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東京タワーとスカイツリー（2）	 	 	 竹之内	康雄

東京・港区芝公園内にある東京タワーは、東京地区のテレビ塔を一本化
するため、1958 年に建設されました。高さ 333 ｍで、展望台があり関東
平野が一望できるというので、多くの観光客で賑わってきました。

その後、54 年経った 2012 年、墨田区の電波塔として東京スカイツリー
が完成しました。高さはムサシを表す 634 ｍで、東京タワーより 300 ｍ
も高い塔が出来て、展望台もあり、現在多くの観光客で賑わいのあるのは
ご存じのとおりです。

ところで、二つのタワーをグッズで比べて見たいと思いましたが、東京
タワーは半世紀も前の完成で、当時のグッズが見当りません。わずかな絵
はがき等を並べましたが、どうか東京スカイツリーを中心にご覧いただけ
ればと思います。

東京五輪・パラリンピック	1964 → 2020（2）	 	 長野	行洋

1964 年の東京オリンピック・パラリンピックは小学校 1 年だったので、
当時の記憶はほとんど定かではないが、チェコスロバキアのチャフラフス
カお姉さまだけは鮮明に刻まれている（早熟だったゆえ、未だ独身の憂き
目…）。

今年 2020 年に二度目の東京オリンピック・パラリンピックを迎えるに
あたり、門外漢の冷やかしコレクションを披露させていただく次第。

第 1 フレームは、自称・日本一の郵趣家集団いずみ切手研究会の会員諸
氏に多少見せたい郵趣材料を中心に、第 2 フレームでは、いま流行りのオー
プン展示風にその他雑品と、2020 年に向けた郵趣品をお見せする。

昨年の生前退位・改元で、昭和・平成・令和と三時代を生きることがで
き、1972 年の札幌・1998 年の長野の両冬季を含めて 4 回のオリンピック・
パラリンピックを経験できる幸せと、それらを郵趣という自分の趣味にコ
ラボできることを何よりと思っています。
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絵葉書で見る明治・大正・昭和の東京 15区（2）		 生田	誠

明治維新から 10 年がたった 1878（明治 11）年、東京市に 15 区が誕
生します。皇居、丸の内がある麹町区、神田明神がある神田区、日本橋が
ある日本橋区、銀座がある京橋区、さらに芝区、麻布区、赤坂区、四谷区、
牛込区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、深川区の 15 区です。

こうした江戸から続く東京の街の名所・旧跡の明治・大正の風景を、そ
の後の昭和戦前期の姿などと対比する形として、１組２枚の絵葉書により
展示します。令和のいまも変貌を遂げつつある東京の街、その古き良き時
代の風景を厳選した絵葉書で、ご覧いただきたいと思います。

記番印第壱号（2）	 	 	 鈴木	光男

記番印は明治 7 年 12 月から同 12 年まで使われた、統一的な抹消専用
印です。当時、武蔵国や駿河国のような旧国名が地名表記として一般に使
われていて、77 ヶ国での使用が確認されています。国ごとにカナ記号が
割り当てられ、その国の郵便局には第〇番というふうに番号が振られます。

この作品は、全国各地の記番印第壱号が押された書状や葉書を展示しま
す。
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練馬（2）	 	 	 吉田	敬

いずみ切手研究会の本拠地である練馬区は、私が生まれ育った地でもあ
ります。現在は東京都特別区の一つですが、歴史的には、更新世中期以降
の火山砕屑物やその二次堆積物の総称である関東ローム層の赤土を練った
ところを「練り場」と読んだところが名前の由緒という一説だそうです。
郵便・通信の時代の練馬は、江戸時代に整備された川越街道の下練馬宿に
始まります。譜代大名や親藩の松平家らが入封した川越藩は重要拠点であ
り、川越街道の通行量も多かったと思われますが、下練馬宿近辺の書状は
珍しいものです（図版）。

明治 11 年に北豊島郡が発足して以降の郵便でポイントとなるのは、 
（１）昭和 7 年の板橋区としての東京市編入から 15 年後の「板橋からの独
立」までの期間と（２）昭和 5 年の東京第一陸軍造兵廠練馬倉庫建設及び
昭和 17 年の成増陸軍飛行場の建設に伴う軍事関連郵便（軍事・APO・自
衛隊）です。

展示者は、地方郵便史は地元
におけるフィラテリーの関心を
高めるのに最適なツールと考え
ています。本展示は、練馬区が
2022 年に開催を検討している

「練馬区独立 75 周年記念行事」
での展示を目指して、今回初め
て作成するものです。
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押印機（和文機械印）による封書への消印−大正 8年〜昭和 41年−（5）	 横山	裕三

日本では、大正時代以降、押印機を専ら葉書の消印に使用する目的で開
発・導入したため、封書（書状などの封筒）への押印機使用は、構造的に
押印が可能な機械にたまたま掛けられた場合や一度に大量の封書を消印処
理する場合などに限られました。そのため、封書への押印機による消印例
は、葉書に比べて極端に少ないものとなっています。なお、封書専用の押
印機の開発が始まるのは、昭和 30 年代の後半からです。

本展示では、押印機による和文
機械印の歴史を、米国ユニバーサ
ル社製Ｄ型押印機が導入された大
正８年（国内書状料金３銭時代）
から昭和 41 年（国内書状料金 10
円時代）までの期間に限定して、
料金、押印機、押印機に取り付け
る刻印、使用切手という４要素の
変遷を踏まえて、本来はほとんど
押印機が使用されない封書への消
印例を使って展開してみました。

小型波型　サイパン　昭和 13 年
３月６日富士鹿４銭昭和白紙切手
使用
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和欧文機械印（5）	 	 	 水谷	行秀

和欧文機械印は自動取り揃え押印機専用のタイプとして１９６８（昭和
４３）年１２月１日より使用を開始した。この印を通して地方史の一端や
世論の流れ、法律の成立そして郵政の政策などが見られる。

これまでに２回のデザイン変更があり、３つのタイプ（期）に分かれる
和欧文機械印を期別に歴史やトピックスごとに展開した作品です。

中には出現当初より稀少と認識されていたものや、近年の調査で使用期
間が短いと判明したもの、新たに発見されたもの、切手との組み合わせが
短期間なものなど、近年の印でも楽しむことが出来ます。

この作品が、今からでも充分コレクション形成・発展が可能なこの印の
収集仲間が増えるきっかけになることを切望します



7

第３回いずみ展　展示作品解説パンフレット

手押し標語印（3）	 	 	 矢嶋	基之

手押し標語印は大正８年３月３日の逓信省告示により、ゴム印製の標語
入り日付印として登場しました。使用期間は大正 14 年までの約６年間で、
使用局、標語、型式から４期に分けられます（３期としている文献もある）。

第１期は大正８年、東京中央、日本橋、大阪中央局における先行使用で、
４型式の中に 1 種類ずつ標語が入っております。第２期は試行期間終了後
の大正８年９月から全国 55 局に拡大し、標語も１期に加え 13 標語が使
用されましたが、どの局がどの標語を使用したかは良く分かっておりませ
ん。第３期では関東大震災後に新たに復興・勤倹標語４種が採用されまし
た。使用局は第２期の 55 局に加え数局が追加されましたが、地域限定の
標語もあります。第４期は大正 14 年５月、大阪市内の区町名変更を周知
する標語が大阪市内の集配局だけで使用されました。
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外地使用の標語入り機械日付印（3）	 	 	 清水	勝利

外地（朝鮮、台湾、関東庁管内、樺太）で使用された標語入り機械日付
印を完集しましたので、そのすべてを展示します。

朝鮮 11 種、台湾 11 種（型、文言別に 15 種）、関東庁管内 53 種（型
違い等バラエティを含め 63 種）、樺太６種を、郵便制度周知、貯金、保険、
国債等に分けました。

台湾の「高雄の繁栄は港から」、関東庁管内の「国旗は門毎に保険は人
毎に」「一億一心挙って防諜」「貯金は身の為国の為（Ｓ型）」電気関連標
語５種、樺太が入手に難関な標語です。

封書、外信便、記念切手貼などを多く入れ、バラエティを重視しました。
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静岡局の初期郵便日付印（3）	 	 	 濱谷	彰彦

静岡局は、近代郵便制度が発足した明治４年３月１日（旧暦）に郵便取
扱所として開局しました。

開局当初の郵便印（抹消印）は「大型検査済印」でしたが、間もなく「大
型地名入り検査済印」に切り替わり、更に「不統一印」へと変わりました。

ここでは「不統一印」から「記号入り番号印」「二重丸型日付印」(KG 型、
KB2 型）「大型ボタ印」と変遷した、明治時代の静岡局の郵便日付印を展
示します。
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丸一型日付印のワ便（3）	 	 	 永冨	功

丸一型日付印のワ便は、１日のうちの 13 番目の便号です。当時は郵便
物の取扱量により、集配等級が決められ、１日の集配回数も規定されてい
ました。丸一型日付印が誕生日した明治 21 年 9 月 1 日時点で一番集配回
数が多かったのが、東京局で 12 回、ついで大阪局で 10 回となります。

12 回を便号で示すと「イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・チ・リ・ヌ・ル・
ヲ」となりますが、最終便号 ( 東京局であればヲ便 ) の処理後の郵便物の
取り扱いに、最終便号では足りない場合について、明治 21 年 2 月 24 日
と明治 25 年 12 月 10 日に公達が出され、「次につぐべき一の便号の使用」
が認められ、ワ便が誕生したのです。

集配等級に依らず、局の便宜のために生まれた
ワ便であるため、何時から何処の局でどのように
使用されたかを調べることは意味のあることであ
り、それを示すことが本作品の目的です。使用局
の拡がりや使用方法、研究課題などを展示します
ので、どうぞ「ワ便」をかみしめてみてください。
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事故郵便（戦前）（3）	 	 	 安藤	源成

小生は、昭和 22 年 12 月 31 日までの逓信省・旧郵便法による郵便を「戦
前の郵便」として蒐集しています。

事故郵便には、自然災害によるものと人為的過失によるものがある。自
然災害によるものは、台風や洪水による「川支」、「風波支」、積雪による「雪
支」等が主なものである。

人為的過失によるものには、逓送中に鉄道・船舶・航空機等によるもの、
郵便局員の過失による「紛来」、「破損」、「取扱ミス」、「逓送人の事故」等
がある。また、差出人・受取人によるものは「未納不足」、「転送」、「差出
人戻し」、「受取拒否」等さまざまなものがある。また、自然災害と人為的
過失の両方に関わるものとして、「湿潤乾燥」、「列車事故」がある。

以前、全日展に「岡山県の事故郵便」3 フレームと「海難郵便」1 フレー
ムを出品したので、今回は「事故郵便」コレクションの内から「人為的過失」
に重点を置き、抜粋して展示します。
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第一種無封郵便（5）		 	 行徳	国宏

第一種無封郵便は、信書以外の同封郵便物を無封の状態で差し出すこと
ができるよう規則で定められ、第一種書状よりも１銭安い料金で設定され
た。その収集対象は、具体的には、切手展作品に見られるような貼付各種
額面切手、消印、郵便料金等ではなく、官公庁や営業者の差し出した各種
の印刷物を同封した郵便エンタイアを主題にしたものである。

長い料金期間中に発行された異種シリーズ切手中のありふれた低額面切
手使用で、何の変哲もないものばかりだが、何と言おうとも、レッキとし
た郵便の一種。駄物視されているが、書留や速達扱いの物が存在している
ことは意外に知られていないのだ。明治 40 年４月から昭和 21 年７月ま
で存在した郵便物で、郵便の種類として集めないワケにはいかない。


