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広島県立文書館

凡 　例

1 本目録には，広島県青年連合会文書を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 　本文書群の群番号（199507）と，この項目の記号を
組み合わせたものが請求記号になる。
　【例】 　2 　→ 　199507／2

表 　題 　資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは
適宜付与し［ 　］書きで表記した。内容等で補記すべきもの
があれば（ 　）で補った。

年 　代 　資料表題に記された作成および内容年を西暦で表記
した。

作 　成 　資料に授受関係のあるものは → で結んで表記した。
形 　態 　資料の形態（もしくは印字の方法）を記し，必要に応じて
（ ）書きで版形と頁数を補記した。また（ホ）とあるのはホ
チキス綴じを表わす。

数 　量 　資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

広島県立文書館ホームページ

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/index.htm


【文書群概要】

広島県青年連合会
ひろしまけんせいねんれんごうかい

文書 （請求記号 199507）

広島県青年連合会が活動遂行のため作成・収受した文書

出 　所 広島県青年連合会

出所地名 1. 広島市観音町 　2. 広島市東区光町

分 　量 356点

組織歴 広島県青年連合会は，県内の青年団の連合体で，昭和21年（1946）に発足した。

社会教育団体として行政（教育委員会）との関係が深い一方，青年団体の立場から，原水

爆禁止運動などの社会運動や市民運動に関与した。

収蔵までの経緯 広島県青年連合会文書は，昭和55年（1980）頃県史編さん室が借用し，

未返却のまま文書館に引き継がれ，平成 6年（1994）9月に文書館に寄託となった。文書の

下限が昭和45年（1970）であるのは，県史編さんに必要な文書のみ（昭和45年以降は通史

編の叙述対象外）を借用したからである。

年 　代 昭和21年（1946）～昭和45年（1970）

内 　容 広島県青年連合会（県青連）が，業務遂行のため作成・収受した文書で，大会

や役員会の記録，主催した各種行事の記録などとともに，「発翰綴」や「来翰綴」など往

復文書が大きな比重を占めている。往復文書の相手は，構成団体である郡市青年連合会，

行政，労働組合などさまざまな団体が含まれる。行政（主として広島県教育委員会）は青

年指導，青年団を通じた行政施策の浸透を図る目的で県青連と頻繁にやり取りしている。

また，県青連が県内の青年を代表する団体と目されたことから，労働組合や原水協，部落

解放同盟など各種の団体が県青連にコンタクトを図っている。したがって，こうした往復

文書によりこれら各種団体の状況を垣間見ることもできる。

関連史料 大部分が電子コピーにより複製化されている（複製資料番号 P01/17）。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」。複製は『広島県立文書館複製資料目録』

第 1集

参考資料 本文書群の一部は，『広島県史』近代現代資料編III（第六部－IV－ 1）（昭和

51年 3月）に掲載されている。本文書群を利用した研究として『広島県史』現代（ III五 4 ，

VI四 3）（昭和58年 3月）がある。

広島市の青年運動については，勝丸博行『若い軌跡 　広島復興青年運動史』（昭和39年

8月）にくわしい。また，広島市公文書館にその関係史料が所蔵されており，目録として

『広島市復興青年運動史料目録』が刊行されている。

（2000. 7.19記述／安藤福平）



広島県青年連合会文書（199507）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

1 昭和二十二年度 　往復文書綴 1947 広島県青年連合会 綴 1綴

2 昭和二十二年起 　参考綴 1947～ 広島県青年連合会 綴 1綴

3 昭和二十二年四月起 　公文往復綴 1947～ 広島市第一青年学校 綴 1綴

4 昭和二十一年度以降 　委員会講習会記
録簿 　附出席簿

1946～ 広島県青年連合会 綴 1綴

5 昭和二十一年以降 　規定綴 1946～ 広島県青年連合会 綴 1綴

6 通牒綴（発） 1948～1949 　 綴 1綴

7 昭和二十三年度 　会議出席関係書類 1948 広島県青年連合会 綴 1綴

8 第三回青年スポーツ大会 　各市郡連種
目別選手参加申込綴

1948 　 綴 1綴

9 昭和二十三年一月起 　往復参考文書一
件

1948 広島県青年館 綴 1綴

10 通牒綴（受）広島県内関係 　 　 綴 1綴

11 昭和二十二年九月十九日起 　中国地区
青年団体協議会関係書類

1947～ 広島県青年連合会 綴 1綴

12 昭和二十三年度 　委員会部会諸行事出
席者名簿

1948 広島県青年連合会 綴 1綴

13 昭和二十一年度 　一般文書 1946 広島県青年連合会 綴 1綴

14 昭和二十三年度 　委員会部会諸行事記
録簿

1948 広島県青年連合会 綴 1綴

15 昭和二十二年八月 　広島県青年館建設
後援会申込綴

1947 青年館建設後援会 綴 1綴

16 ［青年館土地建物紛争事件］
※一部分細目録あり

1949 　 袋 1袋

16/1 ◦青年館土地建物紛争事件報告書 1949.11.10 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B5，39頁）

16/2 ◦陳情書 1949.9.6 広島県青年連合会 ペン書 （B5，6頁）

16/3 ◦『県労働部長との第一次団体交渉速
記録』

1949.9.14 広島県青年連合会青年館対策
特別委員会

綴（クリップ）
（B4，8頁）

16/4 ◦契約書作製にあたっての記録 　 広島県青年連合会青年館対策
特別委員会

綴（クリップ）
（B4，11頁）

16/5 ◦労働学校長対策委員会対談記録 1949.10.2 広島県青年連合会青年館対策
特別委員会

綴（クリップ）
（B4，6頁）

16/6 ◦青年館対策委員会 1949.9.30 広島県青年連合会青年館対策
特別委員会

綴（クリップ）
（B4，11頁）

16/7 ◦青年連合会対労働部長青年館問題交
渉経過記録

1949.10.1 広島県青年連合会青年館対策
特別委員会

綴（クリップ）
（B4，8頁）

17 昭和二十四年度 　来翰綴 　対内関係 1949 広島県青年連合会 綴 1綴

18 昭和二十四年度 　来翰綴 　対外関係 1949 広島県青年連合会 綴 1綴

19 昭和二十四年度 　議事録 1949 広島県青年連合会 綴 1綴

20 昭和二十四年度 　報告書 1949 広島県青年連合会 謄写（ホ）
1冊（B5，52頁）

21 昭和二十四年度 　優良青年団体調査 1949 広島県青年連合会 綴 1綴

22 昭和二十四年度 　発翰綴 　県青発No1
～No62

1948 広島県青年連合会 綴 1綴

23 書類綴 1949～1950 米沢 綴 1綴

24 県青連経過資料 1948～1950 　 綴 1綴

25 昭和二十四年五月起 　日誌 1949 広島県青年連合会 綴 1綴

26 広島県農業便覧
※同一物 2冊あり

1949 広島県青年連合会農林部編 謄写
1冊（B4，63頁）

27 昭和二十四年九月八日起 　広島県青年
館土地建造物獲得に関する一件

1949 広島県青年連合会青年館対策
特別委員会

綴 1綴
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広島県青年連合会文書（199507）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

28 昭和二十四年度 　各郡市団役員名簿 1949 　 綴 1綴

29 広島県青年連合会発行 　青年連合新聞
綴 　自昭和二十四年八月二十一日 　九
十八号

1949 　 綴 1綴

30 昭和二十五年十一月十五日より昭和二
十六年三月二十三日まで 　発翰書綴

1950～1951 　 綴 1綴

31 文学座広島公演決算書 1950 　 綴 1綴

32 ［昭和二十二年七月起 　青年館附属移
動映写班一件］

1947～ 　 綴 1綴

33 昭和二十五年度 　女子部大会一件書類
綴

1950 広島県青年連合会女子部 綴 1綴

34 昭和二十五年十月二十八日 　第二回女
子部代表者会議出席者名簿

1950 広島県青年連合会 謄写（ホ）
1冊（B5，14頁）

35 昭和二十五年度 　国旗関係書類綴 1950 広島県青年連合会 綴 1綴

36 学校関係綴 1949～1951 広島県青年連合会 綴 1綴

37 各種学校認可申請書 1950 広島県青年連合会 綴 1綴

38 青年館 　財団法人関係 1950 　 綴 1綴

39 昭和二十五年度 　各郡市事業計画綴 1950 広島県青年連合会 綴 1綴

40 昭和二十五年起 　政経資料集 1950 広島県青年連合会政経部 綴 1綴

41 昭和二十五年 　雑書類綴 1950 　 綴 1綴

42 自昭和二十五年四月第一号至昭和二十
五年十一月第百二号 　発翰綴（ 1）

1950 　 綴 1綴

43 昭和二十五年度 　対外関係来翰綴 1950 　 綴 1綴

44 昭和二十五年十二月九日 　広島県青年
連合会第三回委員会議事録

1950 　 綴 1綴

45 昭和二十五年度 　平和大会関係書類 1950 広島県青年連合会 綴 1綴

46 昭和二十五年度 　文書綴対外関係 1950 　 綴 1綴

47 昭和二十五年度 　広島県青年連合会第
一回委員会議事録

1950 　 冊（ペン書）
1冊（B5，46頁）

48 議事録［第五回中国地区青年団体連絡
協議会］

1950 　 綴 1綴

49 昭和二十五年度 　対内関係来翰綴 1950 　 綴 1綴

50 昭和二十五年度 　青少年団体調査表 1950 広島県［県教委社会教育課］ 綴 1綴

51 自昭和二十六年六月二日至六月三日 　
昭和二十六年度第二回委員会

1951 広島県青年連合会 綴 1綴

52 昭和二十六年度 　文書綴 1951 　 綴 1綴

53 模擬県会一件 1951 政経部 綴 1綴

54 巡回映画班一件 1951 広島県青年連合会 綴 1綴

55 ［模擬県会日程・議案］
※一部分細目録あり

　 　 袋 1袋

55/1 ◦広島県青年模擬県会議案説明資料 　
台風ルースによる被害状況調

1951.12. 　 謄写 （B5，12頁）

55/2 ◦広島県青年模擬県会日程 1951.12.15 　 謄写（ホ）
（B5，27頁）

55/3 ◦模擬県会第 1号議案 　昭和26年度
広島県歳入歳出予算追加

　 　 謄写（ホ）
（B5，14頁）

55/4 ◦模擬県会資料 　昭和二十六年広島県
歳入歳出予算追加議案知事説明書

　 　 謄写（ホ）
（B5，4頁）

56 青年団演劇あれこれ―第十八回県下青
年大会から―審査員 　久保浩之
※同一物41冊あり，ペン書原稿あり

　 　 謄写（ホ）
1冊（B5，8頁）
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広島県青年連合会文書（199507）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

57 青年館収支表 　青年館運営会計・青年
連合会会計・青年館建設会計

　 　 綴 1綴

58 昭和二十七年四月 　広島県青年連合会
運営改善対策要項

1952 広島県青年連合会 謄写（ホ）
1冊（B5，26頁）

59 二十六年役員名簿 　 　 綴 1綴

60 政経資料［他団体機関紙集録］ 　 広島県青年連合会政経部 綴 1綴

61 昭和二十六年 　社会教育委員会々議案
（五月定例会議）

1951 広島県社会教育委員会 謄写（ホ）
1冊（B5，8頁）

62 昭和二十七年五月二十四日 　平和条約
発効記念広島県青年婦人大会

1952 広島県青年連合会事務局 綴 1綴

63 昭和二十七年度 　（常任）委員会議事
録

1952 広島県青年連合会事務局 綴 1綴

64 昭和二十六年度 　予算一件 1951 米沢事務局長 綴 1綴

65 昭和二十七年度 　公明選挙一件 1952 広島県青年連合会 綴 1綴

66 昭和二十六年十一月九日 　社会教育委
員会会議録

1951 広島県教育委員会社会教育課 謄写（ホ）
1冊（B5，10頁）

67 昭和二十七年七月十日 　広島県社会教
育委員会々議録

1952 広島県教育委員会社会教育課 謄写（ホ）
1冊（B5，12頁）

68 昭和二十七年度 　第二回委員会提出書
類

1952 広島県青年連合会 謄写（ホ）
1冊（B5，42頁）

69 議案資料［模擬県会資料作成のための
参考資料］

1951 　 綴 1綴

70 郡別青少年団体一覧表 1951 　 綴 1綴

71 芳名録［広島県青年会関係］ 1948～1951 広島県青年連合会 綴 1綴

72 昭和二十七年度 　発翰綴 1952 広島県青年連合会 綴 1綴

73 社会教育 1950～1951 　 綴 1綴

74 昭和二十六年度 　発翰綴 1951 広島県青年連合会 綴 1綴

75 昭和二十六年度 　来翰綴 　対外関係 1951 　 綴 1綴

76 昭和二十七年五月十七日 　第一回常任
委員会出席者名簿

1952～ 広島県青年連合会 綴（ホ） 1綴

77 昭和二十七年度 　来翰綴（対内関係） 1952 広島県青年連合会 綴 1綴

78 昭和二十六年度 　来翰綴 　対内関係 1951 　 綴 1綴

79 昭和二十七年度 　来翰綴（対外関係） 1952 広島県青年連合会 綴 1綴

80 ［日誌 　昭和27年 6月22日～昭和29
年 3月30日］

1952～1954 　 綴 1綴

81 昭和二十八年度 　発翰綴 1953 広島県青年連合会 綴 1綴

82 第四回日本青年団協議会大会・大会速
報 　第 6号

1954 　 謄写（ホ）
1冊（B5，29頁）

83 昭和二十九年度 　青年・婦人団体にお
ける生産教育
※同一物 2冊あり

1954 広島県教育委員会社会教育課 謄写
1冊（B5，30頁）

84 昭和二十九年度 　日誌 1954～1955 　 綴 1綴

85 ［昭和二十九年度 　委員会議事録］
※一部分細目録あり

1954～1955 　 袋 1袋

85/1 ◦昭和二九年度第一回県青連委員会議
事録

1954.7.3 広島県青年連合会 綴 （B5，18頁）

85/2 ◦昭和二九年度第二回県青連委員会議
事録

1954.6.5 広島県青年連合会 綴 （B5，3頁）

85/3 ◦〔広島県青連1954年度執行部提出議
題〕

　 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B5，23頁）

85/4 ◦緊急役員会議々事録 1954.9.12 広島県青年連合会 綴 （B5，9頁）

85/5 ◦第二回県青連委員会議事録 1955.2.12 広島県青年連合会 綴 （B5，22頁）
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広島県青年連合会文書（199507）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

85/6 ◦第五回役員会議事録 　 広島県青年連合会 綴 （B5，9頁）

85/7 ◦昭和29年度最終委員会 1955.4.10 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B5，20頁）

85/8 ◦産業部長会議々事録 1954.9.11 　 綴 （B5，15頁）

85/9 ◦昭和29年度産業部活動概要書 1954 庄原市山内東青年連盟 謄写 （B4，3頁）

86 原爆・水爆禁止広島平和大会決議文 1954 　 謄写 1枚（B5）

87 原水爆禁止運動協議会議事録 1954 　 綴 1綴

88 青年団研究資料「青年学級と青年団
体」

1954 広島県双三郡吉舎町敷地青年
聨盟

謄写（ホ）
1冊（B5，9頁）

89 昭和二十九年度 　研究青年団申請書 1954 芦品郡網引村青年団 謄写（ホ）
1冊（B5，7頁）

90 広島県女子幹部講習会受講申込綴 1954 　 綴 1綴

91 特別地域青年生活実態調査票 1954 　 仮綴（印刷紙に書込）
1綴

92 地域青年生活実態調査票 1954 　 仮綴（印刷紙に書込）
1綴

93 特別地域（駐留軍基地）に対する関心
調査

　 日本青年団協議会青年団研究
所

仮綴（印刷紙に書込）
1綴

94 全国青年団総数および団員総数調査票 1953 　 仮綴（印刷紙に書込）
1綴

95 ［昭和二十八年度 　委員会議事録］
※一部分細目録あり

1953 　 袋 1袋

95/1 ◦昭和二十八第一回委員会次第 1953.5.23 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B5，11頁）

95/2 ◦昭和二十八年度最終委員会 1954.4.3 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B4，3頁）

95/3 ◦〔昭和二十八年度最終委員会記録〕 1954.4.3 広島県青年連合会 綴 （B5，4頁）

95/4 ◦広島県青連第三回役員会議事録 1953.11.7 広島県青年連合会 原稿用紙（ペン書）
（ 5枚）

95/5 ◦昭和二十八年度県青連最終委員会議
事録

3954.4.3 広島県青年連合会 綴 （B5，27頁）

96 広島県青年団体会議 1954 広島県青年連合会 綴 1綴

97 昭和二十九年十二月十二日 　広島県青
年団体会議一件書類綴

1954 広島県青年連合会 綴 1綴

98 昭和二十九年度 　功労者表彰名簿 1954 広島県青年連合会 綴 1綴

99 昭和二十九年度 　契約書綴 1954 広島県青年連合会 綴 1綴

100 昭和二十九年度 　来翰綴（対外） 1954 広島県青年連合会 綴 1綴

101 昭和二十九年 　各委員会出席簿 1954 広島県青年連合会 綴 1綴

102 昭和二十八年度 　来翰綴（対外関係） 1953 　 綴 1綴

103 昭和二十九年度 　発翰綴 1954 　 綴 1綴

104 昭和二十九年度 　最終委員会一件書類
綴 　昭和三十年四月十日於青年会館

1954 広島県青年連合会事務局 綴 1綴

105 ［第三回日本青年団協議会大会］ 1953 　 綴 1綴

106 昭和二十八年度 　来翰綴（対内関係） 1953 　 綴 1綴

107 昭和三十年度 　各種会議出席簿 1955 広島県青年連合会 綴 1綴

108 昭和三十年度 　執行委員会議事録 1955 　 綴 1綴

109 昭和三十年度 　第二回委員会一件綴 1955 　 綴 1綴

110 昭和三十年度 　最終委員会兼青年館払
下特別委員会

1955 広島県青年連合会 綴 1綴

111 昭和三十年度 　第一回委員会一件綴 1955 広島県青年連合会 綴 1綴

112 昭和三十年度 　発翰綴 1955 広島県青年連合会 綴 1綴
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113 昭和三十年度 　来翰綴（対内） 1955 広島県青年連合会 綴 1綴

114 昭和三十年度 　文化体育産業各部長会
議一件綴

1955 広島県青年連合会 綴 1綴

115 拡大執行委員会 1954 　 綴 1綴

116 昭和三十年度 　日誌 1955 　 綴 1綴

117 昭和三十年三月二十日 　広島県女子青
年問題研究会一件書綴

1955 広島県青年連合会 綴 1綴

118 昭和三十年度 　郡市青連名簿 1955 広島県青年連合会 綴 1綴

119 昭和三十年度 　第二回県下青年問題研
究集会出席者名簿

1955 広島県青年連合会 綴（ホ） 1綴

120 昭和三十年度 　青年団体会議一件綴 1955 　 綴 1綴

121 昭和三十年度 　第一回県下青年幹部講
習会一件綴

1955 広島県青年連合会 綴 1綴

122 昭和三十年度 　研究社会教育団体資料
一件綴

1955 広島県青年連合会 綴 1綴

123 女子幹部講習会資料 1955 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

謄写（ホ）
1冊（B5，35頁）

124 ［佐伯郡青年研修会一件］
※一部分細目録あり

1955 　 袋 1袋

124/1 ◦佐伯郡青年研修会 1955.7.16～17 佐伯郡青年連合会・広島県教
育委員会

謄写（ホ）
（B5，10頁）

124/2 ◦佐伯郡青年研修会資料 1955.7.16～17 佐伯郡青年連合会・広島県教
育委員会

謄写（ホ）
（B5，10頁）

125 昭和三十年度 　来翰簿及び発翰簿 1955 　 綴 1綴

126 ［優良青年団推薦書］ 1955 　 袋 1袋

127 昭和二十九年度 　来翰綴（対内） 1954 　 綴 1綴

128 昭和三十一年度 　八・六大会一件 　中
青協会議一件 　会議出席者名簿 　機関
紙原稿綴

1956 広島県青年連合会 綴 1綴

129 昭和三十一年度 　青年研究大集会一件 1956 広島県青年連合会 綴 1綴

130 昭和三十一年度 　来翰綴（対外） 1956 広島県青年連合会 綴 1綴

131 昭和三十一年度 　来翰綴（県教委社） 1956 広島県青年連合会 綴 1綴

132 ［昭和三十三年度 　青年団体役員名簿・
行事表］

1958 　 綴 1綴

133 昭和三十一年十一月 　日印勤労青年交
換計画一件

1956 広島県青年連合会 綴 1綴

134 昭和三十一年度 　委員会一件役員会議
一件綴

1956 広島県青年連合会 綴 1綴

135 昭和三十一年度 　県青連役職員出張簿 1956 広島県青年連合会 綴 1綴

136 昭和三十一年度 　海外視察報告活動一
件

1956 広島県青年連合会 綴 1綴

137 昭和三十一年度 　契約書類一件綴 1956 広島県青年連合会 綴 1綴

138 昭和三十一年度 　日青協会議 1956 広島県青年連合会事務局 綴 1綴

139 ［雑書類］
※一部分細目録あり

1955～1956 　 袋 1袋

139/1 ◦〔優良青年団表彰について〕 1955.3.15 中庄青年団長村上利清→広島
県青年連合会委員長高橋旭殿

仮綴（クリップ）
（B5）

139/2 ◦〔優良青年団推薦の件〕 1955.3.24 豊田郡青年連合会委員長中山
茂→広島県青年連合会委員長
殿

仮綴（クリップ）
（B5）

139/3 ◦〔広島県青連発通知文〕 　 広島県青年連合会委員長→各
郡市・各町村青年連合会委員
長殿

7



広島県青年連合会文書（199507）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

140 昭和三十一年 　県下青年生活問題集会
一件

1956 広島県青年連合会事務局 綴 1綴

141 昭和三十一年度 　第十一回県下青年大
会一件綴

1956 広島県青年連合会事務局 綴 1綴

142 昭和三十一年七月起 　沖縄問題一件 1956 沖縄問題解決広島県協議会 綴 1綴

143 昭和三十一年度 　広島県生産県民運動
推進連絡協議会一件

1956 広島県青年連合会 綴 1綴

144 昭和三十一年度 　発翰綴 1956 広島県青年連合会 綴 1綴

145 昭和三十一年度 　日誌 1956 広島県青年連合会 綴 1綴

146 昭和三十一年度 　来翰綴（対内） 1956 広島県青年連合会 綴 1綴

147 昭和三十年度 　来翰綴（対外） 1955 　 綴 1綴

148 昭和三十二年度 　来翰（対外） 1957 　 綴 1綴

149 昭和三十二年度 　日誌綴 1957 　 綴 1綴

150 昭和三十二年度 　来翰（対内） 1957 　 綴 1綴

151 ［昭和三十二年度 　大会・理事会議事
録］

1957 　 綴 1綴

152 昭和三十二年度 　団員登録 1957 　 綴 1綴

153 昭和三十二年度 　社会教育綴 1957 　 綴 1綴

154 自一九五七年七月二十八日至一九五七
年八月十一日 　第 6回青年学生平和友
好祭報告書

1957 日本青年団協議会 謄写（ホ）
1冊（B5，81頁）

155 昭和三十二年度 　発翰簿・来翰簿・事
業経過報告・青年館月計表・青年連合
会月計表

1957 　 綴 1綴

156 昭和三十二年度 　友好祭中ブロ綴 1957 　 綴 1綴

157 昭和三十二年度 　発翰綴 1957 　 綴 1綴

158 昭和三十三年度 　来翰（対外） 1958 　 綴 1綴

159 昭和三十三年度 　会議一件 1958 　 綴 1綴

160 昭和三十三年度 　来翰（対内） 1958 　 綴 1綴

161 昭和三十三年度 　教委来翰（社教関
係）・昭和三十三年度 　発翰一件

1958 　 綴 1綴

162 昭和三十三年度 　日誌 1958 　 綴 1綴

163 昭和三十三年度 　団員登録 1958 　 綴 1綴

164 広島県青年連合会第二回定期大会 1958 　 謄写
1冊（B5，68頁）

165 ［青年団機関誌綴］ 1955～1957 　 綴 1綴

166 同和教育の実践 1958 広島県同和教育研究協議会 活版
1冊（A5，214頁）

167 昭和三十四年度 　青年大会一件 1959 　 綴 1綴

168 広島県青年連合会第三回定期大会 1959 　 謄写
1冊（B5，51頁）

169 昭和三十四年度 　青少年問題協議会一
件・県教委来翰（社教関係）［合綴］

1959 　 綴 1綴

170 昭和三十四年度 　来翰（対内）・発翰
来翰［合綴］

1959 　 綴 1綴

171 昭和三十四年度 　団員登録 1959 　 綴 1綴

172 昭和三十四年度 　県青連加盟団役員名
簿・各会議録

1959 　 綴 1綴

173 昭和三十三年度 　学習会綴 1958 　 綴 1綴

174 昭和三十四年度 　来翰（対外） 1959 　 綴 1綴

175 昭和三十四年度 　日誌 1959 　 綴 1綴
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176 昭和三十四年度 　日青協来翰 1959 　 綴 1綴

177 昭和三十四年度 　発翰・学習会一件
（合綴）

1959 　 綴 1綴

178 〔昭和三十五年度 　第四回理事会〕
※一部分細目録あり

1960 　 袋 1袋

178/1 ◦世界青年会議第八回常任委員会報告
書

1960.10.1 日本青年団協議会 謄写 （B5，6頁）

178/2 ◦第三回理事会議事概要 1960.7.29～30 日本青年団協議会 謄写 （B5，11頁）

178/3 ◦第四回理事会諸報告資料 1960.12.1～2 日本青年団協議会 謄写 （B5，32頁）

178/4 ◦第六回原水爆禁止世界大会報告書 　
理事会報告資料十三号

1960.8.2～9 日本青年団協議会 謄写 （B5，18頁）

178/5 ◦〔公明選挙実現するための候補者ア
ンケート及び送付状〕

1960.10.28 選挙法を守る運動青年団体会
議→ 　殿

活版
（B5，1頁 B4，1頁）

178/6 ◦第四回理事会議案 1960.12.1～2 日本青年団協議会 謄写 （B5，14頁 ）

178/7 ◦世界青年研究集会準備会報告と日青
協の態度

1960.12.1 日本青年団協議会 謄写（ホ）
（B5，23頁）

178/8 ◦一般会計収支計算表 　昭和35年 9
月30日現在

196.9.30 日本青年団協議会 謄写（ホ）
（B5，5頁）

179 第三回理事会諸報告議案資料 1960 日本青年団協議会 謄写
1冊（B5，27頁）

180 昭和三十五年度 　来翰控簿 1960 　 綴 1綴

181 団員登録簿 1960 　 綴 1綴

182 ［昭和三十五年度 　日誌］ 1960 　 綴 1綴

183 ［昭和三十五年度 　発翰綴］表紙「昭
和二十七年度 　本庁予算送付簿

1960 　 綴 1綴

184 ［昭和三十五年度 　来翰（対外）］ 1960 　 綴 1綴

185 来翰（対外）綴 1960 　 綴 1綴

186 常任理事会綴 1960 　 綴 1綴

187 ［昭和三十五年度 　大会・理事会］ 1960 　 綴 1綴

188 青少年問題協議会 1960 　 綴 1綴

189 ［昭和三十五年度 　来翰（教委）］ 1960 　 綴 1綴

190 来翰（対内） 1960 　 綴 1綴

191 昭和三十七年度 　対外綴 1962 広島県青年連合会 綴 1綴

192 昭和三十七年度 　日青協関係綴 1962 広島県青年連合会 綴 1綴

193 昭和三十七年度 　県青連書類綴 1962 熊谷用 綴 1綴

194 昭和三十七年度 　大会及び理事会議事
録

1962 　 綴 1綴

195 昭和三十七年度 　対内来翰綴 1962 広島県青年連合会 綴 1綴

196 昭和三十七年度 　発翰綴 1962 広島県青年連合会 綴 1綴

197 昭和三十七年度 　団員登録 1962 広島県青年連合会 綴 1綴

198 青年教育のために 　青年団体・青年学
級の問題を求めて

1962 広島県教育委員会（社会教育
課）

活版
1冊（A5，54頁）

199 広島県青年連合会第六回定期大会 1962 　 謄写
1冊（B5，52頁）

200 社会教育をすすめるために（昭和37年
度社会教育行政資料）

1962 広島県教育委員会 謄写
1冊（B5，253頁）

201 指導者講習会並県政講習会出席者名簿 1961 　 綴 1綴

202 昭和三十六年度 　団員名簿 1961 広島県青年連合会事務局 綴 1綴

203 昭和三十七年 　発翰文書 1962 　 綴 1綴
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204 〔昭和三十六年度 　諸記録〕
※一部分細目録あり

1961 　 袋 1袋

204/1 ◦声明書〔広島県青年連合会と三原市
青年連合会の統一〕
※広島県青年連合会事務局封筒入り

1962.3.10 広島県青年連合会長小森龍邦
　三原市青年連合会長岡田哲
則

カーボン複写
（B4，1頁）

204/2 ◦第二回常任理事会 1962.6.2～3 広島県青年連合会 綴（ペン書）
（B5，6頁）

204/3 ◦第八回全国青研出席者名簿・第八回
広島県青年研究集会参加者名簿

　 広島県青年連合会 仮綴
（B5，1頁 B4，1頁）

204/4 ◦第三回常任理事会議事録 1962.6.12 広島県青年連合会 罫線（ペン書）
（B5，5頁）

204/5 ◦広島県青年キャンプ大集会参加者名
簿 　於竹原市大久野島
※同一物16枚あり

1961.7.15～17 　 謄写 （B4，1頁）

204/6 ◦中国地区青年団球技大会野球の部広
島県予選会兼広島県青年団野球大会
開催について
※同一物 6枚あり

1961.9.9 広島県青年連合会長小森龍邦 謄写 （B4，1頁）

205 昭和三十六年度 　第五回定期大会議事
録

1961 　 綴 1綴

206 〔昭和三十八年 　脚本控〕
※一部分細目録あり

1963 　 袋 1袋

206/1 ◦ 1963年度演劇脚本 　Going My
Way 　創作者 　梅田敬二

　 大長自治青年会 謄写（ホ）
（B5，18頁）

206/2 ◦はだしの青春 　一幕 　宮本研原作 　 世羅町青年連合会 謄写（ホ）
（B5，53頁）

206/3 ◦昭和三十八年度敬老会参加 　乞食の
歌 　津上忠作

　 竹原青年団演劇部 謄写（ホ）
（B5，40頁）

206/4 ◦田植 　作桑田しげただ
※同一物 2冊あり

　 熊野演劇部 謄写（ホ）
（B5，36頁）

206/5 ◦昭和三十八年度演劇脚本 　縁談
※同一物 2冊あり

　 東村町青年連盟 謄写（ホ）
（B5，22頁）

206/6 ◦第18回広島県大会演劇出演申込（別
紙）書
※同一物 2冊あり

　 山県郡青年連合会長村竹文生 カーボン複写
（B4，2頁）

207 昭和三十八年度 　発翰綴 1963 広島県青年連合会 綴 1綴

208 ［昭和三十八年度 　来翰（対外）］ 1963 　 綴 1綴

209 昭和三十八年度 　事務局日誌 1963 広島県青年連合会 綴 1綴

210 広島県青年連合会第七回定期大会 1963 　 謄写
1冊（B5，17頁）

211 昭和三十八年度 　県下中央幹部研修会
一件

1963 広島県青年連合会 綴 1綴

212 昭和三十八年度 　原水協関係綴 1963 　 綴 1綴

213 昭和三十八年度 　対外来翰綴 1963 広島県青年連合会 綴 1綴

214 昭和三十八年度 　対内来翰綴 1963 広島県青年連合会 綴 1綴

215 会報 　33号 1963 平和と学問を守る大学人会 謄写（ホ）
1冊（B5，8頁）

216 第 8回広島県若い女性の集い 1963 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

謄写（ホ）
1冊（B5，28頁）

217 昭和三十九年度 　広島県新生活運動推
進大会

1964 広島県新生活運動協議会 謄写
1冊（B5，55頁）

218 昭和38年度広島県青年中央幹部研究
集会事業報告書・県下青年生活実態調
査事業報告書

1963 　 綴 1綴

10
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219 昭和三十九年度 　団員登録簿 1964 　 綴 1綴

220 昭和三十九年度 　対外関係文書綴 1964 広島県青年連合会 綴 1綴

221 昭和三十九年度 　県青連加盟団役員名
簿

1964 　 綴 1綴

222 昭和三十九年度 　発翰綴 1964 広島県青年連合会 綴 1綴

223 昭和三十九年度 　対外来翰綴 1964 広島県青年連合会 綴 1綴

224 行事予定表 1964 広島県青年連合会 冊（印刷紙に書込）
1冊

225 昭和三十九年度 　県教委関係文書綴 1964 　 綴 1綴

226 広島県青年連合会第八回定期大会 1964 　 謄写
1冊（B5，53頁）

227 昭和三十九年度 　対内来翰綴 1964 広島県青年連合会 綴 1綴

228 昭和三十八年度 　団員登録名簿 1963 　 綴 1綴

229 〔定期大会資料〕
※一部細目録あり

1962 　 袋 1袋

229/1 ◦広島県青年連合会第六回定期大会 1962.5.26～27 広島県青年連合会 謄写 （B5，52頁）

229/2 ◦〔提出された委任状〕 　 　

229/3 ◦広島県青年連合会第七回定期大会議
事録

　 山県郡青年連合会平田俊春 　
松永市青年連合会吉浦忠士

綴（鉛筆書）
（B4，6頁）

230 〔昭和三十九年一月十七日～十九日 　
第十回青研集会レポート〕
※一部細目録あり

1964 広島県青年連合会 袋 1袋

230/1 ◦第十回広島県青年研究集会開催要項 　 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

原稿用紙（ペン書）
（ 5枚）

230/2 ◦広島県青年研究発表集 1961.1. 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

謄写 （B5，76頁）

231 ［三次市女子研修会］ 1962 三次市教育委員会・三次市青
年連合会

仮綴（ホ） 1綴

232 生活問題研修会 1964 三次市青年連合会・三次市婦
人協議会・三次市教育委員会

謄写（ホ）
1冊（B5，17頁）

233 ［昭和39年 1月17日～19日 　第十回
青年研究集会一件］
※一部細目録あり

1964 　 袋 1袋

233/1 ◦広島県青年研究集会討議資料
※同一物 4冊あり

1964.1.17～19 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

謄写 （B5，36頁）

233/2 ◦第十回青研集会討議記録簿 　第四部
門 9分科会
※未記入

1964.1. 広島県青年連合会 綴 （B5，20頁）

233/3 ◦第十回青研集会討議記録簿 　第一部
門 3分科会
※未記入

1964.1. 広島県青年連合会 綴 （B5，16頁）

233/4 ◦第十回青研集会討議記録簿 　第一部
門 1分科会

1964.1. 広島県青年連合会 綴 （B5，18頁）

233/5 ◦第十回青研集会討議記録簿 　第三部
門 7分科会

1964.1. 広島県青年連合会 綴 （B5，14頁）

233/6 ◦第十回青研集会討議記録簿 　第三部
門 8分科会

1964.1. 広島県青年連合会 綴 （B5，16頁）

233/7 ◦第十回青研集会討議記録簿 　分科会
報告・全体討議

1964.1. 広島県青年連合会 綴 （B5，20頁）

234 日本の独立のために即時沖縄を復帰さ
せよう! 　1964年 3月沖縄調査報告集

1964 長野県連合青年団編 謄写
1冊（B5，80頁）

235 昭和四十年度 　発翰綴 1965 広島県青年連合会 綴 1綴

236 昭和四十年度 　事務局日誌 1965 広島県青年連合会 綴 1綴
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237 〔昭和四十年度 　評議員会々議書類〕
※一部分細目録あり

1965 財団法人日本青年館 袋 1袋

237/1 ◦日本青年館総合案内 　 日本青年館 活版
（26×11.5，8頁）

237/2 ◦財団法人日本青年館 　昭和37年度
決算監査報告書

1963.10.17 日本青年館 謄写（ホ）
（B5，6頁）

237/3 ◦財団法人日本青年館 　昭和37年度
一般会計歳入歳出決算報告書

1963. 日本青年館 謄写（ホ）
（B5，16頁）

237/4 ◦財団法人日本青年館 　昭和37年度
特別会計決算書

1963. 日本青年館 謄写（ホ）
（B5，7頁）

237/5 ◦財団法人日本青年館 　昭和38年度
一般会計歳入歳出決算報告書

1964. 日本青年館 謄写（ホ）
（B5，14頁）

237/6 ◦財団法人日本青年館 　昭和38年度
特別会計決算書

1964.12.10 日本青年館 謄写（ホ）
（B5，5頁）

237/7 ◦昭和39年度財団法人日本青年館歳
入歳出予算書（案）

　 日本青年館 謄写（ホ）
（B5，6頁）

237/8 ◦昭和40年度財団法人日本青年館歳
入歳出予算書（案）

　 日本青年館 謄写（ホ）
（B5，7頁）

237/9 ◦昭和三十九年度（ 40年 2月末現在）
事業概要報告書

　 日本青年館 謄写（ホ）
（B5，20頁）

238 昭和四十年度 　団員登録名簿 1965 広島県青年連合会 綴 1綴

239 昭和四十年度 　支出関係書綴 1965 広島県青年連合会 綴 1綴

240 昭和四十年九月 　第20回県下青年大
会申込綴

1965 広島県青年連合会事務局 綴 1綴

241 ［昭和四十年度 　来翰（対内）］ 1965 　 綴 1綴

242 昭和四十年度 　対外関係文書綴 1965 広島県青年連合会 綴 1綴

243 昭和四十年度 　県教委関係綴 1965 広島県青年連合会 綴 1綴

244 研究室報 　No8 1965 日本青年館調査研究室 謄写
1冊（B5，45頁）

245 第11回広島県青年研究集会資料
※同一物 2冊あり

1965 広島県青年連合会 謄写
1冊（B5，56頁）

246 昭和四十二年度 　第22回広島県青年
大会兼第16回全国青年大会県予選会
要項

1967 広島県青年連合会ほか 謄写
1冊（B5，18頁）

247 ［昭和四十年度 　メモ］ 1965 　 仮綴 1綴

248 昭和四十年度 　三次市内青年大集会資
料

1965 三次市青年連合会 謄写（ホ）
1冊（B5，26頁）

249 広島県青年連合会第九回定期大会 1965 　 謄写
1冊（B5，38頁）

250 ［広島県青年連合会第九回定期大会一
件］

1965 　 綴 1綴

251 昭和四十年二月五日～ 　会議記録 1965 広島県青年連合会事務局 　　
熊谷利夫

ノート
1冊（B5，56頁）

252 ［昭和四十年 　日青協大会議案］ 1965 　 袋 1袋

253 昭和四十一年度 　友好団体関係綴 1966 広島県青年連合会 綴 1綴

254 昭和四十一年度 　事務局日誌 1966 広島県青年連合会 綴 1綴

255 昭和四十一年度 　県関係文書綴 1966 広島県青年連合会 綴 1綴

256 昭和四十一年度 　対内来翰綴 1966 広島県青年連合会 綴 1綴

257 昭和四十二年度 　発翰文書 1967 　 綴 1綴

258 昭和四十一年度 　収入簿 1966 広島県青年連合会 綴 1綴

259 昭和四十一年度 　広島県青年学級生学
習交流大会資料

1966 広島県教育委員会・広島市教
育委員会

謄写
1冊（A5，46頁）
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260 ［第12回原水爆禁止世界大会］
※一部分細目録あり

1966 　 袋 1袋

260/1 ◦第12回原水爆禁止世界大会 　大会
案内

1966.7.30～
8.9

原水爆禁止日本協議会 謄写 （B5，32頁）

260/2 ◦第十二回原水爆禁止世界大会の成功
をめざす全国青年学生総決起集会に
参加しよう―青年の力で第十二回原
水爆禁止世界大会を成功させよう―

1966.8.6 第十二回原水爆禁止世界大会
全国青年学生支持委員会

活版 （B4，1頁）

260/3 ◦第十二回原水爆禁止世界大会への日
本原水協一般報告

　 日本原水協 活版 （B5，4頁）

261 昭和四十二年度 　対内来翰綴 1967 広島県青年連合会 綴 1綴

262 ［昭和四十二年度 　友好提携協力団体
文書綴］

1967 　 綴 1綴

263 昭和四十二年度 　対外来翰綴 1967 広島県青年連合会 綴 1綴

264 昭和四十三年度 　広島県新生活運動協
議会総会提出資料
※一部分細目録あり

1968 　 袋 1袋

264/1 ◦昭和42年度新生活運動事業実績お
よび収支決算報告書

　 広島県新生活運動協議会 謄写 （B5，108頁）

264/2 ◦昭和43年度総会提出議案 1968.5.30 広島県新生活運動協議会 謄写 （B5，21頁）

264/3 ◦広島県新生活運動協議会 　規約 　名
簿

1967.6.16 広島県新生活運動協議会 謄写 （B5，7頁）

264/4 ◦新しい村づくり運動の推進について 　 広島県新生活運動協議会 活版 （B6，10頁）

264/5 ◦環境づくり市民運動の推進について 　 広島県新生活運動協議会 活版 （B6，8頁）

264/6 ◦よい仲間づくりのために 　 広島県新生活運動協議会 活版 （B6，86頁）

264/7 ◦明るい職場づくり’68 　運動のしお
り

　 呉市明るい職場づくり運動協
議会

活版 （B6，14頁）

264/8 ◦生活学校のしおり’68 　 呉市新生活運動協議会 活版 （B6，9頁）

264/9 ◦明日をつくるもの―背伸びした生活
態度を考える―

1968.3.10 新生活運動協会 活版 （B6，37頁）

264/10 ◦もりあがる市民運動 　国土美実践活
動事例集

　 新生活運動協会 活版 （B6，48頁）

264/11 ◦生活学校運動のしおり 　 新生活運動協会 活版
（20× 9，8頁）

264/12 ◦体力つくり’68 　5月号 1968.5.1 国民体力つくり事業協議会 活版 （A5，34頁）

264/13 ◦体力つくり’68 　強く正しく美しく 1968. 体力つくり広島県民会議 活版 （A5，31頁）

265 アンケートのまとめ―市内若い女性の
集い資料

1968 三次市青年連合会 謄写（ホ）
1冊（B5，13頁）

266 第一回広島県青年大学 1968 広島県青年連合会 謄写（ホ）
1冊（B5，21頁）

267 昭和四十三年度 　対外来翰綴 1968 広島県青年連合会 綴 1綴

268 昭和四十三年度 　県青連発翰綴 1968 　 綴 1綴

269 ［常任理事会メモ］ 1967 　 仮綴 1綴

270 第14回広島県青年問題研究集会資料 1968 広島県青年連合会 謄写
1冊（B5，42頁）

271 県北における勤労青年の実態と意識 1966 三次地区社会教育連絡協議会 謄写
1冊（B5，26頁）

272 1969年度 　事務局日誌 1969 　 綴 1綴

273 昭和四十四年度 　県青連発翰綴 1969 　 綴 1綴

274 昭和四十四年度 　各県団・郡市団来翰 1969 　 綴 1綴

275 現代青年活動論―若い世代の志向する
もの―（青年教育資料 No20）

1969 広島県教育委員会社会教育課 活版
1冊（B5，27頁）
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276 広島憲法会議 　1969年度総会資料 1969 　 謄写（ホ）
1冊（B5，22頁）

277 昭和四十四年度 　対外来翰 1969 　 綴 1綴

278 大会・理事会 1961～1969 　 綴 1綴

279 広島憲法会議通信 　8・10・11号 1968～1970 広島憲法会議事務局 綴 1綴

280 第十三回定期大会決定版 1969 広島県青年連合会 謄写
1冊（B5，51頁）

281 昭和四十五年度 　日誌 1970 　 綴 1綴

282 昭和四十五年度 　県教育委員会来翰綴 1970 　 綴 1綴

283 昭和四十五年度 　県団・郡市団来翰文
書綴

1970 　 綴 1綴

284 昭和四十五年度 　県青連発信文書綴 1970 　 綴 1綴

285 昭和44年・昭和45年 　郡・市・町・村・
役員名簿
※B5ファイル

1969～1970 　 綴 1綴

286 昭和四十五年度 　各郡市定期大会他資
料
※B5ファイル

1970 　 綴 1綴

287 昭和四十五年度 　対外来翰文書綴 1970 　 綴 1綴

288 昭和四十五年度 　団員登録名簿 1970 　 綴 1綴

289 〔雑〕
※一部分細目録あり

1970～1972 　 袋 1袋

289/1 ◦土生青年祭 1970.7.5 土生町青年連合会 活版
（21×19，24頁）

289/2 ◦西ドイツから帰って 1971.4.15 青少年育成広島県民会議 活版
（17×10.5，59頁）

289/3 ◦三原市青年連合会規約 1970.4.1 三原市青年連合会 活版 （B6，4頁）

289/4 ◦国際共産主義運動の総路線につい
ての提案 　ソ連共産党中央委員会の
1963年 3月30日付の書簡にたいす
る中国共産党中央委員会の返書

　 外文出版社 　北京 活版 （B6，141頁）

289/5 ◦第 2回地中海青年の船―国際親善と
洋上研修―

　 日本青年団協議会 活版 （B5，11頁）

289/6 ◦社会教育関係団体に対する助成金交
付要項
※同一物 3冊あり

　 　 謄写（ホ）
（B5，12頁）

289/7 ◦〔 1970国際青少年交流ドイツ派遣資
料〕

1970. 青少年育成広島県民会議・国
際青少年協会

仮綴 （A4）

289/8 ◦第20回全国青年大会記録速報 　 　 謄写（ホ）
（B4，13頁）

289/9 ◦私たちの広場―明るく正しい選挙推
進機関紙―

1972.3 明るく正しい選挙推進全国協
議会

活版 （B5，8頁）

289/10 ◦農村報知新聞 　第370号 1972.3.28 農村報知新聞社 活版
（55×41，4頁）

290 第 2回青年指導研究会記録 1949 　 謄写（ホ）
1冊（B5，40頁）

291 ［昭和二十七年度 　広島県青年産業振
興大会発表資料］

1952 　 袋 1袋

292 昭和二十七年四月分 　青年館・連合会
証憑書類

1952 　 綴（ホ） 1綴

293 講和記念全国青年大会実施要項 1952 日本青年団協議会 謄写
1冊（B5，7頁）

294 ［昭和二十七年 　雑］
※一部分細目録あり

1952 　 袋 1袋
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番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

294/1 ◦〔来翰番号順目次〕 1952.5.15～
8.8

　 仮綴 （B5，8頁）

294/2 ◦〔発翰番号順目次〕 1952.4.30～
8.6

　 仮綴 （B5，3頁）

294/3 ◦ルース台風罹災者見舞金募集趣意書 　 広島県青年連合会 謄写 （B4，1頁）

294/4 ◦ルース台風義捐金一覧表 1952.4.25 広島県青年連合会 謄写 （B4，3頁）

294/5 ◦昭和二十七年度第二回委員会提出書
類

1952.7.26～27 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B5，14頁）

294/6 ◦『青少年で青少年の指導は出来ない』
よりよい団体活動を発展さすために
よい助言者よい協力組織を作ろう

　 　 謄写（ホ）
（B5，4頁）

294/7 ◦日本青年団協議会第二回福井大会 　
速報第九号 　本会議

1952.5.15～18 日本青年団協議会 謄写（ホ）
（B5，9頁）

294/8 ◦女子幹部講習会 　会計簿 　 　 鉛筆書 （B5，6頁）

294/9 ◦〔県下青年スポーツ祭兼全国青年大
会県予選大会資料〕

　 　 謄写 （B4，4頁）

295 昭和二十八年九月 　青年学級振興法 1953 広島県教育委員会 謄写
1冊（A5，26頁）

296 第 5回広島県青少年の声を聞く会 1958 広島県青少年問題協議会 謄写
1冊（B5，76頁）

297 第10回全青研レポート集・学習会資料
〔他県青年団・県内青年団・県教委パ
ンフレット〕
※一部分細目録あり

1959～1961 　 袋 1袋

297/1 ◦安保闘争を発展させるために―長野
県連青のまとめ―

1960.8.23 全国青年運動研究会・長野県
連合青年団

謄写 （B5，27頁）

297/2 ◦第 7次 　大分県青年問題研究集会レ
ポート集

　 　 謄写 （B5，32頁）

297/3 ◦第 7次 　青研集会レポート集 　第三
集

　 　 謄写 （B5，12頁）

297/4 ◦第 7次 　真実を求めて 　大分県青年
問題研究集会レポート集No.1

1961.2.11～13 大分県連合青年団 謄写 （B5，38頁）

297/5 ◦青年団女子活動資料 1960.5 全国青年運動研究会・岡山県
青年協議会

謄写 （B5，24頁）

297/6 ◦青年やはた 　No. 5 　全国青年祭音楽
の部参加特集号

1959.11.21 大分市八幡連合青年団 謄写 （B5，9頁）

297/7 ◦岡山県青年協議会幹部講習会資料
※同一物 2冊あり

1960.4.30 岡山県青年協議会 謄写 （B5，19頁）

297/8 ◦昭和35年度行事計画並に予算書 　
附昭和34年度経過報告・佐賀県連合
青年団々則

1960. 佐賀県連合青年団 謄写 （B5，34頁）

297/9 ◦第八回定期大会資料 1960.3.26～27 岡山県青年協議会 謄写 （B5，28頁）

297/10 ◦参考資料 1959.2.22 安芸郡船越町青年学級 謄写 （B5，8頁）

297/11 ◦新青年 　第14巻 4・ 5・ 6月号 1959.6.30 因島市大浜町大浜自治青年団 謄写 （A5，31頁）

297/12 ◦御調郡青年研究集会会誌 1979.3.7～8 御調郡青年連合会・尾道教育
事務所

謄写 （B5，12頁）

297/13 ◦昭和33年度神石郡青年生活問題研
究集会

1958.8.25～27 神石郡青年連合会 謄写（ホ）
（B5，14頁）

297/14 ◦青年学級の現状 　昭和33年度 1958.12.1 広島県教育委員会 謄写 （B5，12頁）

297/15 ◦昭和33年度地区別青年団体指導者
研修会資料

　 広島県教育委員会・広島県青
年連合会

謄写 （B5，19頁）

297/16 ◦趣旨と日程 1959.2.22 安芸郡船越町青年学級 謄写 （B5，4頁）

297/17 ◦昭和33年度自動車科学習内容報告 　 　 謄写 （B4，4頁）
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298 ［広島県青年連合会第九回定期大会書
類］
※一部分細目録あり

1965 　 袋 1袋

298/1 ◦監査報告書〔昭和39年度広島県青年
連合会会計及び一般事務監査〕

1965.4.19 広島県青年連合会監事尾長清
之・三尾秀生・郷端武敏→広
島県青年連合会殿

罫紙（ペン書）
（B5，4頁）

298/2 ◦広島県青年連合会第 9回定期大会議
事録

1965.4.25 広島県青年連合会 罫紙（ペン書）
（B5，8頁）

298/3 ◦〔広島県青年連合会第 9回定期大会
議事録〕

1965.4.25 広島県青年連合会 ペン書 （B4，6頁）

299 講和記念全国青年大会 1952 日本青年団協議会 謄写
1冊（B5，80頁）

300 第二回因島市青年産業振興大会研究発
表論文集

1955 因島市青年連合会 謄写
1冊（B5，30頁）

301 機関紙「県青連」 1966～1969 　 綴 1綴

302 昭和二十八年八月 　青年学級振興法 1953 文部省 謄写
1冊（A5，9頁）

303 ［第七回全国社会教育委員研究協議会
配布資料］
※一部分細目録あり

1965 　 袋 1袋

303/1 ◦勤労青少年教養シリーズ 1 　青年と
人生

1964.11.1 全日本社会教育連合会 活版
（17×10.5，107頁）

303/2 ◦勤労青少年教養シリーズ 2 　青年と
社会

1964.11.1 全日本社会教育連合会 活版
（17×10.5，100頁）

303/3 ◦勤労青少年教養シリーズ 3 　青年と
教養

1964.11.1 全日本社会教育連合会 活版
（17×10.5，108頁）

303/4 ◦心の窓 1964.3 貯蓄増強中央委員会 活版 （B6，38頁）

303/5 ◦生活の設計 　No.1 　 貯蓄増強中央委員会 活版 （A5，64頁）

303/6 ◦沿線案内 　 広島電鉄 活版 （B6，12頁）

303/7 ◦郷土民芸 　有田神楽の栞―広島県無
形文化財選定―

　 三島食品株式会社 活版 （B6，4頁）

303/8 ◦昭和40年度社会教育行政資料 　社
会教育をすすめるために 　実態と指
導の方向

1965.4.1 広島県教委社会教育課保健体
育課編 　広島県社会教育委員
連絡協議会発行

活版 （A5，81頁）

303/9 ◦社会教育 　第20巻第 3号 1965.3.1 全日本社会教育連合会 活版 （B5，82頁）

303/10 ◦社会教育 　第20巻第 6号 1965.6.1 全日本社会教育連合会 活版 （B5，82頁）

303/11 ◦常置委員会研究報告（昭和39年度） 1964. 全国社会教育委員連絡協議会 謄写 （B5，16頁）

303/12 ◦第 7回全国社会教育委員研究協議会 1964.5.25～27 全国社会教育委員連絡協議
会・広島県社会教育委員連絡
協議会・広島県教育委員会・
広島市教育委員会・財団法人
全日本社会教育連合会

活版 （B5，8頁）

303/13 ◦くらしのちえ 　第54号（昭和39年
度第 4号）

　 貯蓄増強中央委員会 活版 （B4，2頁）

303/14 ◦社会教育資料 　昭和40年度 1965.5 財団法人全日本社会教育連合
会

謄写 （B5，300頁）

304 ［第16回広島県青年問題研究集会一
件・第14回定期大会委任状］

1970 　 袋 1袋

305 歌集 　 　 仮綴 1綴

306 ［昭和37．38年 　雑］
※一部分細目録あり

1962～1963 　 袋 1袋

306/1 ◦〔広島県青年連合会第七回定期大会
資料〕

1963. 広島県青年連合会 仮綴 （B5，29頁）

306/2 ◦河 　3幕 7場 　作土屋清 　演出大月
洋

　 広島市職場演劇サークル合同
公演実行委員会

活版 （B5，18頁）
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306/3 ◦沖縄青年との交流資料 1963.3.7 芦品郡青年連合会・駅家町青
年連合会

謄写（ホ）
（B5，11頁）

306/4 ◦第 7回中国地区青年の集い 1963.2.9～10 中国地区青年の集い実行委員
会

謄写 （B5，20頁）

306/5 ◦昭和三十八年度広島県幹部団集会開
催要項
※同一物 2枚あり

1963.5.25 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

謄写 （B4，1頁）

306/6 ◦第 6回広島県青年団球技大会兼第六
回中国地区青年球技大会予選会要項

1962.10.4 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

謄写 （B4，1頁）

306/7 ◦〔広島県青連発通知文〕 1962～1963 広島県青年連合会 謄写

307 〔第九回定期大会資料原稿〕 1964 　 袋 1袋

308 〔第15回青年大会申込書〕
※一部分細目録あり

1961 　 袋 1袋

308/1 ◦県代表選手個人カード綴（芸能文化
の部）

　 　 綴 （26×10.5）

308/2 ◦県代表選手個人カード綴（スポーツ
の部）

　 　 綴 （26×10.5）

308/3 ◦相撲の部申込書 　 　 綴 （27×10）

308/4 ◦剣道の部申込書綴 　 　 綴 （27×10）

308/5 ◦第十五回広島県青年大会兼第九回全
国青年大会県予選会 　剣道之部申込
書綴

　 　 綴 （B5）

308/6 ◦第十五回広島県青年大会兼第九回全
国青年大会県予選会 　柔道之部申込
書綴

　 　 綴 （B5）

308/7 ◦第十五回広島県青年大会兼第九回全
国青年大会県予選会 　水泳之部申込
書綴

　 　 綴 （B5）

308/8 ◦演劇之部申込書綴 　 　 綴 （B5）

308/9 ◦軟式庭球の部申込書綴 　 　 綴 （B5）

308/10 ◦女子排球の部申込書綴 　 　 綴 （B5）

309 〔青年大会脚本〕
※一部分細目録あり

　 　 袋 1袋

309/1 ◦休日 　作福浦青年団演劇サークル大
隅真一
※同一物 3冊あり

　 向原町青年連合会演劇同好会 謄写（ホ）
（B5，19頁）

309/2 ◦さっぱ夜ばなし 　作者竹内勇太郎
※同一物 3冊あり

　 　 謄写（ホ）
（B5，29頁）

309/3 ◦小作の娘 　 〔佐伯郡廿日市町〕 謄写（ホ）
（B5，13頁）

309/4 ◦村乃保守党
※同一物 2冊あり

　 福山市鞆青年団 謄写 （B5，32頁）

309/5 ◦君ちゃんの嫁入 　作山代巴 　 〔甲奴郡〕 謄写（ホ）
（B5，24頁）

309/6 ◦表彰 　 因島青年連合会 謄写（ホ）
（B5，18頁）

310 ［郡市町村青年団機関紙・誌］
※一部分細目録あり

1949～1955 　 袋 1袋

310/1 ◦新生新報 　第二巻第二号 1950.2.5 東上原青年団文化部 謄写（ホ）
（B5，13頁）

310/2 ◦青い光 　二号 1949.9.15 八次青連四十貫支部 謄写（ホ）
（B5，16頁）

310/3 ◦とのがむら 　第37号 1952.4.20 広島県山県郡殿賀村青年団 謄写 （B5，8頁）
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310/4 ◦芦品青年 　公明選挙―特輯号―
※同一物 2冊あり

1955.1.25 芦品郡青年連合会 謄写 （B5，4頁）

310/5 ◦あゆみ 　3 1952. 宮内村青年振興連盟 謄写（ホ）
（B5，15頁）

310/6 ◦あゆみ 　4 1952. 宮内村青年振興連盟 謄写（ホ）
（B5，11頁）

310/7 ◦安芸青連 　第 2号
※同一物 4部あり

1951.11.1 安芸郡青年連合 謄写 （B4，2頁）

310/8 ◦安芸青連 　第 3号 1951.12.1 安芸郡青年連合 謄写 （B4，2頁）

310/9 ◦わがむら 1952.7.1 久代村青年協議会 謄写 （B4，1頁）

310/10 ◦松永町青年団々報 　第10号 1951.8.15 沼隈郡松永町青年団社会部 謄写 （B4，2頁）

310/11 ◦松永町青年団々報 　第11号 1951.9.15 沼隈郡松永町青年団社会部 謄写 （B4，2頁）

310/12 ◦松永町青年団々報 　第12号 1951.10.15 沼隈郡松永町青年団社会部 謄写 （B4，2頁）

310/13 ◦松永町青年団々報 　第13号 1951.11.15 沼隈郡松永町青年団社会部 謄写 （B4，2頁）

310/14 ◦松永町青年団々報 　第14号 1951.12.15 沼隈郡松永町青年団社会部 謄写 （B4，2頁）

310/15 ◦松永町青年団々報 　新年増刊号 1952.1.1 沼隈郡松永町青年団社会部 謄写 （B4，2頁）

310/16 ◦郡青連速報 　第六号 1954.12.26 芦品郡青連事務局 謄写 （B4，1頁）

310/17 ◦郡青連速報 　第七号 1955.1.20 芦品郡青連事務局 謄写 （B4，1頁）

311 第 2回賀茂郡青年指導者講習会 　 広島県教育委員会・志和地区
青年連合会

謄写
1冊（B5，75頁）

312 第十一回全国青年大会広島県代表団員
名簿
※同一物 2冊あり

　 　 謄写
1冊（B5，8頁）

313 講和記念全国青年大会分科協議会資料 　 　 謄写
1冊（B5，5頁）

314 昭和四十年度 　日青協運動の基本方針
※同一物 4冊あり

1965 　 謄写
1冊（B5，6頁）

315 〔雑〕
※一部分細目録あり

　 　 袋 1袋

315/1 ◦普通財産貸借契約に関する申請書 1953.2.12 広島県商工部指導係長有末幸
蔵 　広島県青年連合会委員長
丸子要

カーボン複写
（B4，2頁）

315/2 ◦履歴書 1954.6.1 三満敏博 カーボン複写
（B4，1頁）

315/3 ◦県青連第三回理事会議事録 　 広島県青年連合会 綴 （B4，10頁）

315/4 ◦青年団近代化の構想 　 　 謄写（ホ）
（B5，16頁）

315/5 ◦タバコ裏作に於ける私の白菜栽培技
術に就いて

　 甲奴郡矢野村 　四 H.C 　畠
秋雄

謄写（ホ）
（B5，17頁）

315/6 ◦実態調査項目
※同一物17冊あり

　 　 謄写 （B5，4頁）

315/7 ◦第11回全国青年大会出場選手個人
カード
※同一物37枚あり

　 広島県青年連合会 謄写 （B5，1頁）

315/8 ◦農業経営について 　 高田郡来原村 　四 H クラブ
会長 　舛岡信雄

謄写 （B4，2頁）

315/9 ◦農業経営合理化の方途について 　 安佐郡安村大字大町 　光原敏
幸

謄写（ホ）
（B5，3頁）

315/10 ◦広島県下産業振興大会 　台風に依る
土砂流入水田の水稲作に就いて

　 佐伯郡栗谷村 　沖野三千男 謄写（ホ）
（B5，6頁）

315/11 ◦県青連手帳 　政治家や役人にもの申
す

　 　 原稿用紙（ペン書）
（ 6頁）
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315/12 ◦第十回全国青年大会参加資料 　橿原
市政と取組む青年団

　 奈良県橿原市青年団 謄写 （B5，28頁）

315/13 ◦庄原市青年連合会 1965年度団員登
録名簿

1965 庄原市青年連合会 青焼き （B5，7頁）

315/14 ◦昭和40年度日青協運動の基本方針 　 　 謄写（ホ）
（B5，6頁）

315/15 ◦県青連結成二十周年記念特別事業に
関する件

　 　 謄写 （B4，1頁）

315/16 ◦広島県青連郡市町村青年団登録カー
ド

　 郡市連名 　会長名 　→広島県
青年連合会会長坂本進殿

謄写 （B4，1頁）

315/17 ◦〔広島県青年連合会役員承諾書〕 　 →広島県青年連合会会長坂本
進殿

謄写 （B4，1頁）

315/18 ◦監査報告書 　 広島県青年連合会監事山田英
雄 　楢原康英 　曽根清馬

謄写（ホ）
（B4，5頁）

315/19 ◦昭和40年度歳入歳出予算書（案） 　 日本青年団協議会 謄写（ホ）
（B5，4頁）

315/20 ◦われらの詩 　第 7号 　 　 謄写 （B5，50頁）

316 ［共同募金関係資料］
※一部分細目録あり

1948～1952 　 袋 1袋

316/1 ◦広島県青年模擬県会議案説明資料 　
台風ルースによる被害状況調
※同一物 2冊あり

1951.12. 　 謄写 （B5，12頁）

316/2 ◦日本赤十字社災害救助関係委員会々
議次第

　 　 綴 （B5）

316/3 ◦ルース台風義捐金募集一覧表
※同一物 5枚あり

　 　 謄写 （B4，1頁）

316/4 ◦ルース台風罹災者見舞金募集趣意書 　 広島県青年連合会 仮綴 （B5）

316/5 ◦募金現金取扱要領（案） 　 　 謄写（ホ）
（B5，5頁）

316/6 ◦広島県共同募金委員会全員委員会順
序

　 　 謄写（ホ）
（B4，21頁）

316/7 ◦昭和二十六年度日本赤十字社広島支
部事業計画

　 日本赤十字社広島支部 謄写（ホ）
（B5，8頁）

316/8 ◦昭和二十六年度赤十字募金広島県委
員会委員芳名簿（準拠不動）

　 　 謄写（ホ）
（B5，5頁）

316/9 ◦昭和二十六年度赤十字募金広島県運
動要綱（案）

　 　 謄写（ホ）
（B5，16頁）

316/10 ◦ルース台風義捐金引渡証 　 広島県青年連合会 綴 （B5）

316/11 ◦昭和二十五年度広島県共同募金第二
回全員委員会順序

1950.8.26 　 謄写（ホ）
（B4，10頁）

316/12 ◦共同募金第二回配分額承認の件 　 　 謄写（ホ）
（B4，14頁）

316/13 ◦共同募金関係書 　 　 綴 （B4）

317 ［青年館関係資料］
※一部分細目録あり

1946～1951 　 袋 1袋

317/1 ◦広島県青年館設立趣意書
※同一物 2冊あり

　 広島県青年連合会委員長朝井
元義・広島市青年連合会委員
長松本春美

謄写（ホ）
（B5，11頁）

317/2 ◦広島県青年館増築工事及予算書概要
※同一物 8枚あり

　 　 謄写 （B5，1頁）

317/3 ◦財団法人広島県青年館寄附行為
※同一物 2冊あり

　 財団法人広島県青年館 謄写（ホ）
（B5，21頁）

317/4 ◦昭和二十五年九月八日開校 　第四回
入学者名簿

1950.9.8 　 罫紙（ペン書）
（B5，3頁）
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317/5 ◦広島県青年館増築工事概算書
※同一物 2冊あり

　 　 綴 （B5，52頁）

317/6 ◦嘆願書〔広島県青年館への後援依頼〕 1951.9.23 広島県青年館・広島県青年連
合会委員長岩田幸男

謄写 （B5，13頁）

317/7 ◦広島県青年館増改築趣意書 1951. 広島県青年連合会委員長岩田
幸男

仮綴 （B4，8頁）

318 芦品神石甲奴三郡青年指導者講習会記
録

1950 広島県教育委員会・広島県青
年連盟

謄写（ホ）
1冊（B5，63頁）

319 第二回 G・S指導者講習会記録
※同一物 2冊あり

1950 広島県教育委員会 謄写（ホ）
1冊（B5，13頁）

320 深安郡青連女子部講習会記録 1950 深安郡青年連盟 謄写（ホ）
1冊（B5，19頁）

321 原水爆禁止世界大会広島ニュース
※第 1号 3部，第 2号 2部あり

1955 　 謄写
1部（38×26.7，2頁）

322 産業開発青年協会をつくるには 1954 日本産業開発青年協会 謄写
1冊（B5，29頁）

323 青少年に有害な出版物・映画等の対策
について（通達）

1960 文部事務次官事務代理 　稲田
清助

謄写
1冊（B5，11頁）

324 第 　回役員会議事録 1955 広島県青年連合会事務局 仮綴 1綴

325 青年団幹部講習会 1955 甲山町青年連合会・甲山町教
育委員会

謄写
1冊（B5，34頁）

326 加賀白菜による農業経営の合理化（第
九回全日本青年産業振興大会石川県代
表発表資料

1955 石川県石川郡郷村青産研・裏
作経営グループ

謄写
1冊（B5，11頁）

327 山間湿田の水稲根群に及ぼす影響と其
の対策（第九回全日本青年産業振興大
会石川県代表発表

1955 前良平 謄写
1冊（B5，68頁）

328 女子幹部講習会資料 1955 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

謄写（ホ）
1冊（B5，35頁）

329 第一回広島県青年連合会委員会 1955 　 謄写
1冊（B4，15頁）

330 国際理解に関する中国五県指導者研究
講習会実施計画案

1952 　 謄写 1枚（B4）

331 〔昭和三十一年度 　青年と青年教師の
集い一件〕
※一部分細目録あり

1957 　 袋 1袋

331/1 ◦青年と青年教師の集い 　記録 1957.29～10 広島県青年連合会・広教組青
年部

謄写（ホ）
（B5，15頁）

331/2 ◦第一回中国ブロック青年と青年教師
の集い
※同一物 2冊あり

1972.2.16～17 日本教職員組合中国地区協議
会・中国地区青年団協議会・
岡山県教員組合・岡山県高等
学校教職員組合・岡山県青年
協議会

活版 （B5，4頁）

331/3 ◦第一回中国ブロック青年と青年教師
の集い 　うたごえ

1972.2.16～17 日本教職員組合中国地区協議
会・中国地区青年団協議会・
岡山県教員組合・岡山県高等
学校教職員組合・岡山県青年
協議会

活版 （A5，10頁）

331/4 ◦第一回中国地区青年と青年教師の集
い 　―役員・係員名簿―

1972.2.16～17 日本教職員組合中国地区協議
会・中国地区青年団協議会・
岡山県教員組合・岡山県高等
学校教職員組合・岡山県青年
協議会

謄写（ホ）
（B4，3頁）

331/5 ◦岡山教祖情報 　第156号 1956.11.10 岡山県教員組合情報宣伝部 謄写 （B5，16頁）

331/6 ◦第一回山口県青年のつどい 1957.1.20 山口県青年のつどい実行委員
会

謄写 （B5，8頁）
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331/7 ◦ぼくらの私たちのうたごえ集 　山口
県青年の集い

1957.1.20 山口県青年のつどい実行委員
会

謄写（ホ）
（B5，7頁）

331/8 ◦山口県青年つどいニュース 　No. 3～
6

1956.12.20 山口県青年のつどい実行委員
会

仮綴 （B4，8頁）

332 第二号議案 　昭和三十一年度会計報告
並びに承認に関する件

1956 　 謄写
1冊（B5，20頁）

333 ［他県青年団体等発行刊行物綴］ 1956～1959 　 綴 1綴

334 ［昭和三十五年度 　大会及び理事会綴］
※B5ファイル

1960 　 綴 1綴

335 対外来翰文書綴 1968 　 綴 1綴

336 広島県青年連合会第十回定期大会 1966～1969 　 綴 1綴

337 昭和四十一年度 　［他団体資料］ 1966～1969 　 綴 1綴

338 昭和三十年度 　県下女子青年問題研究
集会

1955 広島県青年連合会 綴 1綴

339 昭和二十七年七月 　女子青年幹部講習
会（女子部会）

1952 広島県青年連合会 綴 1綴

340 昭和三十一年度 　第三回県下女子青年
問題研究集会

1956～1959 広島県青年連合会 綴 1綴

341 〔第12回県下若い女性の集い資料〕
※一部分細目録あり

1967 広島県青年連合会 袋 1袋

341/1 ◦第12回県下若い女性の集い資料〔冊
子及び運営資料綴〕

1967.7.8～9 広島県青年連合会 仮綴 （B5）

341/2 ◦〔第 1分散会出席者名簿及び討議記
録〕

　 　 仮綴 （B5）

342 第14回（昭和44年度）若い女性の集い
感想文

1969 　 袋 1袋

343 〔第九回若い女性のつどい資料〕
※一部分細目録あり

1964～1973 広島県青年連合会 袋 1袋

343/1 ◦全体討議記録簿 　 　 綴 （B5）

343/2 ◦第 1分科会記録簿 　 　 綴 （B5）

343/3 ◦第 3分科会記録簿 　 　 綴 （B5）

344 昭和二十五年二月より 　女子部講習会
出席者

1950 広島県青年連合会 綴 1綴

345 〔若い女性の集い資料〕
※一部分細目録あり

1964～1973 　 袋 1袋

345/1 ◦第 9回広島県若い女性の集い資料 1964.6.27～28 広島県青年連合会・広島県教
育委員会

謄写（ホ）
（B5，10頁）

345/2 ◦第12回県下若い女性の集い資料 1967.7.8～9 広島県青年連合会 活版 （B5，25頁）

345/3 ◦第15回広島県若い女性の集い 1970.11.24～
25

広島県青年連合会・広島県教
育委員会

活版 （B5，29頁）

345/4 ◦第18回広島県下若い女性の集い 1973.6.30～
7.1

広島県青年連合会・広島県教
育委員会

活版 （B5，24頁）

346 ［委員会議案・議事録ほか雑件］
※一部分細目録あり

1949～1955 　 袋 1袋

346/1 ◦〔広島県青年連合会規約・・各部行事
報告・昭和24年度収支決算一覧表〕

　 広島県青年連合会 仮綴（ホ）（B5）

346/2 ◦昭和二十六年度第二回委員会提出書
類

1951.7.28 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B5，42頁）

346/3 ◦昭和二十六年度事業計画
※同一物 2冊あり

　 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B5，7頁）

346/4 ◦第六回役員会議題
※「講和記念造林運動実践要綱」合綴

　 　 仮綴（ホ）
（B5，10頁）
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346/5 ◦広島県下青年スポーツ大会要項 1952.10.12 広島県青年連合会・広島県教
育委員会・三原市

謄写 （B4，1頁）

346/6 ◦昭和二十七年度第二回委員会提出書
類

1952.7.26～27 広島県青年連合会 謄写 （B5，12頁）

346/7 ◦昭和二十七年度第二回委員会日程 1952.7.26～27 広島県青年連合会 謄写 （B4，2頁）

346/8 ◦昭和28年度決算報告書 　 広島県青年連合会 謄写 （B5，16頁）

346/9 ◦昭和二八年度最終委員会議事録（抜
粋）
※同一物 4枚あり

1954.4.3～4 　 謄写 （B4，1頁）

346/10 ◦第一回広島県青年連合会委員会 1955.7.10 広島県青年連合会 謄写 （B4，14頁）

346/11 ◦臨時中国五県青年団体連絡協議会要
項

1950.9.8 広島県青年連合会 謄写 （B5，33頁）

346/12 ◦原爆水爆兵器の製造並に実験禁止決
議文（案）
※同一物 5枚あり

1954.7.4 広島県青年連合会 謄写 （B4，1頁）

346/13 ◦県青速報 1954.7.7 広島県青年連合会 謄写 （B4，1頁）

346/14 ◦第五回中国地区青年団体連絡協議会
日程表

　 中国地区青年団体連絡協議会 謄写（ホ）
（B5，5頁）

346/15 ◦嘆願書配布名簿 　 県青連事務局 綴 （B5）

346/16 ◦第二回県青連委員会々議録 　 広島県青年連合会 綴（鉛筆書）
（B4，6頁）

347 ［第二回全国青年大会県予選］ 1953 　 綴 1綴

348 ［第八回県下青年産業振興大会発表資
料］

1955 　 袋 1袋

349 〔中青協一件書類〕
※一部分細目録あり

1955 　 袋 1袋

349/1 ◦原子戦争をふせぐために 　ストック
ホルム世界平和評議会総会ウィーン
世界平和評議会拡大執行局会議宣言
決議集

1955.3. 平和擁護日本委員会 活版
（17.5×10.5，48頁）

349/2 ◦自主憲法を持とう 　憲法調査会研究
叢書第五集

1955.5.25 憲法調査会 活版 （B6，28頁）

349/3 ◦中国五県青年団協議会出席者名簿
※同一物 4枚あり

　 中国五県青年団協議会 謄写 （B4，1頁）

349/4 ◦中国五県青年団協議会要項 1955.6.4～5 中国五県青年団協議会 謄写
（B4，1頁 B5，1頁）

349/5 ◦原爆十周年記念・原水爆禁止世界大
会結成総会

1955.5.21 原水爆禁止世界大会広島準備
会

謄写 （B5，2頁）

349/6 ◦原爆十周年記念・原水爆禁止世界大
会広島準備会結成総会へ御出席いた
だくためのお願い。

1955.5.17 原水爆禁止世界大会広島準備
会世話人会代表 　浜井信三・
大原亨・松本鶴子・森滝市郎
→ 　殿

謄写 （B4，2頁）

349/7 ◦原爆十周年記念“原水爆禁止世界大
会”を成功させるためのお願い

1955.5.25 原水爆禁止世界大会広島準備
会

謄写（ホ）
（B4，4頁）

349/8 ◦地域における話しあいと宣伝をすす
める件
※同一物 7枚あり

1955.5.26 原水爆禁止世界大会広島準備
会事務局長 　森滝市郎

謄写 （B5，2頁）

349/9 ◦原爆十周年記念原水爆禁止世界大会
広島準備会 　予算に関する件

　 原水爆禁止世界大会広島準備
会

謄写 （B4，2頁）

349/10 ◦鳥取青婦新聞 　No.5 　 鳥取県青年婦人会議 謄写 （B4，2頁）

349/11 ◦愛知青年 　第 5巻 5号 1955.5.5 愛知県青年団協議会 活版
（54×39，2頁）

349/12 ◦平和友好祭 　第 1号 1955.5.25 日本青年婦人学生平和友好祭
中央実行委員会

活版
（54×39，2頁）

350 〔八・六大会宿泊関係書類〕 　 　 袋 1袋
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351 ［産業振興大会発表資料］
※一部分細目録あり

1955 　 袋 1袋

351/1 ◦第 　回県下青年産業振興大会出場者
名簿
※同一物 5枚あり

1955.2.13 　 謄写 （B4，1頁）

352 ［優良青年団体調査］ 1950～1955 　 袋 1袋

353 ［各郡市青年団会議録及幹部講習会記
録］
※一部分細目録あり

　 　 袋 1袋

353/1 ◦第 2回青年指導者研究会記録 1949.5.28～29 青年指導者研究会 謄写（ホ）
（B5，39頁）

353/2 ◦甲奴郡青年団運営研究会 1951.3.10～12 広島県教育委員会甲奴出張
所・甲奴郡青年連合会

謄写（ホ）
（B5，44頁）

353/3 ◦甲奴郡女子青年指導者研究会 　平和
幸福 　―記録係―

1949.9.23～25 　 謄写（ホ）
（B5，18頁）

353/4 ◦安芸郡青年連合会第 1回代議員会議
事録

1949 安芸郡青年連合会 謄写（ホ）
（B5，18頁）

353/5 ◦安芸郡内女子幹部講習会収録 1949.10.1 　 謄写（ホ）
（B5，48頁）

353/6 ◦女子青年指導者講習会 1950.7.22 広島県教育委員会・甲奴郡青
年連合会・上下町青年連盟

謄写（ホ）
（B5，54頁）

353/7 ◦〔豊田郡・御調郡・三原市青少年団体
研究会〕

　 　 謄写（ホ）
（B5，34頁）

353/8 ◦比婆郡青年連合会女子幹部講習会記
録

1950.8.26～27 県教委比婆出張所・比婆郡青
年連合会

謄写（ホ）
（B5，10頁）

353/9 ◦養魚資源の開発と生産県民運動促進
要項

　 地御前青年連盟 謄写（ホ）
（B5，19頁）

353/10 ◦生産に結びついた研究計画 　 横田村青年連盟 謄写（ホ）
（B5，3頁）

354 〔青年団主事研究会資料〕
※一部分細目録あり

1954 広島県青連 　三満敏博 袋 1袋

354/1 ◦青年『土木技能者』への道 1954.3.3 日本産業開発青年協会 活版 （A5，8頁）

354/2 ◦共同声明〔臨時国会において連座制
強化のための公職選挙法改正の一
事〕

1954.7.15 日本青年団協議会・経済団体
連合会・公明選挙連盟他38団
体

活版
（18×53，1頁）

354/3 ◦青年樹 　第 7巻第 2号 1954.7.15 福井県連合青年団 活版
（38×27，4頁）

354/4 ◦君はグループ指導者になれるか 　
YMCAリーフレットVII
※同一物 3冊あり

　 日本基督教青年会同盟 活版 （B6，4頁）

354/5 ◦都市 YMCAの事業と管理の基準 　
YMCAリーフレットVIII

　 日本基督教青年会同盟 活版 （B6，8頁）

354/6 ◦青年団の管理と主事の役割 　 永井三郎 謄写（ホ）
（B4，4頁）

354/7 ◦世界青少年協議会（WAY）憲章（抄
訳）

　 世界青少年協議会 謄写 （B4，3頁）

354/8 ◦全国青年団総数および団員総数調査
票
※未記入

1953.8.15 日本青年団協議会青年団研究
所

活版 （B4，1頁）

354/9 ◦県連合青年団調査表 　 日本青年団協議会青年団研究
所

謄写 （B4，7頁）

354/10 ◦県団実態（概況）調査一覧表 　 　 謄写 （B4，2頁）

354/11 ◦青年団主事設置要項 　 　 謄写 （B4，1頁）

354/12 ◦青年団主事研究会要項 　案 1954.7.20～23 日本青年団協議会 謄写 （B5，3頁）

23



広島県青年連合会文書（199507）

番号 表 　　　題 年 　代 作 　　　成 形態・数量

354/13 ◦青年団主事第一次六月一日よりの設
置

　 　 謄写 （B4，1頁）

354/14 ◦青年団主事第二次 7月一日よりの設
置

　 　 謄写 （B5，1頁）

354/15 ◦青年団主事連絡事務要領 　 　 謄写 （B4，4頁）

354/16 ◦「日青ニュース」編集協力について 　 　 謄写 （B4，2頁）

355 ［広島県下青年スポーツ祭］
※一部分細目録あり

1951～1954 　 袋 1袋

355/1 ◦第六回広島県下青年スポーツ大会 1951.9.16 広島県青年連合会・広島県教
育委員会・大竹町

謄写（ホ）
（B5，9頁）

355/2 ◦第 7回広島県下青年スポーツ大会 1952.10.12 広島県青年連合会・三原市・
県教育委員会・中国新聞社

謄写 （B5，37頁）

355/3 ◦第九回県下青年スポーツ祭 　第三回
全国青年大会予選会要項
※同一物21枚あり

1954.9.5 広島県教育委員会・広島県青
年連合会・呉市教育委員会

謄写 （B4，1頁）

356 〔雑〕
※一部分細目録あり

　 　 袋 1袋

356/1 ◦広島県青年連合会規約（改定案）
※〔十番〕表記の袋入り，同一物 2枚あり

　 広島県青年連合会 謄写 （B4，1頁）

356/2 ◦規約細則
※〔十番〕表記の袋入り

　 広島県青年連合会 罫紙（鉛筆書）
（B5，4頁）

356/3 ◦貸借対照表
※〔十番〕表記の袋入り

1951.3.31 広島県青年連合会 謄写（ホ）
（B5，35頁）

356/4 ◦日本青年団協議会規約改正案 　 日本青年団協議会 謄写（ホ）
（B4，4頁）

356/5 ◦〔全国の憂国の志士に告ぐ〕 　 日本青年政治研究会 謄写（ホ）
（B5，14頁）

356/6 ◦第四回全国青年大会 　芸能・文化部
美術展覧会審査報告書

　 　 謄写（ホ）
（B5，7頁）

356/7 ◦青年部情報 　第147号 1955.5.15 農民新聞社 謄写（ホ）
（B5，8頁）

356/8 ◦第三回日本青年団協議会大会大会速
報 　第四号

1953.5.12～15 日本青年団協議会 謄写（ホ）
（B5，15頁）

356/9 ◦青年学級振興法案 　 　 謄写（ホ）
（B5，10頁）

356/10 ◦日青ニュース 　37巻 3号 1952.3.1 日本青年団協議会 活版
（37.5×27，4頁）

356/11 ◦第一回愛媛県青年大会記録 1951.1.1 愛媛県連合青年団 活版 （B5，108頁）

356/12 ◦あきらめるのは早い
※レポート一部分

　 レポーター 　多木省自 罫紙（ペン書）
（B5，2頁）

356/13 ◦〔会長・副会長・常任理事立候補及び
推薦届名簿〕

　 　 謄写（ホ）
（B4，8頁）

356/14 ◦第 2回全国青年大会要領（案） 1951.9.27～30 　 謄写 （B4，1頁）

356/15 ◦昭和三十三年度行事計画並に予算書
　附昭和三十二年度経過報告・主体
性確立二ヵ年計画・佐賀県連合青年
団々則

　 佐賀県連合青年団 活版 （B5，46頁）

356/16 ◦グラフ青年隊 　開発シリーズ No.6 1955.3.29 財団法人日本産業開発青年協
会

活版 （B5，18頁）

356/17 ◦〔ラジオ体操普及会理事会資料〕 　 　 謄写（ホ）
（B5，3頁 　B4，14頁）

356/18 ◦〔広島市・三原市・深安郡・豊田郡青
年団体表〕

　 　 謄写 （B5，12頁）

356/19 ◦県下青年団体講習会受講者氏名 　 　 謄写 （B5，17頁）
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356/20 ◦平和署名簿
※署名記入あり

　 　 綴 （B5，26頁）

356/21 ◦講和記念全国青年大会広島県選手団
名簿

1952.11.4～7 広島県教育委員会・広島県青
年連合会

謄写 （B5，6頁）

356/22 ◦第18回定期大会 　決定資料集
※同一物 2冊あり

1974.4.13～14 広島県青年連合会 活版 （B5，38頁）
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