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【ショウケース展示】 吉田敬
英領ギアナ４セント
英領ギアナで４番目に発行された普通

切手シリーズで，現地製造の暫定切手で
す。
1856年にロンドンのWaterlow社からの

郵便切手の納品が滞り，郵便局の切手在
庫が枯渇する事態が発生すると，現地郵
政は暫定切手の発行を計画せざるを得な
くなりました。暫定切手の製造は，一番
切手 Cotton-Reelsの製造実績をもつ Of
ficial Gazette社（旧社名： Messrs Ba
um and Dallas of the Gazette）に発注
されました。

同社では発行している新聞の貨物到着
ニュース欄の挿し絵に使用している帆船
の図柄をもとに，その周囲に植民地名等
を活字で配列した切手の原図を作成しま
した。その上で Cotton-Reels 同様，１
シート4枚の印刷板を作り，赤紫，ピン
クと青の用紙に印刷して，4セント切手
を製造しました。
しかし，こうして納品されてきた切手

も，Cotton-Reelsに比べればましなもの
の，依然として簡単に偽物が作れそうな
粗悪な切手であり，4名の郵便事業職員
いずれかのサインを入れて販売せざるを
得ませんでした。
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【フレーム展示】フレーム番号（数）
1-5(5)
目打が初めて公式に採用されるまでに世
界で発行された切手 吉田敬
特別講演「切手に学ぶ世界の知識 全世
界ゼネラル収集」 吉田敬
1967年生まれ。スタンペディアプロジェ
クト・ファウンダー。特定非営利活動法
人 郵趣振興協会 代表理事。
1840年から2005年までに発行された世

界の切手50万種類を未使用で1種1枚ずつ
収集中。1960年以前は99%に到達。
ゼネラルコレクションのかたわら，魅

力を感じた日本，イギリス，スイス，ド
イツの一部の切手やステーショナリーを
専門収集。
世界切手展 ISRAEL 2018 にプロイセ

ンの伝統郵趣を出品（大金賞）。
「30年後の郵趣人口の確保」をスロー

ガンに2009年にスタンペディアプロジェ
クトを開始。
「スタンペディア・フィラテリック・

ジャーナル」「フィラテリスト magazin
e」「stamp club」の三雑誌を発行する
出版社を2013年に創業。
スタンペディアプロジェクトの公益部

分を切り出したNPOを2016年に設立。201
7年，法人認可に伴い代表理事に就任。
スタンペディアオークション 株式会

社（オークショニア：木戸裕介氏）を20
17年に設立し，会長に就任し後進を指導。
郵趣に関する講演実績多数（一定規模以
上の催事は講演料無料で提供可）。

今回の特別講演に伴い，主催者の依頼
により以下２作品を，8日（土）のみ展
示いたします。お楽しみください。

（１）目打が初めて公式に採用されるま
でに世界で発行された切手（５フレーム）

世界最初の切手ペニーブラックが発行
された1840年5月6日から1854年2月24日
に公式の目打がほどこされた切手ペニー
レッドが発行される前日までの全ての切
手を展示。

（２）英領ギアナ 1856年 暫定4c切手
（２枚：前ページ参照）
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6（1）
切手女子のかわいいヨーロッパ旅行

ばばちえ（なでしこ切手倶楽部部長）
私の好きな切手って，なんだろうなと

思ったら，やっぱり小さくて，美しくて，
愛らしくて，デザインも印刷も工夫され
ていて，ついでに質感もホッとする優し
さがあって……。そんなワガママ放題を
いろんな角度から受け止めてくれる素敵
なヨーロッパ切手を国別に集めてみまし
た。切手を巡る旅をご一緒に楽しめれば
いいなと思っています。

【会場内パネル展示】
長崎市在住で切手の貼り絵作家の橋口さ
んに大型作品を展示していただきました。

切手のアート 橋口稔

大浦天主堂
世界文化遺産長崎・天草地方潜伏キリ

シタン関連文化遺産を古切手で描いた巨
大絵の大浦天守堂と小さい絵を重ね合わ
せた作品です。 142×92cm

龍馬伝
平成22年度放送の時，坂本龍馬を，パ

ネルに下絵を書き，顔とブーツを切手切
手の一部分を切り取り重ね合わせて作成
しました。 140×92cm

奇跡の一本松
東北大地震で2011年3月11日陸前高田

市大津波で生き残った奇跡の一本松をパ
ネルに描き，切手を貼りこんだ作品です。

103×73cm

平和祈念像
郷土出身の彫刻家北村西望の作平和祈

念像を，パネルに下絵を描き，一部分の
切手を切り取り，重ね合わせ貼り込み，
作成した作品です。 103×73cm

【Ｂ３パネル展示】 木下朋英
（展示会場内の壁面に掲げて展示）
佐世保のフランス料理店レストランク

ロダ店内の壁にインテリアの一つとして
B3パネルの中に2リーフ展示させて戴い
ていた内の1リーフです。明治33年5月10
日発行された大正婚儀記念の切手ですが，
美味しい料理を食べる為にレストランに
足を運んで下さった御客様に専門的な説
明ばかりでは難しすぎますので，説明に
は童謡「あかとんぼ」を交え大正天皇の
お嫁さんは15歳で嫁がれた事を明記し，
少しでも興味を持ってもらえる様に工夫
してみました。壁掛B3パネルはこの方法
なら「何処でも飾れる!」と思って戴け
れば幸いです。佐世保のフランス料理店
レストランクロダの店内と安西歯科の待
合室に不定期毎にリーフを交換，年中展
示して戴いているものです。（次頁図版）

【フレーム展示】フレーム番号（数）
７（1）
先人郵趣家に負けてたまるか

木下朋英
近年私が先人郵趣家が現代に残した郵

便物に対抗して100年後の郵趣家を見据
え私自身が差し出した郵便物を展示しま
した。近年の切手展では見た事が無い作
品作りの構成と成っていますので，「け
しからん!!」との御批判は覚悟の上です。
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８（1）
戦前記念・大礼記念／全日展2015出品

木下朋英
1915年（大正4年）11月10日に，大正

天皇の即位の礼と大嘗祭の儀式として
「大正大礼」が挙行されました。逓信省
はこれを記念して「4種類の切手と2種一
組の記念はがき」また，「記念切手貯金
台紙」2種を発行しています。大正天皇
即位大札記念切手は，1銭5厘，3銭，4銭，
10銭の4枚セットで発行されました。
この作品は，全日本切手展２０１５の

ワンフレームクラスに出品したものです。
ワンセットちょうど４種類と言うことで
１フレーム１２リーフのテーマにぴった
りの内容となりました。

9（1）
戦前記念・第１回国勢調査記念
JAPEX2016出品 木下朋英
大正９（１９２０）年

１０月１日午前０時，第
１回国勢調査が実施され
ました。寒暑が厳しくな
く，人口移動が最も少な
い時期で，深夜で生活が
静止しているからとの理由でした。また
世界各国が西暦の０のつく日に実施して
いるのにあわせて１９２０年が選ばれま
した。
この切手には今までなかった特異点が

ありました。①今まで記念日前に発行さ
れても当日まで使用は認められなかった
が，この切手は９月２５日の発行日から
使用が認められたこと。②特印使用局は
１・２等局と特に指定された郵便局のみ
使用。③販売・使用期間の制限。切手発
場合日９月２５日から翌大正１０年３月
３１日まで。④郵便配達業務は国内およ
び日中間に限られたこと。以上の４点で
した。この作品はこの特異点に着眼点を
おいて展開しました。

10（1）
戦前記念・愛国切手／JAPEX2015出品

木下朋英
愛国切手とは，1937年6月1日に発行さ

れた日本で最初の寄附金付切手です。こ
の目的は国内各地に飛行場を整備する基
金の募金を呼びかけるものでした。その
ため，デザインも北アルプス上空を飛行
するダグラス DC-2型輸送機を描いたも
ので，3種類の額面と刷色が異なる切手
が発行されました。この作品は全国切手
展JAPEX2015に出品したものです。
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11（1）

戦前記念・紀元2600年記念

JAPEX2017出品 木下朋英

昭和15年（1940年）

は紀元2600年にあたっ

ていました。この

「紀元」というのは，

初代の天皇と伝えら

れている神武天皇が

橿原宮に於いて即位

した年を元年とした

もので，当時は「皇紀」と呼ばれていま

した。建国以来2600年という「めでたい

年」を日本の国家と国民を挙げてお祝い

する計画が出ましたので，記念切手の発

行も計画され，4種類の切手が発行され

ました。紀元節に当たる2月11日に内外

葉書用の切手(2銭と10銭)が発行され，

式典当日の11月10日に内外書状用の切手

（4銭と20銭)が発行されました。なお，

同一記念名の切手が2回に分けて発行さ

れたのは今回が初めてです。

今回展示します作品は，4種類の切手

を製造面と使用面に分けて展開した作品

です。

12-13(2）

おもしろ郵便＆出来事郵便

宮﨑治男

近代郵便制度の発足以来，取り扱われ

た郵便物は相当の数にのぼる。差出人・

郵便局の双方に料金不足，宛先不明，チェッ

ク・押印ミス，勘違いによるものなどい

ろいろのうっかりミスがあっても，やむ

を得ないことです。

思わずにやりとするユーモア的なもの，

何で～と声を上げたくなるもの，ちょっ

ぴりミステリーなもの，首をかしげたく

なるもの？。

これらの郵便物を「おもしろ郵便」，

事件関係のものを「出来事郵便」と整理

展示しました。（勿論，これは決して当

事者をあげつらうものではありません。）

14(1）

長崎の世界遺産 和田進

本年7月，

「長崎と天草

地方の潜伏キ

リシタン関連

遺産」が，長

崎ゆかりの史

跡としては2

件目となる世界遺産に登録された。これ

に先立つ平成27年には，長崎の軍艦島を

はじめとする九州の産業遺産群が「明治

日本の産業革命遺産」として登録されて

おり，これが長崎に於ける世界遺産登録

史跡の嚆矢となったのである。

この慶事を記念して，

今回は標題の通りリー

フを作成することとし

た。観覧の各位に於か

れては，私の作品を通

じて「長崎の世界遺産

駆け足周遊コース」

を楽しんで貰えれば幸

いだ。

15(1）

戦争と長崎 和田 進

「天皇陛下，ご在位中最後となる戦没

者慰霊式典ご出席へ」という文字が新聞

紙等に躍った本年は，日本が全ての国力

を挙げて戦い矢弾尽き果て各地で散った

第二次世界大戦の

終結から，実に73

回目の夏を迎える

年であった。

そこで，当作品

では本県発着信の

郵便物等を用いて，

戦争と長崎との関

わりについて改め

て振り返ることと

したい。
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16-17(2）

自然の脅威と核の恐怖 伊東弘章

阪神大震災が脳裏をよぎる地震が今夏，

大阪府北部で起きた。その2週間後，梅

雨の集中豪雨は，広島・岡山を中心に西

日本14府県にまたがり洪水，土砂崩れ等

で36年前の長崎大水害に次ぐ多くの犠牲

者を出した。さらに追い打ちをかける台

風12号が東海地方に上陸，異例の西進と

いう逆コースで豪雨被災地を再び襲うな

ど。

海外でも地震，豪雨，噴火などの自然

災害は頻繁に起こり，常に災害の脅威と

は背中合わせだ。

一方，原発事故や核ミサイルの脅威も

身近に。核を保有し，挑発続けた金正恩

とトランプ米大統領の会談が実現して完

全非核化が合意なるも，北朝鮮の非核化

実現はいつの日か？

18-20(3）

昭和切手1937-46抜粋 伊藤純英

1937（昭和１２）年は戦前の日本にお

いて国力が充実した年であった。その年

の５月１０日，最初の昭和切手が発行さ

れた。以後１９４０年までの戦前に発行

された切手を第１次昭和切手と分類する。

１９４２年から１９４５年４月までの戦

時中に発行された切手を第２次昭和切手，。

１９４５年８月頃から翌年にかけて戦後

に発行された切手を第３時昭和切手と分

類する。

国力の最高の時代から，物資の欠乏し

た最低の時代へと変わりゆく約１０年間

の激動の時代を体現する切手である。使

用地域も広大な外地を擁する大日本帝国

から四つの島に限定された日本国へと移

り変わる，帝国の興亡を表した切手であ

る。製造面と使用面から一つの切手を表

現する伝統郵趣の手法によりコレクショ

ンを組み立ててある。

現存１点のものや数点のものを多数含

んだコレクションである。

特に，青色勅額の未裁断シートはこの

全国郵趣大会

のために国内

での公開を控

えていたもの

で，今回が国

内で公開する

唯一の機会と

なった。今後

の公開の予定

は現時点では

ない。なお，

国際切手展で，

Large Vermeil

（大金銀賞）

を４回獲得し

た作品で本来

８フレーム作

品だがスペースの都合で３フレーム抜粋

で展示した。国際切手展でＬＶを４回獲

得した切手展はBANGKOK2010,PHILANIPPO

N2011,THAILAND2016,BANDUNG2017である。

１１月開催のTHAILAND2018に出品予定。

21-28(8）

長崎の外国郵便1865-1905 伊藤純英

ペリーの砲艦外交により開港地となっ

た幕末の長崎には，諸外国の郵便局が置

かれ，本国との通信を行っていた。この

時期の英仏米の３か国の郵便物をフォア

ランナーとして展示してある。特に在長

崎米国郵便局発のカバーは貴重である。

日本は１８７１年に郵便制度を開始し

たが，外国に郵便を出すことができなかっ

た。１８７５年，日米郵便条約の締結に

より，ヨーロッパ諸国にも郵便が出せる

ようになった。この作品には，日本郵政

7



の外国郵便初年度１８７５年に長崎から

発信した，現存郵便物では最も早いカバー

を含んでいる（下図）。翌年アメリカ宛

の郵便料金は１５銭から１２銭に改定さ

れるが，１８７６年１月１日から３月３

１日までの３か月の短期料金であった。

この期間に長崎から出されたカバーは２

通現存しているが，そのうちの１通を展

示してある。外国郵便の証示印は出港日

の日付で押印したので，４月１日の日付

を持つサドル便になっている。次いで万

国郵便連合（ＵＰＵ）に加盟して本邦に

おける外国郵便局は完全に撤退し，郵便

主権が確立した。

以後，１９０５年までの外国郵便を，

郵便史の３要素「ルート（経路）・レー

ト（郵便料金）・キャンセレーション

（消印）」に従って構成した作品である。

１９０５年は外国郵便用の郵便印が目ま

ぐるしく変化した時代の終焉の年であり，

翌年から約８０年の長期にわたって使用

されることになった櫛型印の使用が始ま

る。また日露戦争の勝利によって国際的

に日本の地位が確立される時期でもある。

よって，この年で時期を区切ってある。

国際切手展BRASILIANA2013,THAILAND2

016,CHINA2016,BANDUNG2017において，L

arge Vermeil（大金銀賞）を４回獲得し

た作品。BANDUNG2017では特別賞も受賞

した。

９月２１日から始まるMACAU2018に出

品予定の作品である。
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