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  2156  事業報告書          昭和２４年５月１５日        １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙半切４枚 

                     昭和２４年度会員総会用 

 

  2157  メモ             昭和２４年５月１５日        １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

                     昭和２４年度会員総会用 

 

  2158  メモ             年月日不明             １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

                     原爆手記刊行記念事業委員会 

 

 

 

 （瀬戸内海文庫関係） 

 

  2159  ポスター「たのしい総合雑誌  昭和２３年６月           １綴 

      『ひろしま』」        色刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2160  挨拶状            昭和２３年２月１日         １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2161  メモ             昭和２３年６月２０日        １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５半紙１枚 

 

  2162  メモ「瀬戸内海文化研究会規約」昭和２３年             １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2163  自筆メモ「ひろしま」編集計画 昭和２３年             １綴 

      表」             ペン書 

 

  2164  案内状            昭和２３年５月           １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙２枚 

 

  2165  メモ             昭和２３年５月           １綴 

                     謄写印刷 Ｂ４ザラ紙半切２枚（２部） 

 

  2166  案内状「報道雑誌噂の発刊案内」昭和２３年             １部 

                     謄写印刷   Ｂ４西洋紙１枚 

 

  2167  案内状「グラフひろしま発刊案 昭和２３年             １綴 

      内」             謄写印刷   Ｂ４西洋紙１枚 

 

  2168  メモ             昭和２３年             １綴 

                     26×47cm判１枚３つ折り 

                     雑誌「ひろしま」編集用割り付け表 

 

  2169  メモ             昭和２３年             １綴 

                     Ｂ４原稿用紙１枚 

                     瀬戸内海文庫編集メモ 
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  2170  ちらし原稿          昭和２３年             １綴 

                     Ｂ５ザラ紙１枚 

                     「グラフひろしま」御購読お願い 

 

  2171  ちらし            昭和２３年             １綴 

                     謄写印刷 Ｂ５半紙１枚 

                     ８月号平和特集号企画草案 

 

  2172  案内状「雑誌『ひろしま』発刊 昭和２３年５月           １綴 

      案内」            謄写印刷 

 

  2173  メモ「ひろしま」原稿集積表  昭和２３年３月３１日        １綴 

                     ペン書 Ｂ５瀬戸内海文庫原稿用紙２ 

                     枚・Ｂ５ノート１枚 

 

  2174  名簿「瀬戸内海文庫関係の住所 年月日不明             １綴 

      録」             青ペン書 原稿用紙２枚 

 

  2175  メモ             年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 原稿用紙１枚 

                     広島優良書店名メモ 

 

  2176  メモ             昭和２３年６月２９日        １綴 

                     ペン書 原稿用紙１枚 

                     「ひろしま」稿料残余分一覧表 

 

  2177  メモ             昭和２３年             １綴 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙３枚 

                     総合文芸誌「ひろしま」用明細書 

 

  2178  本表紙（総合文芸誌「ひろしま」昭和２３年６月           １綴 

      ６月号）           色刷 Ｂ４判１枚 

 

  2179  メモ・「ひろしま」執筆者原稿 昭和２３年３月３１日        １綴 

      料集積表           色刷 原稿用紙２枚 

 

  2180  瀬戸内海文庫関係名簿     昭和２３年             １綴 

                     ペン書 Ｂ５ノート用紙１枚 

 

  2181  メモ             昭和２３年             １綴 

                     Ｂ４ザラ紙１枚 

                     瀬戸内海文庫出版の図書の紹介 

 

  2182  メモ・雑誌「ひろしま」編集用 昭和２３年             １綴 

      過程表            謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2183  案内状「雑誌『ひろしま』原稿 昭和２３年             １綴 

      依頼」            謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 

 

  2184  メモ             昭和２３年 １５枚         １綴 

                     雑誌編集用メモ 

 

  2185  メモ「ひろしま批判会ノート」 年月日不明             １綴 

                     鉛筆書 Ａ５ザラ紙１５枚 
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  2186  書簡「総合雑誌ひろしま」休刊 昭和２３年             １綴 

      のお知らせ・原稿返却のお詫び Ｂ４半紙１枚（２部） 

 

  2187  書簡草稿「総合雑誌ひろしま」 小山いと子宛            １綴 

      休刊のお知らせ・原稿返却のお 昭和２３年８月４日 

      詫び             ペン書 Ｂ４原稿用紙２枚 

 

  2188  請求書            年月日不明             １綴 

                     謄写印刷 葉書型１枚 

                     婦民新聞代 

 

  2189  書簡             広島県労働部長より瀬戸内海文庫宛  １綴 

                     昭和２３年６月２３日 

                     謄写印刷 Ａ４ザラ紙１枚 

 

  2190  メモ・広島文化団体協議会規約 昭和２２年１１月          １綴 

      集              謄写印刷 Ｂ４・Ｂ５ザラ紙各１枚 

 

  2191  メモ・県農政部による巡回予定 昭和２４年２月           １綴 

      表              謄写印刷 Ｂ４ザラ紙１枚 

 

  2192  メモ・県農政部による巡回映画 昭和２４年４月           １綴 

      行程表            謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚（２部） 

 

  2193  メモ             昭和２４年             １綴 

                     謄写印刷 Ａ５ザラ紙１枚 

                     新聞広告料金表 

 

  2194  原稿「報告文学に就いて」   村上庸 著             １綴 

                     年月日不明 

                     ペン書 Ｂ４瀬戸内海文庫ひろしま用原 

                     稿用紙２枚 

 

  2195  原稿（無題）         年月日不明             １綴 

                     ペン書 Ｂ４ザラ紙私製原稿用紙３枚 

                     雑誌「ひろしま」用原稿 作者不詳 

 

  2196  原稿「最近の大衆の為」    井上貞一 著            １綴 

                     年月日不明 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙１０枚 

 

  2197  詩（自筆原稿）        室生犀星 著            １綴 

                     昭和２３年６月 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙２枚 

                     雑誌「ひろしま」用原稿 

 

  2198  句１０首（原稿）       岡林巨木 著            １綴 

                     昭和２３年 

                     Ａ４原稿用紙１枚 

                     雑誌「ひろしま」用原稿 

 

  2199  原稿「古人の足あと」     田村剛 著             １綴 

                     年月日不明 

                     ペン書 Ｂ４原稿用紙１５枚 

                     雑誌「ひろしま」用原稿 


