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会員：村田捨男様所蔵品
*Ｐ-1に別な変種も掲載してます

年号ミス/64・12・31日付（昭和64は：1・7日迄）

 



,

からも頑張って下さい！

この趣味を続けて行きたいと思っております。

年賀機械エラー印/年号漏れ

きなだけの「一趣味人」です。これからも元気なら

猛暑のなか、誌面づくり大変だと思いますが、これ

*次号に続くお楽しみに！2

「みほん字入り」切手の誤使用

年賀機械エラー印/「年賀」位置

封書：７０円切手/「選挙」機械印

年賀機械エラー印/12月30日「年賀」

郵　趣　情　報

の変種の切手を紹介して戴き有難う御座います。

皆様方のコレクションの参考にして頂ければ幸いで

キロボックスの紙付き切手をチェックすることが好

す。反面貴重な誌面を占領してしまって申し訳けな

　「さがみコレクションワールド」６３号に、当方

現行切手の変り種情報！/村田捨男

く思っております。

＜中略＞
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Ｐos：A-18/緑ぼやけ

9 10 11 12

発行日：S39年2月10日

8

発行日：S38年8月10日

C390:ルリカケス

発行数：1800万枚

郵　趣　情　報

まず参考に鳥シリーズの全体像の紹介！

連載/鳥シリーズの変種⑤

目打タイプ：上下抜

発行数：1690万枚

発行数：2500枚

シートＡ

1

C391:ライチョウ

変種のタイプにより、４種のシート（20面シート）

が存在します！

発行日：S38年6月10日

5 6 7

発行数：1350万枚

⑤＃394：ウグイス変種

発行日：S39年5月1日

16

17 18 19 20

13 14

銘版

C393:コウノトリ

発行日：S38年11月20日 発行日：S39年1月10日

発行数：1720万枚

C395:ホオジロC394:ウグイス

C392:キジバト

発行数：1750枚

15

Ｐos：A-16/小白点

5 6 7 8

9 10 11 12

1

銘版

次ページ

13 14 15 16

シートＢ 目打タイプ：上下抜

17 18 19 20

2 3 4
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Ｐos：C-10/緑ぼやけ

Ｐos：C-18/緑点

シートＤ 目打タイプ：上下抜

6

Ｐos：Ｂ-2/小白点・緑ぼやけ

15 16
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シートＣ 目打タイプ：上下抜
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銘版
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Ｐos：Ｂ-11/白ぼやけ
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銘版

Ｐos：Ｄ-18/小白点
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＃250-004/INS館（ホール全景）

電線入り 電線無し

[50]数字抜け

四国

＃250-002/INS館（テレ太）

251

切込無し 切込有り

＃250-003/INS館（ホール）

①関東支社発行カード

＃250-005/ミレー　種をまく人

切込無し

北陸

＃250-114/横浜市開港記念館

北海道 430

＃250-070/日本昔話　お花地蔵

切込無し 切込有り

391

250

切込有り

290 291 東北 410 411

310

110 111 関西

431

371

270 271 九州

　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

390

330全国

信越

370

東京

関東

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

ら参考にして収集して下されば嬉しく思います！

331

230

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。

旧版 新版

231 中国 350

切込無し

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。

名な渡辺文雄氏編集の,膨大なデーターを利用させ

切込有り

＃250-170/風待ち港　平潟港

切込１ケ 切込２ケ

東海

311

351

＊参考/地区別コード番号
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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

長野新幹線「あさま」号

オレンジカード＜フリー・500円券＞「鉄道関係」（19）

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東日本/長野支社 ＜009708Ａ＞

長野新幹線「あさま」号

楽しい旅へのいざない/あさま号

ＪＲ東日本/上野営業支店 ＜009801Ａ＞ＪＲ東日本/立川営業支店 ＜009710Ａ＞

富士山と東海道新幹線

すてきな旅をあなたに/あさま号

東洋企画 ＜009709Ａ＞

＜009710Ａ＞

日本鉄道ＯＢ会 ＜009711Ａ＞

ﾌｫﾙｸﾛｰﾛ/やまびこ＆こまち号

ＪＲ東日本/立川地区 ＜009801Ａ＞

ＪＲ東日本

全国地方本部長・支部長会議記念/あさま号



て下さい！

身体の続く限り頑張っていきます！

ていたのですが残念の一言です。

行動する範囲が広地域であり、若さ！若さ！又熱意

た。有難う御座いました！

な方が必要です！！
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会員　お便り

有難う御座います。当方８月末日まで、海外滞在に

つき、不在とさせていただきます。

なお、不在中、手紙・ＦＡＸ・留守番電話は確認で

郵趣界も有力誌の廃刊予告もあり、ひとしお淋しさ

を感じます。

ご無理をせずといっても無理は承知しないと続刊で

きないでしょうが、自省して充分お身体を大切にし

　毎々、激励に満ちたお便り有難うございます！

 毎々、いつも有難う御座います！

山本誠之様　お便り！

宜しくお願い致します。

次の買受品の送付は、９月以降として頂きたく、お

願い申しあげます。

きませんので、返信の要する問い合わせは、別途の

　前略。いつも紙付買取の件で御世話になり、誠に　

！熱意！いつも敬意持って居ります。これからも若

さと熱意を持ってご活躍を祈って居ります！

りすることを耳にしたりします・・・・・・

変種切手の情報を提供され、紹介させて戴き喜んで

おられるのは、提供者の村田捨男様でしょうか？

*受領した！海外からの外信カバー

日本と台湾の関係は歴史的につながり深い又親日家

当誌も「ＰosＰre誌」時代から６４号迄発行が出来

ました。仕事上の問題等を抱えながら何度か止めた

いと思った事がありましたが、小倉様の方の様な励

山崎純醒様　お便り！
　第６３号拝受。今回の表紙は６０円梵鐘の変種で

電子メールか、携帯電話をご利用下さい。

（比較的珍しいものを選んでみました）私鉄カード　　

すね。こういう変種を発見する為には「執念」が必

要と思います。どれほどの使用済を集めたら変種の

発見に至るものやら・・・、所蔵者の村田さんに聞

いてみたくなりました（笑）

ましの便りが奮起させて下さいます！

２０種（主にアニメもの）を進呈いたします。ご笑

当方は５円おしどりの変種バラエティを集めており

ます。平均すると２千枚に１枚の割合いで変種を発

見できますが珍しいものなら１０万枚に１枚のもの

山崎様の様なお便りを頂くと、ハリアイが出ます！

完結ということになりました。百話の予定で計画し

下さい。

追伸：

今回、テレカ済列車図案８５種・ふみカード３１種

納下さい。若干キズものも含んでおります。ご選別

た。ご多忙のさなか、すべてを一人で発刊ご苦労様

です。

理由が総てではなく、発行者の発行に対する情熱を

消滅させる精神的な面があると思います。

気持を汲んでやることだと思います。山崎様のよう

少しでも皆様のお役に立てればと思っております。

よく情報誌において人を批判したり、ケチをつけた

情報誌また小さなオークション誌も廃刊・廃刊と段

が多いと・・・・・・

小倉一様　お便り！

「旅コレ」連載中の＜道聴塗説奇譚＞があと２回で

もありますね。使用済の束をかき集めるのも大変で

すが、それよりルーペばかり覗いていると目の疲労

がたまり、カスミ目が治りません。そのうち失明す

るじゃないかと不安になります。

　暑中お見舞い申しあげます！

又、先般頂いた台湾の本 小林よしのり著「台湾論」

読みました！

数人の方にも読んで貰いました。難しい小説で無く

アニメ本の為理解しやすく、短時間で読みきりまし

「さがみコレクションワールド」誌６３号頂きまし それには会員の方々の激励と親身になって発行者の

　毎々、当誌の掲載記事へのコメント有難うござい

ます。

々と消えていっています。

廃刊する理由は、発行者の高齢化又健康上の問題の



　暑中お見舞い申し上げます！

これからも宜しくお願い致します！

ださい。

「暑さを楽しんでいます！」

又、明るく元気なお便りをお待ちして居ます！

御笑覧下さい！

　前略！

よろしくお願い致します。
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久野史郎様　お便り！
　新聞記事切り抜きコピーを、お届けしましたので、

　いつも有難う御座います！

今回、ポストの掲載記事のコピーで、面白い記事は

「仮面ライダーポスト」の紹介記事でした！

レント名が漏れてしまいました

ご迷惑かけました。一応折り返しご連絡させて戴きまし

た。

今夏、猛暑日が続いています。又集中豪雨が発生し、毎

日、熱中症被害又豪雨の被害が報道されています！

今夏はかなり暑くなりそうです。ご自愛専一にご活躍く

　オークションの件大変失礼しました！

こと、御苦労様でした。

がら感心しております。

持病がある為、エアコンは極力使用しないでいまし

た。しかし・・・・・今年は無理ですね！

額から落ちる汗は、切手整理中には天敵！

日本だけで無く、世界各地で発生、地球はどうなってし

まったのでしょうか？

参考：ポストの始まり/「2013年ﾎﾟｽﾄｶﾚﾝﾀﾞｰ」より

送付しますのでお待ち下さいませ！

入会しました。久野氏も会員で毎号資料提供をされてお

ります。カラー丸ポストもずい分判明しました。黄色い

丸ポストは今の処、宮城と鹿児島の２ケ所のみですが・

前回お願いした小広告「日本丸型ポスト協会」は今は現

存していない様です。そのかわり「丸型ポストの会」へ

会員　お便り

＜中略＞

小暑もすぎ一気に梅雨明け、東北以外は梅雨明け１０日

　いつもオークションへの入札有難う御座います。

沢中様も、私同様コレクション作りには徹底派です

ね。今度は年賀切手に挑戦とは、面白いテーマです

ね。年賀切手も近年はバラエティがあり、面白いテ

タレント名には弱く、いつも女子店員に名前をきいてい

す。当会員の吉川昭蔵氏・高松雄悟氏も同行したとの

ので、お世話していただけないでしょうか。

ますが、判らないタレント名を聞いたが入力を忘れてタ

オークション誌いつもありがとうございます。楽しく拝

今度は年賀切手の銘版付き、カラーマーク付きと思い、

年賀切手を集めています。まだ手に入らないものがある

出来は今一つです。

いと思います。普通切手のアルバムは完成しましたが、

他の事にも、この位の気力あれば・・・と思いつつ

　今年は異常気象ですね！

れぐれも体調を崩さない様、ご注意願います（笑）

海野毅様　お便り！
 「第29回関東郵趣大会」記念カバー 有難うございま

の酷暑が続いておりますが如何がでしょうか。７月５日

発表の３ケ月予報通りになりました。台風７号が遠ざか

る迄は猛暑が続きそうです。

今回も数点入札致しますので宜しくお願い致します。尚

今号の図書カードにタレント名が多く抜けてますね。

暑さでの「熱中症」より切手整理に「熱中」し、く

は、恐れ入りました！

それでも、頭にタオルをまいてやるんだから、我な

マですね。意外と皆が気づかないテーマ？

本誌発行時にストック品をチェックして、希望品を

読しております。

又ホムページも拝見いたしました。いつか利用してみた

「ＡＫＩＫＯの会」お便り！

弘中一明様　お便り！

松橋豊様　お便り！
　オークション入札致します！

今夏、猛暑日が続いています。毎日熱中症被害又豪

雨の被害が報道されています！

でも、最後のお言葉の「暑さを楽しんでいます」に


