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チャリティオークションで落札したエンタイヤのロッ

＊先般７月５日ＪＰＳ相模原支部主催の一泊研修会の

「第四種郵便」→「第四種便郵」

　　トの中から発見したもの！

郵　便

便　郵

取扱告知印「第四種郵便」誤植印？

さがみ コレクションワールド
　　　　　　　第70号 　発行月；2014年8月度
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郵　趣　情　報

今回、地元経済新聞社から取材を受けました。そして「相模経済新聞」８月１日号に「金券ショップ

と郵趣を両立」という見出しで紹介されました。

この「相模経済新聞」創刊１９７１年、今回号は１４２５号で、神奈川県下でも優秀な経済新聞で、

経済界・行政関係・教育機関で購読されている。

私の事業での苦しさ！又郵趣への強い思いが紹介されています！今後も頑張れと激励を感じました！
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郵趣情報/消印情報

平成5.5.24

平成５年度変わり種消印

ｶﾀｶﾅ簡易局

北海道/上ｵｿﾂﾍﾞﾂ局

平成5.5.21

8-12

丸型印

12-18

12-18

北海道/上ｵｿﾂﾍﾞﾂ局

ｴﾗｰ/丸二

北海道・弟子屈

斜線型ﾛｰﾗｰ印

平成５年

分室印

金沢中央・

ｶﾀｶﾅ簡易局

12-18

分室印

丸型印

ｶﾀｶﾅ特定局

北見オニオン通局

丸型Ｄ欄文字入

国立金沢病院内局

12-18

平成５年平成５年

平成5.5・21

国立金沢病院内局

ｴﾗｰ/櫛ﾊﾞｰ無

北海道標茶

平成5.5・21

斜線型ﾛｰﾗｰ印

平成5.6.11

金沢中央・

ｶﾀｶﾅ特定局

北見オニオン通局

斜線型ﾛｰﾗｰ印
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切込２ケ

＃250-367/栃木　日光華厳の滝

371

270 271 九州

311

390信越

切込１ケ

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

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

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

東京

関東

230

431

＃250-383/Ｄoii　Ｍuseum②

東海

370250

310

②関東支社発行カード

中国 350

290 291 東北

330全国 関西

231

切込１ケ

251

410 411

切込２ケ

　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）

切込１ケ

切込１ケ

北陸

＃250-379/山梨　河口湖からの富士山

北海道 430

＃250-377/山梨　甲府昇仙峡

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！

切込２ケ

＃250-365/鎌倉　鎌倉宮とつつじ

ＮＴＴバリエーション№10回目

＃250-368/栃木　栃木県花ﾔｼｵﾂﾂｼﾞ

正常品 口唇に赤点

切込１ケ 切込２ケ

切込２ケ

＃250-374/ﾛﾏﾝﾁｯｸ街道の四季草津白根
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＜000005Ａ＞

＜000005Ａ＞

ＪＲ東日本

＜000006Ａ＞

ＪＲ東日本 ＜000009Ａ＞

保土ヶ谷共同工事/地下工事

特定工事共同企業体 ＜000010Ａ＞

ＪＲ東日本/上野地区

トランヴェール/新幹線Ｅ2系

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！

ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞﾄﾚｲﾝ/しらかみ号

新幹線と富士山（再販）

東洋企画 ＜000101Ａ＞

TRAing/はつかり号

寝台特急：カシペア号

ＪＲ東日本

カシオペア号に夢を乗せて

オレンジカード＜フリー・500円券＞「鉄道関係」（25回目）

ＪＲ東日本 ＜000004Ａ＞

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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　昨年の最大台風はフィリピンへ上陸しましたが、太平

坂間様、残り半年の無病息災をお祈り申しあげます。

洋の海水温上昇しだいでは日本への巨大台風も何れあろ

　欧文ローラー印の〒番入、結構あるものですね。郵趣

に於いてはやはり消印関係が、一番興味深いアイテムで

す。私自身もあまり興味ないＰスタンプやＦカードは全

く無視されておられますが、私もそれでよしと思います

（集めたい人だけがコレクションすればよい訳で）。

ケとなり申し訳けございません。気象庁の予報も大きく

ハズレてしまい何だかナア～という感じです。この時点

で梅雨明けしたのは、６/２６の沖縄地方のみ.昨年より

１５日遅れとはいえ平年並み（昨年が早すぎた？）。

本土の冷夏の可能性はうすれ、今夏も暑くなりそうな気

配です。（北は別として）

ます。

又、この度オレンジカード５００円・切手帳５１５円分

受領致しました。

ＡＫＩＫＯの会様　お便り！ 
　Ｓ.Ｃ.Ｗ誌第６９号、６月２８日拝受致しました。あ

　いつも本Ｓ.Ｃ.Ｗ誌を熟読して戴き有難う御座います

りがとうございます。

夏至もすぎ、今年も一年の半分が終わります。７月１日

の富士山はじめ各地で山開き、海びらきで、すいらんの

候となりました。先号の気象に関する便りはややピンボ

１００年ではない事を書かなくては話が繋がってい

です。

うかと思っていますが・・・・・。

。そして誤植のご指摘を・・・・・・・・

６９号では

①７頁で「エルニーニョ」を「エルミーニョ」と

②７頁で「まちがい」を「まちがえ」と

③７頁で「球型」を「変型」と

④８頁で「コラボ企画」を「コラブ企画」と

⑤小広告で「３００枚同送」を「３００毎同送」と

御指摘を受けチェックして恥かしい気持ちと、なぜこん

なミスをと、なんか「認知症」かなと？

「日本郵趣協会は日米修好条約が１９６０年で丁度

いつも時間との勝負で、入力し文字変換等をすると、終

わった感覚で次の作業に入ってしまうセッカチの性格で

困ったものです！

とにかく迷惑かけなように頑張るしかないと・・・・・

山崎純醒様　お便り！ 

会員　お便り

そして７頁に小生の雑文掲載いただきました。私が

云いたかった事が誰かに理解していただければ幸い

・・・・でも、そうしなければ生きて行かなかった

のかもしれない。

・・・・・・・・・・・・

２０１４年６月号「さがみコレクションワールド」

お送りいただきました。

そんな上でこんな事を申し上げて失礼かも知れませ

んが、掲載して欲しかった文章・・・・・

ったのです。（「新」が入る）

、カード以外でも「消印モレ印」等も・・・・・・

山崎純醒様とは、電話でも優しさが感じ、最近私と

同じ様な性格かな？と感じています。

ですから収集範囲も似ている様です。今後ともよろ

しくお願い致します！

　過日、京都寸票のコピーを数枚お送りしました。

桜井稔様　お便り！ 

れば、この規制機関であったのがＪＰＳだった。

　毎号楽しく拝読させて頂いております。

いつもお世話になります。今回カード（済）鉄道物

各種を進呈申し上げたく、何卒ご笑納下さいますよ

う。下記の通り同封いたします。

①ふみカード１１種、②私鉄カード８種、③イオカ

ード１１種、④Ｊスルーカード３種、⑤オレンジカ

ます。過去にも何回もカード戴き感謝しております

尚、１０００円分の切手帳＋カードをお送りしておきま

す。

ード・ローカル線もの９種、計４２種。いずれも美

品キズ無しです。

　この度は貴重な鉄道関係のカード有難う御座いま

す。鉄道物カードは、私の収集対象なので喜んでい

申し訳けございませんでした。

「おまわりさん１００年」「日米新安保条約」「日米修

好条約」等、その他資料について・・・・・・

私は詳しく判りませんが、御希望通り今号の会員広告に

　お便り頂き、紙面の都合上、ご希望通りに掲載出来ず

＊カタログに政治を入れた結末の１１行目の「日米

安保条約」は正式には「日米新安保条約」が正しか

その中に一部間違いと云うか、加筆しなければ正し

くない事がわかりました。

＜平和条約＞調印記念/1951.9.9

掲載しますので、資料申込者についての対応をお願致し

最初の「日米安保条約」はサンフランシスコ平和条

約調印の翌年１９５２年４月２８日に発効された。

＊次に１９７４.６.１７に「おまわりさん誕生１０

０年記念」切手が発行された時ＪＰＳ・・・・・・

今迄であったなら何らかのコメントが掲載されても

よかった。郵政省が郵便切手の推進機関であるとす

かないと私は考えるのですが、いかがでしょうか」

以上貴殿を責めている訳ではありません。限られた頁数

の中で無理があったのかも知れません。

そんな事情で次号に広告を出していただけるかどうか？

と思いながら手紙しています。
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　ＰＣやＦＢが普及した現在では、ペーパー記事は、その位

置がだんだんと低くなっています。確かに、カラー図版・情

報の伝達のスピードなど、とても便利な時代になっているの

も事実です。しかし、紙媒体のやりとりは、はがき・手紙に

あるように、とても大切であると私は思います。

　小倉様とは本誌発行時期からお付き合いで、小倉様も今

迄におからだの事で、つらい日々を・・・・

＊「郵便差出箱」＜特別ふろく＞について！

　丸型ポスト会に参加させて頂いている、東京・杉並の川崎

洋介です。

　博多生まれの博多育ちです。縁があり、現在は、東京で歯

医者さんをしています。

治療や歯科医師会の会務が、忙しく、丸ポスの撮影に時間が

　さて、丸型ポストの会が少しでも盛り上がりますように、

周知・広報活動を頑張って＜特別ふろく＞を企画！

　さて、今回は、私が所属している「丸型ポストの会」の会

報「郵便差出箱」の特別ふろく＜ポストのある風景印＞をお

送りします。

会員　お便り

ポストの図案ある風景印は、１０局ほどあります。コツコツ

て頂いております。

　「さがみコレクションワールド」毎回、楽しみに拝読させ

川崎洋介様　お便り！

最近はいかがですか？私も術後半年経過し、やっと術前に

戻った感じです。お互いに頑張りましょうよ！！！！！

集めています。

広告・あとがき・・・・・・・・・

と当たり前かも知れませんね。泣いても笑っても一日は一

日です。これで楽になる・・・・・それは死ぬときです！

それまでガンバッて、毎日を愉しみましょう！

　いつも凝りに凝ったお便り有難う御座います！

　特に風景印の押印に各地に行かれて居る様で、いつも羨

しく思って居ります。最近は「丸型ポスト会」で広報部門

を担当され素晴らしい御活躍、敬意を評します。

なかなかとれないのがちょっと残念です。

毎号元気づけられています！

　お便り有難う御座います！

　風景印のお便りいつも有難う御座います！

私も昔はあっちこっちに行き行動しましたが、今は高齢の

為、外への行動は無理で、帰宅後、昔がむしゃらに集めた

ものを整理するのがやっとです。

　今後も川崎様が述べて居られる「紙媒体」方針で、活躍

川崎洋介様　風景印のお便り！

　暑い日が続きますが、お体ご自愛下さい。今後とも、よろ

しくお願い致します。

ﾃｰﾏ：あさがお

ﾃｰﾏ：金　　魚 ﾃｰﾏ：歯・歯・歯

郵趣情報・カード情報・お便りコーナー・オークション・小

を是非お願いする次第です。

くれぐれもお体に留意して下さい。「先ずは健康です」！

今後とも宜しくお願い致します！

ホールは必要です。むしろどこか痛いのが人間も古くなる

小倉一様　お便り！
　前略

「さがみコレクションワールド」６９号ありがとうござい

ます。マッサージに通院とか、人間でも機械でもオーバー
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坂間

今回も３回にわたり１６枚も、郵趣資料頂き感謝して居ります。

頂きました資料より、貴重な情報の一部を紹介させて頂きます。

　毎々、郵趣情報のコピー有難う御座います！

今後も宜しくお願い致します！

谷郵趣」の表紙の＜まちの郵便局＞紹介を、興味をもって拝

山本誠之様　お便り！

海野支部長 早川様

久野史郎様　郵趣資料！

　暑中お見舞い申し上げます。

いつもお世話になっています。「コオリ通信」の件ありがと

早川進一様　お便り！

もなされ、非常に重要な行動だと思っております。

　今回、台湾からのお便り有難う御座います！

又、帰国後御都合のよい日に、一杯やりましょうよ！

羨ましい限りです！「日本切手」の存在を知らしめる活動を

これからも海外での活躍をも、心からお祈り致します！

 毎々郵趣情報と「深谷郵趣」お送り頂き有難う御座います。

今回も２１枚の情報コピーを有難う御座います。いつも「深

７月から長期滞在で、ビジネスを・・・・・・・・・・・・

見しております。特に局長さんの紹介も・・・・・・・・・・・
ＪＰＳ一泊研修会でお逢い出来、嬉しかったです。又翌日に
は、私のお店に来て頂いて誠に有難う御座います！

次ページ続く

「夕食会でのスナップ写真」

うございます。

ＪＰＳ相模原支部一泊研修会に参加します。もしよろしけれ

ば逢いましょう！

又、郵趣関係の情報のコピーを同封いたします！


