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で久し振りに作品作りをしました。

さがみ コレクションワールド
　　　　　　　第68号 　発行月；2014年4月度

2014年度桜まつり記念切手展出品作品

中心の作品の展示品要請があり、オリンピック記念煙草票

ＪＰＳ相模原支部より５０年前の東京オリンピックグッズ
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出品するでしょうから他の物と思い、昔あつめた煙

草票の中からと思いこの度探し出し、アルバム作品

化をしてみました。

切 手 情 報 ？

　昨年、２０２０年のオリンピック開催地が東京に

決定された際、ＪＰＳ相模原支部の例会で恒例の桜

まつりの切手展の展示品をオリンピック関係を中心

にと決まった。

私も参加するにあたって、切手関係は皆さんが多数

＊ですから今号は「郵趣情報」とは異なりますが、

第１８回東京オリンピック記念煙草票を掲載します

表紙

ので宜しくお願い致します！
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切 手 情 報 ？ 続：東京オリンピック記念煙草票

郵趣情報/消印情報

平成５年度変わり種消印

「ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ内」

郵便局開局

与那国局久部良分室

和文混合印

八王子駅前局

ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ式日付印

東京中央局

丸和文「5・5・5」
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＜009907Ａ＞

＜009907Ａ＞

ＪＲ東日本/八王子支社・三鷹地区

＜009907Ａ＞

ＪＲ東日本 ＜009907Ａ＞

第6回鉄道フェステバル協賛記念

ＪＲバス関東 ＜009910Ａ＞

ＪＲ東日本/東東京支店

寝台列車「カシオペア号」

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！

寝台列車「カシオペア号」

寝台列車「カシオペア号」

ＪＲ東日本/上野地区 ＜009911Ａ＞

「あさま号」・「あずさ号」

「あ　ず　さ　号」

ＪＲ東日本/長野支社

寝台列車「カシオペア号」

オレンジカード＜フリー・500円券＞「鉄道関係」（23回目）

ＪＲ東日本/八王子支社・三鷹地区 ＜009907Ａ＞

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
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切込２ケ

＃250-285/五浦海岸と六角堂

＊参考/地区別コード番号

371

270 271 九州

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。

351

旧版

中国 350

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。

切込１ケ

東京

関東

230

431

＃250-334/上毛三山　赤城　

331110 111 関西

231

切込１ケ

新版

名な渡辺文雄氏編集の,膨大なデーターを利用させ

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！

330全国

370250

　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

310

②関東支社発行カード

東海

311

390信越

切込１ケ

北陸

＃250-331/鎌倉　建長寺と楓

北海道 430

＃250-319/房総の魅力　養老の滝

391

切込２ケ

290 291

＃250-284/箱根彫刻の森

251

切込１ケ 切込２ケ

＃250-311/鎌倉　銭洗弁財天

切込１ケ 切込２ケ

東北 410 411

ＮＴＴバリエーション№８回目

＃250-291/キスゲ平の朝

切込１ケ 切込２ケ

切込１ケ 切込２ケ



 ２０年ぶりの大雪、びっくりでした。

その後の、お体の調子は、いかがでしょうか？

　先日（１月２２日・２３日）、渋谷郵便局へ行き

ました。風景印が、６０年ぶりに図案変更されまし

た。（詳細は、別添のプリント３枚に記してありま 　

す。）

　３円ホトトギス田型に、旧風景印のラストデー印

と新風景印のファーストデー印押印しました。同封

いたしますので、ご笑納下さい。

す。今後ともよろしくお願い致します！

ぬ様くれぐれもご自愛ください。
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誌界のためご努力をお願い申し上げます。私も３年

前手術をし、年令も８０才を過ぎ、あまり気力も出

茂木様とも長い長い交換誌交流をしてきましたね！

のと都道府県名入があります。（浸透式も同様）

茂木恵太郎様　お便り！

ョン誌の中で貴重になりました。手術をされ、体調

お送り致しますので参考にして下さい！

トを、とても私は勝てません。今後も無理をしないで

 「さがみコレクションワールド」楽しみにしていま

の需要と供給のバランス問題で、パニック状態で、そ

の上体調が疲労の為か、神経性筋肉痛で参っています。

 ＪＰＳ三鷹支部機関誌会報「ﾌｨﾗ･ｽﾘｰ・ﾎｰｸｽ」への

です。たぶん切手収集している人は、みんな同じ様

な性格で、同じ様な考えを持った人でしょうか？

も万全ではないと推察致しますが、これからも趣味

金属印かと思うのですが、丸型欧文でＤ欄が〒番のも

「旅コレ」が廃刊になり、貴誌の存在は、コレクシ

この違いは同種の違いにより分けられているのでしょ

AKIKOの会様　お便り！
「ＳＣＷ」６７号、３月５日頂戴致しました。ありが

 さて今回は、「会員小広告」の掲載もお願い致しま

す。寒い日が続きますが、お体ご自愛下さい。

又、「切手あつめの思い出」の川崎様の自分史も拝

見しました。拝読し全く私も同じ経験し、同じ考え

渋谷局風景印の図案変更の最終印・初日印有難うご

同様でしょうか）

うか。ご教示下さい。（和文ローラー印に〒番入りも

の文献を見てないのでよく判らず、ふと疑問に思うこ

今後ともよろしくお願い致します！

ませんが、時々個人交流誌を出しながら、細々とや

っております。

バラエティが多々ありますので、下記資料のコピーを

 ２月下旬は比較的暖かでしたが、３/５以降は三寒四

温、七寒〇温の様です。これは昨年と違って、蛇行す

入会おめでとう御座います！入会者紹介欄にお顔の

デッサン付きで紹介されていました！

今回消費税増税問題で、取扱い商品の価格設定・商品

 お便り有難う御座います！

O 」集印も大変ですね。たぶん額面＋手数料では益々

はこれが殆どで無集配特定局以下の処では、金属印を

１００局の廃止とか、３月はかなり進みそうです。

その一方、人口が増え本局では手が廻らない地域では

新局が開局されたりもしています。満月印の「C・T・

高くつきます。追い求めればキリのない処です。

　最近はコレクションも二の次で、消印に関する最近

今後ともよろしくお願い致します！

そうこううちに早や３月で新料金切手の発売、そして

 いつも心のこもったお便りを有難うございます！

プの日付印の常備が増えています。窓口備付けのもの

増税４月の準備とてんやわんやのこととお察し申し上

金属印と浸透式印は和欧文共に一見しただけで判りま

げます。

ＪＰは１５年の上場をにらんだコスト削減を加速させ

る為、１月より統廃合が進んでいるようで、先ずは約

る偏西風のいたずらかと思われますが、体調を崩され

とうございます。

先般（１２月）お忙しくたいへんなときに勝手なこと

を申し上げ失礼致しました。

とがあります。今はスタンプ台の要らない浸透式タイ

すが、例えば今号１４頁（Ｃ項）のＣ・Ｔ・Ｏ、全て

ハナから備えていない局も多く見受けます。

会員　お便り

ざいます。

「日本郵趣協会発行/日本郵便印ハンドブック2008」

尚、「和文ローラー印の〒番入り」については私は未

知です・・・・・

川崎洋介様　お便り！ 「さがみコレクションワールド」の前誌「ＰosＰre」

誌時代からのお付き合いで、有難う御座います！

いつも＜わいわいがやが＞で時事問題に、鋭いコメン

＜茂木流＞で「吹東通信」を・・・・・・・・

３・４月年度代りの多忙な時期に愚問で申し訳けあり

ませんが宜しく。

　さてご問い合わせの「欧文丸型日付印」の件ですが、



どうなってしまうのでしょうか。嘆くばかりです！！！
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戴き有難う御座います。紙面の都合、次号掲載とさせてさ

も思っております。

す。久し振りに机に向かってものを書いています。

もご自愛下さい！

発足当時、会員が３７名そのうち２０名がジュニア会員だっ

たとのこと。今時代ならとても信じられない話です。そもそ

もジュニア会員という言葉は死語に近いのじゃないかとさえ

桜井稔様　お便り！

ルを。

整理して行っているのは、思い出か想い出かわかりません

が、少しずつ少なくなり、転居前の想い出も少しずつ少な

思います。私が所属している盛岡郵趣会はジュニア会員が存

私は現在の仕事開業時には、ジュニアの切手収集家を育てる

事も一つの目標にしていました。

くなって来たようです。

会員　お便り

在しません。私が同会に入会したのは１４歳。今から４２年

で拝見させて頂きました。４０周年という長き歴史の中で、

これからは日々の生活にも注意して、元気で頑張って行きた

　ＪＰＳ相模原支部結成当時の坂間さんのお写真、編集後記

これからも、身体に注意して、コレクターの為に頑張って

今後も宜しくお願い致します！

　いつもお世話になります！

毎々、山本様の活動力には羨ましく嫉妬をしているくらい

ました。お互いに頑張りましょう！

 今日、つまり2014.3.14朝８時３０分過ぎようとしていま

活動をして下さい。益々の発展を祈っています。

です。私も若かったら、一緒に活動出来たろうにと、いつ

うが頑張って下さい。私も最近「病魔」との闘いを経験し

坂間さんは後継者育成にずっと尽力されてきたのですね。

小生のつたない文章お送りします。ご笑見いただきご感想

かとさえ思えてくる今日この頃です。日本の郵趣界の将来は

　毎々ご丁寧なお便り有難う御座います！

　します。

昨年９月２０日板橋（４０年も居住していた）の家、いや

アパートを、病院から退院し、少しばかりの貴重品を持っ

て、娘に拉致されたような状態で・・・・

娘と息子がその後再び板橋へ行き整理・・・

せて戴きます。「退院」・「転居」等の体験、大変でしょ

とにかく、私も精神的にもなにか不安な日が続きましたが

今年一月頃より新しい家（これもアパートでしてね）での

生活が始まりました。新居に板橋から、思い出となってい

た切手及び切手関係の書類がいっぱい入っているダンボー

などおよせください。

　お便り有難う御座います！

他に「親愛なる切手コレクターへ」長文の投稿記事等、を

山崎純醒様　お便り！

ュニア会員だったと記憶しています。

会員は当時１２０名という大所帯。私が２年後高校３年生の

時に理事になりました。これも最年少記録です。それから４

０年以上経過しても、ジュニアの入会はありません。という

より高校生以下の切手収集家は、今や存在しないのではない

前のことです。記憶が確かなら私が同会の歴史上、最後のジ

「ジュニア切手収集家」の件！　昔は郵趣団体の大きな仕事

として、ジュニア切手収集家を増やすこと！郵趣知識の教育

！等がありました。その為定期的に会合の開催、切手展の開

催をしていました．自分の切手収集は二の次の状態で・・・

今や大きな郵趣会又団体も少なくなり、郵政団体もジュニア

への配慮も皆無です。

結果は５名ほど切手収集を楽しむジュニアが出ましたが、学

校を卒業したり、引っ越してしまったりし、今や０名です。

私も高齢者になり、体力的にこの「さがみコレクションワー

ルド」の発行を継続するのみです！

いと思っています！

山本誠之様　お便り！
「ＳＣＷ」拝見しました。一日も早い全快を祈願しておりま

す。三寒四温で気温差も激しくなっていますので、くれぐれ

①紙付発送用切手を同封致します。

②神奈川県フォルムカード以下購入可能であれば、お願い致

「みなとみらい」２枚、「江ノ電」１０枚、「芦ノ湖」1枚

「スカジャン」２枚

ミニカード、余分にもらえると嬉しいです。

③お年玉小型シート

　昨年（平成２５年）５０シート（まで）

　本年（平成２６年）３０シート（まで）
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型ポストの中でも、特に変わったポストがあります。

庇付ポスト・レターポスト・コンクリート製・海中ポスト・高山

ポスト・庇の無いポスト・帽子が傾いたポスト・色とりどりのポ

スト・取出口の方向が色々・行事に応じて変装・･･･等々

又お会いした時は又一杯のみながら郵趣談義をしましょうよ。

３月３１日/郵便料金改定前で・・・・・・・

便エンタイヤ・・・・・・・

　「会費継続申込」有難う御座います。

す。

　日本全国の郵便ポスト設置数は約１８万５０００本で、その大

部分は角型の郵便ポストです。しかし、約５０００本は丸い形を

したポストです。

近年は町おこしの一助として、現役復帰するものが多くみられま

す。丸型ポスト自体が珍しい存在ですが、現在使用されている丸

ト」を紹介致します！

この度は２月～３月で２回もお送り戴き、感謝しておりま

その中から「虫喰い花弁」を１枚だけ見つけました。他にも

で、配達指定・休日で更に郵便料金改定前日差出で凝った郵

あったとは驚きです。残りは一括して大阪の業者のオークシ

ョンに出品して処分してしまいました。

他にまだ未調査の発光切手ありますが、手つかずで何処かに

今後も宜しくお願い致します！

高松雄悟様　お便り！
　なかなかお会い出来ませんね！

ＪＰＳ相模原支部例会に出席出来ず、お会い出来ず申し訳ご

ざいません。

この度は、新切手多貼（２円/５２円＊２種/８２円/９２円）

久野史郎様　お便り！
　「新聞記事切取コピー」をお届けします！

　　ご笑覧下さい！

紙面スペースの許す範囲内で掲載して行きたいと思ってい

坂本准一様　お便り！

ます。今後も「郵便ポスト」の情報をドシドシとお便り下

知らない情報が多々御座いますので、大分参考になり有難

この度は自称「丸型ポスト研究家」石井進一様提供の「庇付ポス

さいませ。今後とも宜しくお願い致します！

返信封筒は勿体ないから、お送りなさらなくて結構だと思い

今後も宜しくお願い致します！

会費切手代用で郵送致します。「配達指定・休日」で差出日

今後とも、よろしくお願い致します。

発光切手に定変ですか、私は昔１５円発光を７００枚程集め

 庇がすごく大きい。「郵便」の文字が左から右書き

2  *静岡県静岡市清水区八木間町みやこし屋前

く思って居ります。今後も宜しくお願い致します。

特に「郵便ポスト」の豊富な情報、私もはまってきました。

しまいこんであります。

 庇がかなり大きい。「郵便」の文字が右から左書き

ました。坂本様の見つけた「虫喰花弁」私も持っています。

3  *千葉県銚子市本城町：ゆたか化粧品店前

 庇が小さい「郵便」の文字が右から左書き

通信文化新報掲載記事/<ご当地ポストめぐり＞

1  *千葉県銚子市本城町：ゆたか化粧品店前

ますが？

通信文化新報掲載記事/丸型ポスト珍百景①より

発光切手の定変「青影」は派手なので、前号の表紙に使用し

尚、「新切手発行案内」は本誌発行時に同封いたしますので

又、ひまを見てで結構ですので、「新発行切手案内」のチラ

　お便り有難う御座います。

1 2 3

　いつもお世話になっております。

を１～３月までの分をお送り下さい。


