宅

303 平成2年 比治山

304 平成2年 広島駅周辺

305 平成2年 祇園新道

306 平成2年 千田町から南観音方面

307 平成2年 佐東町から安古市方面

308 平成2年 沼田上空から南東方面を望む

309 海田湾から南東方面を望む

310 平成2年 広島湾（東から西）

311 平成2年 海田湾

312 平成2年 沼田から安古市

313 沼田上空から市街地を望む

314 平成2年 五日市沖

315 平成2年 宇品港から北方面

316 平成2年 鶴見橋から牛田方面

317 瀬野川公園

318 平成2年 広島大学工学部跡地

319 平成2年 広島広域公園

320 平成2年 アステールプフザ

321 平成2年 金座街地区

322 平成2年 五日市駅

323 平成2年 段原地区

324～326 平成4年3月 都.t;、部デノレタ

]2 501 昭和32年4月3日 一葉山山頂から市内を望む

5日2 昭和32年4月3日 仁保町から広島港を展望

503 昭和33年 6月24日 紙屋町交差点付近

5t4 昭和33年12月l日 大茶日山から市内を望む

scs 昭和34年 1月29日 紙屋町付近

5C6 昭和34年 2月23日 紙屋町付近

5C7-l 昭和35年3月17日 広島相互銀行屋上から八丁堀を望む

507-2 昭和36年 広島県序

508 昭和36年10月10日 大州町

509、510-1 昭和36年12月4日 一葉山から市内を望む

510-2 昭和37年 中国新聞社

510-3 昭和37年 1月24日 護国神社

511 昭和37年 6月4日 八丁堀交差点

512 昭和37年 6月 毎日会館の全景（八丁堀）

513 昭和37年 八丁堀

514 昭和39年5月 広島城から南方面を望む

515、516 昭和39年7月 福屋屋上から西方を望む

517 昭和45年2月6日 東雲町付近
518 昭和45年2月6日 出島町付近
519 1 昭和45年2月27日 商工会議所屋上から大手町を望む一
519-2 昭和45年2月27日 商工会議所屋上から本川方面を望む
520 昭和45年2月27日 大手町付近
521 1 昭和45年 2月 商工会議所屋上から紙屋町を望む
521『 2～4 昭和46年 1月18日 住友銀行
522、523 昭和46年 1月28日 新庄町から祇園町を望む
524 昭和46年 2月10日 比治山町付近
525 昭和46年 2月10日 橋本町・峨町付近
526、529-1～2 昭和46年2月10日 銀山町付近
527 昭和46年 2月10日 段原付近
528 昭和46年 2月10日 平塚町付近
529-3 昭和46年 2月24日 広島ガス
529 4 昭和46年2月25日 広島ガス
530 昭和46年2月27日 紙屋町付近
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J2市内風景 ]3市民生活 J4スポーツ

分類 ファイル番号 撮影時期 11 イ ト Jレ

J2 531 昭和46年4月26日 南観音町

532 昭和46年4月26日 吉島町

533 昭和46年8月31日 牛田神田山から市内を望む

534 昭和47年3月13日 大手町から原爆ドームを望む

535 昭和47年9月 ニ滝山から横川を望む

536 昭和49年3月13日 胡町から紙屋町を望む

537 昭和49年3月 白島町から広島駅方面を望む

538 昭和49年3月 自島町から機町を望む

539-1 昭和49年5月4日 商工会議所から八丁堀を望む

539 2 昭和50年2月 広島駅付近

540 昭和53年11月 基町・祇園町方面

541 1 昭和田年11月 佐伯郡廿日市町・五日市町方面

541 2 昭和56年 6月 比治山から平和大通りを望む

542 昭和58年3月 紙屋町交差点

544 昭和田年3月 広島駅前広場

545 昭和58年3月 中電屋上から平和公園方面

546 昭和田年3月 広島駅前大橋

547 昭和58年4月 西広島駅前広場

548 昭和田年4月 安藤ピノレ屋上から基町・相生橋方面

549 昭和58年4月 稲荷橋、鶴見橋、百メートノレ道路、昭和町方面、 R橋川上流

550 昭和58年4月 金屋町

551 昭和田年4月 明治生命ピノレ屋上から基町・八丁堀・比治山方面

552 昭和58年4月 倉本ピノレ屋上から猿猿橋町方面

553 昭和58年4月 商工会議所屋上から八丁堀方面

554 昭和田年4月 婦人教育会館屋上から八丁堀方面

555 昭和58年4月 宇品一帯

556 昭和58年4月 本通り商店街

C守 557 昭和田年4月 段原地区、大正橋交差点

558 昭和58年4月 かずもとピノレ屋上から的場緑地帯

559 昭和58年4月 中電屋上から市役所・比治山方面

560 1 昭和58年4月 並木通り

561 昭和58年4月 天満屋百貨店屋上から八丁堀を望む

563 昭和58年4月 本川町浜本ピノレから基町方面を望む

]3 501 昭和35年11月1日 福屋百貨店（店内）

502 昭和36年7月20日 福屋百貨店（店内）

503、504 昭和36年7月28日 水泳風景

505 昭和38年 福屋百貨店

5C6 昭和43年3月ごろ 福屋屋上遊園地

507 昭和54年4月ごろ お花見風景

J4 501 大棺撲広島場所記念植樹式

502 大鵬の植樹風景

503、504 大相撲広島準本場所優勝旗

505 昭和35年2月10日 広島県立体育館広島市設置期成同盟の結成大会

506、507 昭和36年4月20日 広島県立体育館起工式

508 昭和36年5月9日 広島県立体育館模型

509、510 昭和36年5月21日 第3回市民体育祭

511 昭和37年 1月18日 建設中の県立体育館

512 昭和37年6月2日 広島県立体育館落成式

513 昭和38年5月26日 第5田市民体育祭

514、515 昭和39年 オリンピック記念植樹式

516～525 昭和54年7月 中央公園ファミリープーノレ
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元号・西暦対照表

元 号 西暦 元号 西暦 元号 西暦

昭和26 1951 昭和44 1969 昭和62 1987 

昭手口27 1952 昭和45 1970 BBf口63 1988 

昭和28 1953 BBf口46 1971 
(1. 8) 

1989 
平成元

昭和29 1954 昭手口47 1972 平成2 1990 

昭和30 1955 昭和48 1973 平成3 1991 

s:g手口31 1956 昭和49 1974 平成4 1992 

BBf日32 1957 昭和50 1975 平成5 1993 

昭和33 1958 昭和51 1976 平成6 1994 

昭和34 1959 BBf日52 1977 平成7 1995 

昭和35 1960 昭和53 1978 平成8 1996 

昭和36 1961 昭和54 1979 平成9 1997 

日目手口37 1962 昭和55 1980 平成10 1998 

s:g手口38 1963 昭和56 1981 平成11 1999 

昭和39 1964 昭和57 1982 平成12 2000 

昭和40 1965 BBf日58 1983 平成13 2001 

昭和41 1966 日否平日59 1984 平成14 2002 

昭和42 1967 昭和60 1985 平成15 2003 

昭和43 1968 昭和61 1986 平成16 2004 
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