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 2489  プログラム「前身坐・レ・ミゼ 広島県教職員組合文化部主催    １綴 

     ラブル公演」         昭和２３年１０月 

                    謄写印刷 Ｂ４ザラ紙 

 

 2490  プログラム「アジアの悲劇」  トランク座中・四国巡礼主催    １綴 

                    昭和２５年 

                    謄写印刷 Ａ３ザラ紙三つ折り 

 

 2491  ちらし「文芸作品募集」    広島文学協会戸河内支部      １綴 

                    昭和２６年 

                    謄写印刷 Ａ５用紙２枚 

 

 2492  ちらし「広島文学協会規約・入 広島文学協会           １綴 

     会申込書」          昭和２６年６月１日 

                    謄写印刷 ザラ紙 

 

 2493  プログラム「ヴァイオリ・ソナ 広島平和祭祭典委員会       １綴 

     タの夕」           昭和２６年８月１日 

                    謄写印刷 

 

 2494  プログラム「夕鶴・ぶどうの会 山本安英後援会          １綴 

     公演」            昭和２６年１１月～１２月 

                    謄写印刷 

 

 2495  ちらし「文化ニュース」No.１  石島春雄（よい演劇映画を守る会） １綴 

                    年月日不明 

                    謄写印刷 Ｂ５用紙 

 

 2496  ちらし「書院ニュース」No.５  彰考書院             １綴 

                    昭和２７年６月９日 

                    謄写印刷 Ａ５用紙１２頁 

  

2497  ちらし「新文化特信」     新文化社             １綴 

                   昭和２７年６月１７日 

                   謄写印刷 Ｂ５色紙 

 

2498  ちらし「新文化特信創刊の御挨 新文化社             １綴 

    拶」             昭和２７年６月１７日 

                   謄写印刷 Ｂ５色紙 

 

2498  ちらし「日本ヒューマニズム詩 三一書房             １綴 

‐2  集」             昭和２７年 

                   謄写印刷 13.5×17.5cm判１枚 

                     「日本抵抗詩集」宣伝 

 

  2499  ちらし            国文一太郎 福島陽一 筆     １綴 

                     昭和２７年６月 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙 

   

2500  機関誌「新文化特信」No.１９２ 昭和２７年６月１７日       １綴 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙６頁 

 

2501  ちらし            昭和２７年６月１７日       １綴 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙１枚 
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2502  プログラム「死んだ海」    新聞協会              １綴 

                   昭和２７年９月６日 

                   謄写印刷 

 

2503  プログラム「ひろしまの夕」  現地協力委員会日本教職員組合    １綴 

                   昭和２７年７月１６日 

                   謄写印刷 

 

2504  プログラム「広島おどり特別公 広島県総合大学設置規制同盟会    １綴 

    演」             昭和２７年６月１１日 

                   カラー謄写印刷 

 

2505  詩「私の祈り」        北村治郎 作            １綴 

                   年月日不明 

                   謄写印刷 Ｂ４判１枚 

 

2506  綱領「民族解放のための広島県 昭和２７年             １綴 

    民の反米愛国統一綱領」    謄写印刷 Ｂ４ザラ紙２枚表裏（２部） 

 

2506  ちらし「破防法反対授業ボイコ 広島大学教養学部学友会       １綴 

‐2  ットの訴え」         昭和２７年６月３日 

                   謄写印刷 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

   

   2507  ちらし「朝鮮の戦争をやめさせ 在日朝鮮統一民主戦線中央委員会東京 １綴 

      る平和と民主の政府をつくろう」選挙対策委員会 

                     昭和２８年３月 

                     謄写印刷 Ｂ５ザラ紙半切１枚 

 

  2508  プログラム「原爆に関する公演 大阪府保険医協会          １綴 

      と映画の集い」        （年不明）１２月１９日 

                     謄写印刷 Ｂ５用紙３枚 

 

  2509  プログラム          昭和２９年３月           １綴 

                     謄写印刷 Ａ５用紙二つ折り 

                     「峠三吉祭」祭典内容 

   

2510  ちらし「イワン雷帝」     広島名画自主上映会         １綴 

                   （年不明）４月３日 

                   謄写印刷 

 

2511  プログラム「劇団東童５６回公 年月日不明             １綴 

    演」             謄写印刷 

 

2512  封書             井崎均より亀山昌己宛        １通 

                   昭和２９年 

                   ペン書 便箋２枚 

 

2513  プログラム「命と怒りの詩麦踏 ひろしま民衆劇場友の会       １綴 

    み」             昭和２９年７月３日 

                   謄写印刷 Ａ４縦１４頁 

 

2514  ちらし「丸木位里・赤松俊子後 昭和２９年             １綴 

    援会案内」          謄写印刷 絵入り 
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2515  ちらし            森滝市郎（原水爆禁止広島県協議会  １綴 

                   事務局長） 

                   昭和３０年１０月１日 

                   謄写印刷 Ｂ５用紙 

 

2516  「浜工詩人」         昭和２３年４月２８日        １綴 

                   規格外袋 

 

2517  ちらし「公演とグランド・カン 広島県文化会議峠三吉詩碑建設委員  １綴 

    タータ人間をかえせ（ＬＰ）を 会 

    聞く夕べ」          昭和３６年 

                   謄写印刷 Ａ３二折り６頁 

 

2518  台本－ラジオ・ドキュメント「 昭和３８年７月３日         １綴 

    ８月６日」その５       謄写印刷 Ｂ５用紙３２頁 

 

2519  パンフレット「河」      平和のための広島県文化会議・ほか  １綴 

                   昭和３８年８月３日 

                   謄写印刷 Ｂ５用紙（８部） 

                   広島市職場演劇サークル合同公演 

 

2520  機関誌「ひろしまの河」No.９  原水爆禁止広島母の会        １綴 

                   昭和３８年１２月２０日 

                   謄写印刷 Ａ４用紙１９頁 

 

2521  パンフレット「人間をかえせ」 「峠三吉夫妻をしのぶつどい」世話  １綴 

                   人会編追悼集会 

                   昭和４０年６月１５日 

                   タイプオフ・電子印刷Ｂ５用紙７頁（ 

                   ３部） 

 

2522  ちらし「文化大講演会」    昭和３８年３月           １綴 

                   謄写印刷 Ｂ５用紙（４部） 

 

2523  振込通知書「峠三吉詩碑建設資 広島県文化会議           １綴 

    金集めのため」        昭和３８年 

                   謄写印刷 17×13.3cm判ザラ紙（１６ 

                   部） 

 

2524  ちらし「詩碑建設地決定のお知 広島県文化会議「峠三吉詩碑建設委員 １綴 

    らせ」            会 

                   昭和３８年４月 

                   謄写印刷 13.5×19.5cm西洋紙１枚 

                   （３０部） 

 

2525  趣意書「峠三吉詩碑建設のため 広島県文化会議「峠三吉詩碑建設委員 １綴 

    のお願い」          会」 

                   昭和３８年４月 

                   謄写印刷 Ｂ４半切西洋紙１枚（２８ 

                   部） 

 

2526  詩              昭和２８年３月９日         １綴 

                   全紙１枚 

                   手術室に張ったオストロフスキーの 

                   詩 
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2527  詩（下書）          昭和２８年３月９日         １綴 

                   墨 全紙１枚 

                   手術室に張ったオストロフスキーの 

                   詩 

 

2528  ポスター「人間をかえせ」   昭和３６年             １綴 

                   全紙１枚 

 

2529  パンフレット「東京労音新春例 東京勤労者音楽協議会        １綴 

    会予告版」          年月日不明 

                   謄写印刷 写真入り 

 

2530  地図             明治３５年６月３０日発行      １綴 

                   加計 五万分の一 

 

2531  地図             昭和８年６月３０日発行       １綴 

                   広島 五万分の一 

 

2532  ポスター「ノーモアひろしまの 大阪大学医学部教職員連合会     １綴 

    夕」             （年不明）１２月１９日 

 

2533  ポスター「宮本百合子追悼記念 宮本百合子追悼記念祭発起人会    １綴 

    祭」             （年不明）５月２３日 

 

2534  ビラ「東童」         昭和１７年８月１７日        １綴 

                   三戸嘉子より峠三吉宛の封書に同封 

                   昭和１７年７月（第５６回）公演号 

 

2535  ビラ             年月日不明             １綴 

                   前身座春広島大公演「福沢諭吉」「 

                   茶壷」「鳥辺山心中」 

                   ２月１３日 於：児童文化会館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


