
さがみ コレクションワールド

　　　　　　　第76号 　発行月；2015年8月度

　今回は、料金領収用に使用された、C欄数字表示の櫛型為替印

千番台で、都道府県の分類が出来る事が判りました！
上記の＜84185＞は青森県で、同県は「84000番台」です。

櫛型為替日付印（C欄数字表示）！

1

の「都道府県別印影」を紹介致します。
始めはよく判らなく、C欄の5桁の数字に目をつけたところ・・

今回「郵趣情報欄」P-2・3で都道府県別番号を紹介いたします。
C欄数字の為替印お持ちでしたら参考に！

 



Ｘ
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天竜局

23014 24282 31013＊印影は紙面の都合で一部紹介！

08172

長野県/11

長野・屋代駅前 瀬戸局 四日市局

11349

野田局

03006

茨城県/06 栃木県/07 山梨県/08
茨城・笠間駅前局 大田原山の手局/栃木 山梨・塩山駅前局

06250

静岡県/23 岐阜県/24 石川県/31

岐阜・関栄町局 羽昨局

00152 01299 02002

埼玉県/03 群馬県/04

07206

04010 05015

千葉県/05

加須局 安中局

東京都/00 東京都/01 神奈川県/02

大崎局 横浜中局青梅住江町局

福岡

21019

21 三重 22

00

広島

山口

愛媛

熊本

大量の領収書を発見し全部戴き、暇を見らがら整

都道府県名 番号都道府県名

-000

22002

愛知県/21 三重県/22

愛知

石川

大阪

金沢郵政管内

静岡 2423

紙物を戴いていた。その会社の上役から「どうせ

細かく裁断して紙屑にするので、好きなものがあ

郵趣情報

Ｃ欄数字表示の櫛型為替印の紹介！

好きなものを見つけ、帰りに報告すると「なんで

を持っていくと「有難う！又来いな！」喜ばれて

ったらどうぞ！」といわれ、月一回位伺ってた。

　私がサラリーマン時代に、たびたび有給休暇を

利用して、ある製紙会社に出入りして郵便関係の

そんな物を！」といわれたが、よく清酒の一升瓶

いた。その製紙会社で、ある大手のミシン会社の

理に１年位を費やした。

　今回紹介する「Ｃ欄数字の櫛型為替印」はその

時に入手した物で、昭和44～46年代の物でした。

都道府県別Ｃ欄数字リスト

神奈川 02 埼玉 03

番号都道府県名番号都道府県名 番号

東京郵政管内

東京

長野郵政管内

04 千葉 05

東京 01

茨城 06群馬 07栃木

名古屋郵政管内

11 新潟 12長野

岐阜

31 富山 32 福井 33

41 大阪 42 兵庫 43 京都 44

大阪郵政管内

広島郵政管内

45 滋賀 46 和歌山 47奈良

51 鳥取 52 島根 53 岡山 54

55

61 徳島 62 香川 63 高知 64

松山郵政管内

74

熊本郵政管内

76 佐賀 77

71 大分 72 宮崎 73 福岡

97

天塩 98 北見 99

＊概略の分類で細分類は略！

92 根室 93

渡島 94 後志 95 胆振 96 石狩

札幌郵政管内 *国名

小樽 90 十勝 91 釧路

青森 84

山形 85 秋田 86

宮城 81 福島 82 岩手 83

鹿児島 78

仙台郵政管内

75 長崎
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北海道・室蘭幸町局

新庄本町/山形

86004 90140 99152

84185 85207

秋田県/86 北海道/90 北海道/99

本荘局

鹿児島県/78 宮城県/81 福島県/82

北見紋別本町局

82206

岩手県/83 青森県/84 山形県/85

宮古新町/岩手 八戸新町/青森

福岡・八幡前田局 長崎・加津佐局 佐賀白山局

74478 76090 77099

若松大町/福島

81010

71004 72005 73036

福岡県/74 長崎県/76 佐賀県/77

熊本県/71 大分県/72 宮崎県/73

山-鹿 局 中津局 西都局

徳島・海部局 香川・三本松局 土佐山田局

62052 63019 64017

54003 55314 61163

徳島県/62 香川県/63 高知県/64

52096 53259

岡山県/54 山口県/55 愛媛県/61

津山局 山口・柳井金屋町局 愛媛・大洲若宮局

45001 46132 47197

広島県/51 鳥取県/52 島根県/53

44089

奈良県/45 滋賀県/46 和歌山県/47

奈良局 滋賀・大津駅前局 和歌山・田辺駅前

41083 43364

大阪府/41 兵庫県/43 京都府/44

富田林局 兵庫・尼崎西難波局 京都中央局

川内局

78002

83113

宮城・吉岡局広島十日市局 鳥取・倉吉宮川町局 島根・石見大田駅前局

51468
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＃250-460/千葉　犬吠のよあけ

切込２ケ

ＮＴＴバリエーション№15回目

切込１ケ 切込２ケ

切込１ケ 切込２ケ

切込２ケ

切込１ケ

切込１ケ

北陸 北海道 430

391

*参考資料として、会員のＮＴＴ地方版収集家で有

ら参考にして収集して下されば嬉しく思います！

東北

330全国 関西

　以前まで「カード情報/過去」というテーマーで

地区別 旧版 新版 地区別

四国

＊参考/地区別コード番号

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）

231

切込１ケ

251

410 411

切込２ケ

350

290 291

東京

関東

230

431

東海

切込１ケ

331110 111

新版

名な渡辺文雄氏編集の,膨大なデーターを利用させ

370250

351

旧版

310

②関東支社発行カード

切込２ケ

カ ー ド 情 報

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

す。

371

270 271 九州

311

390信越

切込１ケ

切込２ケ

＃250-463/山梨　清里高原

＃250-485/山梨　本栖湖と富士

＃250-464/山梨　雲上の富士

＃250-451/山梨　雲海の南アルプス

＃250-455/群馬　尾瀬ＳＵＭＭＥＲ

＃250-456/群馬　尾瀬ＡＵＴＵＭＮ

方版のバリエーションを,連載してみたいと思いま

会員の皆様！ ＮＴＴ地方版のカードが有りました

て戴きたいと思います。

中国
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700系のぞみ号、誕生！

オレンジカード＜フリー・500円券＞「鉄道関係」（31回目）

ＪＲ東海 ＜109303Ａ＞

カ　ー　ド　情　報

　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

700系のぞみ号、誕生！

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！

白幡・高津変電所竣功記念

＜109311Ａ＞

ＪＲ東海 ＜109902Ａ＞

新幹線のぞみ号

豊橋駅改築工事共同企業体

ＪＲ東海 ＜109902Ａ＞

特急列車「雷鳥号」

ＪＲ西日本鉄道事業本部

＜208801Ａ＞＜109510Ａ＞

＜208705Ａ＞

ＪＲ西日本

ＳＬシリーズ「Ｃ-61」・記念切手30万時間無災害記録達成

ＪＲ東海
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泰衡、忠衛、通衛ら兄弟の協力があったこと、北行

　例によって、今回もカード若干枚進呈致します。

　私も以前、「８円カモシカの定常変種の全貌」等

お暑うございますがその后お変わりございませんでしょ

 ５か月余りの入院生活を送り,６月に退院しました 東北も２６、２７日に梅雨入り、梅雨明けの沖縄を除き

。退院後２週間は足の筋力が衰え、歩くことさえで 列島は梅雨の只中であと２週間位の辛抱でしょうか。

きませんでした。抗がん剤の投与は死んだ方がまし 適度の雨のところもあれば九州の様にそない・・・・

会員　お便り

山崎純醒様　お便り！ ＡＫＩＫＯの会様　お便り！ 
 前略！ ①梅雨お見舞い申し上げます！

というくらい苦しいもので、４回目をもって投与を 編に降らんといて、といったところでありで・・・・

断りました。医師より「余命半年」の宣告を受けま ながく九州南部に停滞した梅雨前線により鹿児島では、

したが全く気にしておりません。あと３０年は生き 年間雨量の半分が６月の２６日間で降った由、お気の毒

るつもりです（笑） なことです。関東でもかなりバラつきがあるようですが,

　さて余命幾ばくもないとなれば、急がねばならな 東京のニュースはよく見聞きするのですけれど錦地のご

いものは急いでやってしまおうと思い、本の出版を 様子は？　３０日には台風９号も発生しています。７月

した。今号は特に丸一印の頁が興味深いところです。

決意しました。９月下旬、批評社より「義経北行の も雨量が多いとの予報ですしまだまだ安心できないとこ

謎」（仮称）第１巻を上梓します。全７巻の構想で ろです。終日の雨でもなか３日位でほどほどに仕事をし

年１巻づつ出版する計画です。（もっとも、出版社 てくれれば、それにこしたことはない訳ですが、なにせ

合戦が擬戦であったこと、義経は布川合戦の前年４ 本日は半夏生で五穀豊穣をねがう風習により、晩ごはん

月２６日に、平泉を脱出していること、脱出の為に タコを食べて一杯といきたいところです。春からこの初

夏にかけ食材も次々と値上げされておりますが、今月２

が７巻まで出させてくれるかどうかは未定ですが） 相手は自然ですから。

第一巻は義経の北行の前提となる「義経生存」の証 　さて、御誌Ｓ・Ｃ・Ｗ７５号、７月２日拝受致しまし

明の為に、丸々４００頁割いています。平泉・布川

旅の計画は脱出の一年前に念入に計画されていたこ ４日は土用の丑の日、うなぎ（国産）もずいぶんと高値

と、脱出に際し、北の方（良子御前）を供なったこ になりました。庶民の口には何度入るかどうか。ネバネ

バ食材で暑くなりそうな夏に向けてスタミナをつけるこ

前を同行させたこと等々、北行伝説の真相と全貌を とにいたしましょうか。

と、アイヌの民の通訳に秀衛未亡人の一人アサメ御

明らかにします。 　またひとつ増えた神話の書き直し、６／３０に起きた

図版、イラスト、写真は多数挿入し、小学校高学年 新幹線での事件、これも他人を巻き込む自爆テロに匹敵

でも読めるように工夫しています。今年の出版では するかと、何れフランス、ベルギーの「ユーロスター」

「別冊義経周辺系図解説」（１２０頁）を同時刊行 の様に空港並みの安全対策がとられる日が来るのでしょ

し、２冊で出版することになりました。全国の義経 うか？飛行機とちがって気軽に乗れるのが魅力でしたの

ファンのみならず、歴史ファンにも必読の書になる に・・・、今の世の中、人為的なことはやはり起きえま

だろうと確信しております。体裁やタイトル、頁数 す。利便性か安全性かが問われるときは、近いうちに必

など、全て出版社に一任しているので、具体的な内 ずあるのでしょう。

容は今のところ不明ですが、書店に並びましたらご 　体調を崩しやすいこの季節、食中毒などにも充分ご留

購入下さい。ネットでの申込みも可です。以上宣伝 意なされますよう。

させて頂きます。７巻構想が許されれば、７年は生 ②暑中見舞い申し上げます。

きなければなりませんね。頑張って生きようと思い

ます。 うか。９日（７月）より一気に暑くなってまいりました

。９・１０日は九州各地で、１２日は北海道（十勝）や

館林、福井、豊岡で猛暑日となったようです。当地も昨ご笑納ください。

日、今日と室温で３０℃より下がりません。熱帯夜です

　お便りを拝見し、病に打ち勝つ決意が長年の夢の 。今日シオカラトンボ初見、セミも鳴きはじめました。

「義経北行の謎」発刊に・・・・・・・・・・・

以前から長期間に渡って「旅コレ」に連載され、同 　関西では今、祇園の只中です。１日より諸行事が執り

アサ４時だというのにやかましいことです。

誌が廃刊となり、気がかりでした。又以前に膨大な 行われている訳ですが、先祭（山鉾巡行）の１６日と１

「義経周辺系図」の資料戴き、現在もファイルして ７日の最も賑わう宵山のころ台風１１号が大変心配され

大切に保管しております。 ている処ですが、どうかおてやわらかにと願うばかりで

もう一度と？・・・でも実現できそうありません。 今回紙面の都合、他のお便り及びコメントが掲載出来ま

の書籍の発行を夢見たことがありました。その後こ

お互いに夢を追いかける人生をしましょう！！！！

す。これから本格的な夏に向かいます。どうか御健康第

一に!! 御誌次号鶴首致しております。

の件も中断し、材料が沢山残っています。私も夢を 　毎々お便り感謝して居ります！

せんが、今後とも宜しくお願い致します！！！
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「Ｓ・Ｃ・Ｗ」誌７５号７月１日に受取りました。

②：幸せの黄色いポスト/川崎洋介

サミット宣言文や関連の資料などを、ご報告させて

合いしたことのある方で、早速入会しました。本当にあ

６月に日本郵趣協会関東地区会員大会に参加、司会進行

私もみほん誌が欲しく、私の「Ｓ・Ｃ・Ｗ」誌をお送り

しながら、お便りをしました。

らせ頂きありがとうございました。

③：丸型ポストで地域おこし/大崎タイムス

が、ＴＶで映らないはみ出した部分の方が、楽しかった

記憶があります。

いつも掲載していただき、はげましの言葉をいただきあ

りがとうございます。

もう今年も半分過ぎました．正しく「光陰矢のごとし」

する私です！

　毎回お便りを戴き誠に有難う御座います！

身体の悪い所の完治はむずかしいです。現在の状態を保

つことが大事だと思います！お互いに現状維持で、頑張

じゅくじゅくと梅雨に入り、両足膝が痛むのに閉口して

です。

＊黄色ポスト

にポスティング

りましょうよ・・・・・・・・

頂きます。

います。

私も「出張！なんでも鑑定団」は２回会場に行きました

　先日は、ご多忙中の中、「東京コロナ」についてお知

ことにおめでとうございました！　御苦労様でした！

さて、６月１３日（土）に、宮城県大崎市にて「第

イベントの開催は、心身ともに労力を・・・・・・

読させて頂きました。 又、大量の関連資料有難う御座います。

発行者の林氏は１０年位前ですが「テレカ交換会」でお

りがとうございました。

取急ぎお礼傍々ご報告致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早々

会員　お便り

　御無沙汰致しております。

　この度は「第１回全国丸型ポストサミット」開催、ま

１回全国丸型ポストサミット」が開催されました。

今後とも、よろしくお願い致します。

川崎洋介様　お便り！

「さがみコレクションワールド」７５号、楽しく拝

①：第１回全国丸型ポストサミット「サミット宣言」

＊私も４月以降,地元の祭り等に参加、又郵趣関係では

　前略

④：第１回全国丸型ポストサミット開催/通信文化新報

を務めさせていただきました。７月には相模原支部一泊

研修会に参加等々に、時間を費やしました。

お互いに、趣味の世界に寄与出来るよう頑張りましょう

。今後とも宜しくお願い致します。

　わざわざ御連絡頂き有難うございました！

小倉一様　お便り！

す。今はカード関係誌は「東京コロナ」だけでしょう？

佐藤到伸様　お便り！

なんと「東京コロナ」誌は、私と交流があった「Ｓ・Ｃ

・Ｗ」の会員だった松原由典氏の「コロナ」誌を引き継

ぎ発行との事・・・林氏の電話・お便りで知りました。

松原由典氏の死去は奥様からの連絡で知り「コロナ」誌

はまだカード関係の資料として、倉庫に保管してありま



　

 お疲れ様でした！

イベント開催は大変ですが、支部長のリーダーシップ

のもと、支部員の活動は見事でした。当初記念講演予

定の谷口氏の入院、支部員の荷物の紛失等ありました

が大会が終わってほっとしています。
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会員方々　全員に！

　　　　　＊来賓挨拶/福井協会理事長

　　　　　＊来賓挨拶/佐藤北海道東北本部長

　　　　　＊来賓挨拶/石原座間郵便局郵便部長

④13：20～：記念講演「中国切手収集の楽しみ」

　　　　　　　　　　　　　　福井協会理事長

久野史郎様より郵趣情報！⑧17：15～：「ワンフレーム展」表彰

　　　　　＊各支部長による「ワンリーフ展」の

　　　　　　表彰作品の選定

　　　　　＊懇親会の準備

⑤14：45～：記念撮影後休憩

　　　　　＊開会挨拶/坂間相模原副支部長

　　　　　＊挨拶/海野相模原支部長

境港・水木しげる記念館内

　暑中見舞い申し上げます！

毎々紙面の都合、僅かの紹介ですみません。今後も宜し

有難う御座います。

妖怪ポスト

鯖江・中河局前

日替わり帽子ポスト

暑い日が続いています。熱中症にならない様に、身の回

⑥15：00～：盆回し/責任者・草加郵趣会-金沢氏

⑦17：00～：懇親会

　　　　　＊乾杯音頭/佐藤北海道東北本部長

　いつも！いつも！多くの郵趣情報又健康関係情報戴き

りに注意して、お過ごし下さいませ！

　　　　　＊挨拶/鈴木関東地区本部長

一泊研修会」開催と、ご苦労様でした！

⑨18：00～：チャリティオークション

又、そのあと直ぐの７月１１・１２日の「相模原支部　　　

出し合い、開催出来ました。

①10：00～：テーブルバザール開始

②12：00～：受付開始

③13：00～：開会/司会進行・坂間相模原副支部長　

　　　　　＊歓迎挨拶/海野相模原支部長

　　　　　＊主催者挨拶/鈴木関東地区本部長

今回は日帰りの大会で、支部員全員で、力と知恵を

くお願いします。

⑩18：50～：引継ぎ式/次回開催・杉並支部

⑪18：55～：中締め/大高協会評議員

⑫19：00～：閉会

海野毅様　お便り！

るのは、今回で２回目でございます。 今度同行して、山本さんの活躍の姿を拝見し、元気を戴

前回は,１１年前の2004年5月に、橋本駅近くの相模 きたい思いです。

会員　お便り

山本誠之様より記念カバー
　日本郵趣協会相模原支部が関東郵趣大会を開催す  今回も、台湾からの記念押印はがき有難う御座います！

ぶりの再会でした。

原「杜のホール」で開催いたしましたので、１１年 羨ましいの一言です！これからも頑張って下さい！


