さがみ コレクションワールド
第71号

発行月；2014年10月度

自然災害/北海道南西沖地震！！
臨時郵便局/北海道・青苗臨時郵便局

＊平成５年７月１２日に奥尻島の近くの海を震源地として
北海道南西沖地震が発生した。その時に「青苗臨時郵便局」
が設置された！
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郵 趣 情 報！
北海道南西沖地震の際の消印！

＊津波で流失した「青苗局」の臨時郵便局

今回、長野岐阜両県にまたがる御嶽山の噴火で、

＊青苗局臨時郵便局/丸型印

１０月１日現在、今回の噴火による死者は４７名と
なり、戦後最悪の惨事となった。
地元消防には、亡くなった４７名を上回る数の行方
不明者情報が寄せられており、捜索は２日もほぼ同
じ態勢で継続する。（読売新聞10月2日朝刊報道）
この自然災害には驚きまして、偶然コレクション
の中から「北海道南西沖地震」の際の奥尻島の郵便
局の消印を見つけましたので、掲載してみようと思
い、掲載致します。
北海道南西沖地震は、平成５年７月１２日に奥尻
島からわずかしか離れていない、奥尻島北部の海を

＊青苗局臨時郵便局/エラー印

震源地として発生しました。奥尻島は大きな揺れに
襲われ、加えて島全体を高い津波が襲いました。
大きな揺れは山崩れを起こし、奥尻港の背後の山が
崩落し、ホテルを押し潰し２０名余の人が犠牲にな
りました。また青苗地区には津波が地震発生からま
もなく襲いかかり壊滅的な被害をもたらしたのです。
島全体で死者、行方不明者合わせて２００名余の犠
牲者を数えた。
地震発生から一週間後の７月１９日に押印された
奥尻島の「奥尻局」「松江局」の消印を紹介します。

丸型印
北海道・奥尻局
平成 5.7.19
8-12

丸型印
北海道・松江局
平成 5.7.19
8-12
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＊青苗局臨時郵便局ｴﾝﾀｲﾔ

青
苗
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時
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入
口
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時
郵
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内
部

郵趣情報/消印情報
平成５年度変わり種消印

ｶﾀｶﾅ特定局

ｴﾗｰ/E欄櫛無

ﾌｨｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌ局

群山駅前大通り局

斜線型ﾛｰﾗｰ印

平成5.7・8

平成５年

12-18

Ａ欄〒番入印

欧文局名
ｱﾎﾟｽﾄﾛﾌｨｰ入

群山駅前大通り局

丸欧文印

徳庵駅前局
三日月欧文印
25.Ⅷ.93
12-18

-8.Ⅶ.93
12-18

欧文表記局印

欧文局名
ｱﾎﾟｽﾄﾛﾌｨｰ入

千葉Ｂee-Ｏne内局

丸型印

新大阪ｾﾝｲｼﾃｨ-局

平成5.6.16
8-12

丸型欧文印
25.Ⅷ.93
12-18

欧文表記局印

欧文局名
ｱﾎﾟｽﾄﾛﾌｨｰ入

千葉Ｂee-Ｏne内局

新梅田ｼﾃｨ-局

斜線型ﾛｰﾗｰ印
平成５年

丸型欧文印
25.Ⅷ.93
12-18
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カード情報
ＮＴＴバリエーション№11回目
以前まで「カード情報/過去」というテーマーで
古いカード情報誌から ミス・エラー・バリエーシ
ョンを連載して来ましたが,ネタ不足で続投は難し
ので,今後はテレホンカードの基本であるＮＴＴ地
方版のバリエーションを,連載してみたいと思いま
す。
紹介は,地方版で表図柄のバリエーションを中心で
各地方別に掲載したいと思います。(変種及び切込
等、表から判別できるカードを）
*参考資料として、会員のＮＴＴ地方版収集家で有
名な渡辺文雄氏編集の,膨大なデーターを利用させ
て戴きたいと思います。

＃250-390/神奈川

切込１ケ

湘南の四季・冬＜再版＞

切込２ケ

＃250-391/神奈川

湘南の四季・秋＜再版＞

会員の皆様！ ＮＴＴ地方版のカードが有りました
ら参考にして収集して下されば嬉しく思います！
＊参考/地区別コード番号
地区別 旧版
新版 地区別
全国
110
111
関西
東京
230
231
中国
関東
250
251
四国
信越
270
271
九州
東海
290
291
東北
北陸
310
311 北海道

切込１ケ
旧版
330
350
370
390
410
430

新版
331
351
371
391
411
431

②関東支社発行カード
＃250-387/鎌倉

＃250-388/神奈川

切込１ケ
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＃250-392/神奈川

切込１ケ

鶴岡八幡宮＜再版＞

切込１ケ

切込２ケ

切込２ケ
鎌倉明月院＜再版＞

切込２ケ

切込２ケ

＃250-393/神奈川

切込１ケ
＃250-395/神奈川

切込１ケ

湘南の四季・夏＜再版＞

湘南の四季・春＜再版＞

切込２ケ
箱根の山は天下の険＜再版＞

切込２ケ

カ ー ド 情 報

オレンジカード＜フリー・500円券＞「鉄道関係」（26回目）
カシオペア号

オレンジカードの収集の 一つのテーマーとして
フリーカードの500円額面のカードが面白い！
限定数発行で入手が難しいが,その反面入手した時
は嬉しいものです。
所蔵品のうち,鉄道関係のカードを古い順に紹介
して行きたいと思っております。
同好の方々に少しでも参考になればと・・・・・・
*重品のお持ちの方、是非ご一報願います！
JR RAST MILLENNIUM TRAVEL
ＪＲ東日本/川崎営業支店

＜000107Ａ＞

新幹線オンパレード

ＪＲ東日本/仙台

＜000101Ａ＞

新幹線オンパレード

ＪＲ東日本

＜000109Ａ＞

山梨地区駅スタンプ

ＪＲ東日本

＜000106Ａ＞
ＪＲ東日本/山梨地区

首都圏路線電車

ＪＲ東日本/横浜地区

＜000111Ａ＞

トランヴェール

＜000106Ａ＞

ＪＲ東日本

＜000112Ａ＞
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会員 お便り
ＡＫＩＫＯの会様

お便り！

Ｓ.Ｃ.Ｗ誌７０号,９月１日届きました。夏のご挨
拶を戴いておりませんので２ヶ月のご無沙汰です。
この日１日は防災の日で、折にも関東大震災が起き
た日でもあります。とはいえ９１年前のことですか
らそれを知る人は殆どおられないとは思いますが・
・・８月豪雨災害で広島ほかとヒドイ目にあってお
られる方々がいる訳ですが、後々のニュースを見聞
しておりますとやはり人災が関っていること間違い
なさそうです。
「地震さへまじりて二百十日哉」と子規はＭ２９年
に詠んでおりますが、９月は野分（台風）の季節で
もありますから、まだまだ油断は出来ないところで
す。日本は温帯から亜熱帯へと変化している現状、
今まで経験したことのないことが次々起こったとし
ても何ら不思議ではないと思います。それに敏感に
反応していくことが自らの命を守ることかと思いま
す。先般は６９号についてあらさがしをして申し訳
けありませんでした。
７０号に於いて・・・・・・・・・・・・・・・
経済新聞で御社が取上げられたことはやはり名誉
でありましょう。ご努力の賜と存じます。３頁でエ
ラー印として２印取り上げられていますが、櫛型か
ら現行丸型に切り替える際に試行印が使われいろい
ろとバラエティが見られます。使用期間も局によっ
てバラバラで、御誌で取り上げられた丸二や櫛のバ
ーなしにＤ・Ｅ欄三日月などは他局でも多く見られ
ます。どれが正規でどれがエラーかはよく判らない
ですが・・・・・・
８頁の城型ポストは、珍しいですね。初めて知り
ました。（シガの手まりを模した球型ポストも他に
ないと思っていますが）。
１０月は東海道新幹線開業５０周年ですから、御
誌でもきっと特集を組んで戴けるものと期待してお
ります。ＢＳ放送ではそれに関する情報番組が多く
組まれ、私は全てをチェックすべく気をつけている
処です。
めぐる季節、ときの流れははやいものです。日々
感謝しつつ、有意義におすごしください。
お便り有難う御座います！
毎々高度の内容のお便りに、刺激を受けています。
今回も自然災害・消印・ポスト・東海道新幹線開業
等々のお便り・・・・・・・
＊自然災害の件について、
ここ数年前から日本に於いて多発しており、本年も
広島地域で土砂流により、多数の人々が亡くなって
おります。ごく最近では９月２７日の紅葉の土曜日
突然に「御嶽山の噴火」！憤石・噴煙・火砕流が発
生し、救助・捜索活動しても、火山性微動、台風の
接近等で活動を中断・・・・
１０月６日現在５１名死亡、まだ行方不明者もいる。
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＊消印について！
基本的には日本郵趣協会発行の「日本郵便印・ハンドブ
ック」・鳴美発行の「「現行消印ガイドブック」を参考
にしています。エラーか否かは判断範囲があり、難しい
問題ではないかと？
＊ポストについて！
会員の方から、多量の郵便関係の情報のお便りを頂いて
おります。その中から興味のある「ポスト情報」を本誌
に掲載しております。紙面の都合いつもほんの僅かしか
紹介出来ません。
＊東海道新幹線開業５０周年について！
東海道新幹線開業し半世紀になります。「ひかり号」の
ネーミングは、一秒間に地球７回り半という速度にあや
ってのこと・・・・
「東海道新幹線」についての特集希望の件ですが、今の
ところ自信がありません？

小倉一様

お便り！

「さがみコレクションワールド」７０号、９月１日に
拝受しました。もう７０号になりましたか。
省みて己の馬鈴を重ねて見ました。まだ歩行は、ぎくし
しゃくですが、何とか身の回りことは自分で。あとはヘ
ルパーにおねがいしています。
＜まあ生きていればこそ＞です。読むだけの会員ですみ
ません。坂間さんも、お体に充分気をつけておすごし下
さい。
束の間の涼風に侵っています。
毎々お便り有難うございます！
いつも小倉さんのお身体を心配しています。私も昨年末
「前立腺ガン」で前立腺全面摘出、体力・気力が減少！
でも最近はどうやら術前の体力に戻りつつあります。
それと約１０月禁煙していた煙草を、ストレス解消の為
喫煙を始めてしまいました。
でも生涯青春をもっとうに、希望を持って目標に向かっ
て、負けずに頑張って行きたいと思います。
小倉さんも、気力を強く持って頑張って下さい！

信田幸男様

お便り！

８月に「桑都郵趣クラブ」の切手展のご案内戴きまし
た。期限切れですが紹介させて戴きます！

会員 お便り
川崎洋介様

お便り！

毎回、楽しませて戴いております！
また、投稿文や絵はがきのていねいな紹介、ありが
とうございます。
会員一人一人を大切にしているのだなあと、感じま
す。
＜サカマコーポレーション＞のＨ・Ｐを拝見しまし
た。「Ｓ.Ｃ.Ｗ」誌の図版・写真が、カラーでアッ
プされているのではありませんか！
カラーで見た方が、評価もさらにグレードアップで
とても見ごたえがあります。
今後とも、よろしくお願い致します！

お便り有難う御座います！
今回は、私の＜サカマコーポレーション＞のＨ・Ｐを見
て戴いて有難うございます。「Ｓ・Ｃ・Ｗ」誌もカラー
印刷にしたいのですが、カラーインクのインク代が高価
につき費用がかかり過ぎ無理です。パソコンに入力時に
は、カラー設定で行ってＨ・Ｐへはそのままインストー
ルしますので、Ｈ・Ｐでは印刷では無いのでカラーで画
像が鮮明で見れます。
また、毎々ポスト情報を有難う御座います。大分はまっ
ていますね！
又、いつも入札有難う御座います！
お互いに趣味の世界を大切にし頑張りましょう！

海野毅様

記念カバー！

毎々、記念カバー戴き有難う御座います！
いつも日本郵趣協会の行事で、全国各地へご苦労様です
来年は会員全国大会を、相模原支部で開催との事、私は
暇がなくお手伝いは難しいですが応援しますので、ぜひ
頑張って下さい！

匿名様

お便り！

師匠に「Ａ」より、赤坂局ですが、ＲＥＣＥＩＶＥＤの
スタンプ初めて見ました！

＊私も初めて見ました、赤坂郵便局の私印？
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会員 お便り
山本誠之様
ＡＫＩＫＯの会様

お便り！

＜名月やうさぎのわたる諏訪の海（蕪村）＞
＜三日月の頃より肥ゆる子芋哉（子規）＞
中秋の名月（今年は八日）や翌日のスーパームー
ン、錦地ではご覧になれたでしょうか。すっかり秋
めいて、この三連休はお天気にめぐまれております。
１１日あたり都内ではすごい雨だった様ですがそち
らは大事ございませんでしょうか。先日フィリピン
近海で１５号が発生しておりますが、日本への影響
はなさそうです。とはいえまだ九月折りしも１１日
は二百二十日でしたけれど、まだまだ安心の出来な
い季節の変わり目でもあります。
御誌へ処分広告をしたフィラテリスト、ご希望者
に送付する前に全冊の内容を確認中ですが、御誌で
も取り上げられました日琉返信切手券や新発行切手
（印紙）の頁がありましたのでコピー同封いたしま
す。ご商売柄、恐らく郵趣に関する文献は全て揃え
ておられることと思いますので無駄なことと思いつ
つもコピーをとっております。
「おまえ百まで（履くまで）わしゃ九十九まで
（熊手）ともに白髪の生えるまで」
この言葉にかけて高砂人形は、熊手と箒を手にして
いる訳けですが、平均寿命も年々延び、６５才以上
４人に１人、７５才以上は８人に１人となり、１０
０才以上は５万８千人を超えましたから、前述のこ
とばは死語でしょうか。
波乱の人生、いろいろあっても最期が良ければ生き
てきた甲斐があったといえるのではないかと６０才
になり考えております。
お便り有難う御座います！
お便りを拝受したのは９月１７日でした。本日パ
ソコンで、文章作成中で、１０月８日です。
偶然、中秋の名月の日です。空は曇っており、今夜
名月が見られるかな？と思っています。
フィラテリスト誌は私の愛読書です.1986年1月号
が創刊号で、一番興味を持って拝読したのは「わた
しの報告」欄で、新しく発見した変種・消印の更新
等の報告で勉強になりました。
私は今７４才と８ケ月です。あと何年、今の仕事
が、又「Ｓ・Ｃ・Ｗ」誌の発行が続けられるか？
まあ倒れるまでと思いつつ・・・・・・・・・
とにかく、毎日を楽しく元気で、仕事・本誌の発行
に頑張って行きたいと思います！

早川進一様との交流

！

いつも郵便関係の情報有難う御座います！
今回も多量の新聞記事のコピー等有難う御座います
又、９月７日は私のお店の近くのメイプルホールへ
ご友人と「シェルパ」コンサート鑑賞の際、帰路の
時間をさいて、来訪下さり有難う御座いました。
今後も宜しくお願い致します！
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お便り！

今回も海外での活動ご苦労様です！
又、外国のコイン又切手キロボックスでは、お世話にな
りました。
記念押印の外国からカバーを戴く度に、いいなー・・・
と羨ましくなってしまいます。戴いた記念押印カバーを
紹介させて戴きます。
タイの目打入官葉

韓国

久野史郎様

シンガポール

趣味資料！

毎々、郵趣情報のコピー有難う御座います！
今回も多量の情報有難う御座います。今回は何とテレホ
ンカードの「懐かしいアイテムはテレカだよ！」の新聞
記事には感激！
又、郵便ポストの情報にも感動！まだまだいろんな郵便
ポストがあるんだなーと。郵便ポストについて次号で特
集として掲載したいと思っています！

