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郵便創始80年記念小型シートの変種

＊この度「郵便創始80年記念」の小型シートを整理していたら
トンボ付の小型シートに、沢山の茶点のあるものを見つけまし
たので紹介します。同じトンボ付の別な小型シートにも、同じ
特徴のあるものもありました！
詳細は次ページで紹介します！
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郵 趣 情 報！
「郵便創始80年記念」小型シートの変種
先般標記の小型シートを整理していたら、トンボ付の小型シートに同一の変種がありました。
他に、別な同一の変種のものもありました。もう報告されているかもしれませんが、又後日紹介を
させて戴きます。
Ａシート
Ｂシート

トンボ

トンボ

Ａシート
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Ｂシート

郵趣情報/消印情報
平成６年度変わり種消印

＊今号から平成６年度の消印を紹介します！

超特急郵便印

超特急郵便印

銀座局

名古屋中央局

平成6.4.1
超特急・
即日配達

平成6.4.1
超特急・
即日配達

超特急郵便印

空港内局

大阪中央局

福岡空港内局
丸型印

平成6.4.1
超特急・
即日配達

平成6.4.1
8-12

特急郵便印

空港内局

福岡中央局

福岡空港内局

平成6.4.1
特急・
即日配達

斜線型ﾛｰﾗｰ印
平成6

特急郵便印

百貨店内局
阪急百貨店

札幌中央局

梅田本店内/大阪

平成6.4.1
特急・
即日配達

丸型印
平成6.6.25
12-18
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カード情報
ＮＴＴバリエーション№14回目
以前まで「カード情報/過去」というテーマーで
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
方版のバリエーションを,連載してみたいと思いま
す。
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
名な渡辺文雄氏編集の,膨大なデーターを利用させ
て戴きたいと思います。

＃250-436/茨城

切込１ケ

筑波山神社

＃250-437/茨城

切込２ケ
銚子・犬吠崎灯台

会員の皆様！ ＮＴＴ地方版のカードが有りました
ら参考にして収集して下されば嬉しく思います！
＊参考/地区別コード番号
地区別 旧版
新版 地区別
全国
110
111
関西
東京
230
231
中国
関東
250
251
四国
信越
270
271
九州
東海
290
291
東北
北陸
310
311 北海道

切込１ケ
旧版
330
350
370
390
410
430

新版
331
351
371
391
411
431

②関東支社発行カード

切込１ケ

＃250-433/神奈川

切込１ケ
＃250-434/茨城

切込１ケ
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＃250-441/栃木

冨士海風

切込２ケ
新緑の渓谷 花貫

切込２ケ

＃250-445/山梨

切込１ケ
＃250-446/山梨

切込１ケ

切込２ケ
奥日光 戦場ヶ原

切込２ケ
山中湖と富士

切込２ケ
河口湖と富士

切込２ケ

カ ー ド 情 報

オレンジカード＜フリー・500円券＞「鉄道関係」（29回目）
大人の休日倶楽部/新幹線ｵﾝﾊﾟﾚｰﾄﾞ

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
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！
青春１８きっぷ/飯山線
ＪＲ川崎提携販売センター

＜000608Ａ＞

大人の休日倶楽部/寝台特急ｶｼｵﾍﾟｱ

ＪＲグループ

＜000601Ａ＞

首都圏各線列車

ＪＲ厚木提携販売センター

＜0000706Ａ＞

大人の休日倶楽部/ﾘｿﾞｰﾄしらかみ号

ＪＲ東日本/横浜地区

＜0000607Ａ＞
ＪＲ川崎提携販売センター

大人の休日倶楽部/寝台特急ｶｼｵﾍﾟｱ

ＪＲ横浜提携販売センター

＜0000607Ａ＞

＜0000708Ａ＞

山形新幹線「つばさ」

ＪＲ東日本

＜0000911Ａ＞
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会員 お便り
山崎純醒様

お便り！

７３号「会員お便り」の最後のページの匿名さん
の記事を拝見し、改めて坂間さんのコレクションの
全貌とお店の店内の様子を知ることができました。
この記事を読んで「とにかく見るだけでもいいから
（失礼）一度は訪れてみたい」と思ったのは私だけ
ではなかったと思います。金券ショップのイメージ
を根底からひっくり返す陳列・品揃え。なんかワク
ワクしてきますね。お会いできますことを夢見てお
ります。
さて、かく申す私ですが、実は直腸癌で２月２日
から入院しております。一回の手術では足りず４月
に二度目の手術が予定されております。体重も６kg
減りました。外出もできず、抗ガン剤投与で食事も
受けず苦しい毎日を送っております。医師の見立て
では３月末には退院できるとのこと。入院２ヶ月の
間には相当の量の手紙と趣味品が我が家に届き、わ
んさかと積まれているはず。退院後の整理が大変で
す。が、今は治療に専念し、社会復帰をめざす決意
です。いつもお手紙と一緒にカード趣味品を同封さ
せて頂いておりますが、入院中につきそれは叶いま
せんでした。悪しからずご了承下さい。
この度のお便りには、エ！エ！・・・・・・・・
私も一昨年「前立癌」全摘出術を受け、術後約半年
間は、食も少なく体重は５kg減少し、苦しい日々を
経験をしました。その後毎月の定期検査をし、今は
経過も良く、３月毎の定期検査となりました。医師
曰く、後は半年毎に定期検査をし、５年間で完治だ
と・・・・・
いまは、完治状態で手術したおかげで、健康で長生
き出来る信じています！
山崎様も今回の経験が、山崎様の人生に対して良
い方向に行く体験だと思いますので、無理をしない
で頑張って下さい！
健康を回復したら、是非「相模の国」にお越し下
さいませ！首を長くしてお待ちしております！

佐藤到伸様

お便り！

日頃ごぶさたしてすみません。
「ＳＣＷ誌」いつもありがとうございます！今回小
広告１件お願い致します。
今月号の「会員お便り」の中で山崎純醒さまのお
便りにテレカ専門入札誌「東京コロナ」があるとの
こと。もし坂間様「東京コロナ」の住所等ご存じで
したら、ぜひお教えてほしいのです。返送料８２円
同封しました。ご存知なき時は８２円切手はＳＣＷ
に寄附とし、返送不用です。
よろしくお願い致します。
私は過去「東京コロナ誌」購読した覚えがありま
す。分かり次第ご連絡しますのでお待ち下さい。
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ＡＫＩＫＯの会様

お便り！

Ｓ.Ｃ.Ｗ誌７３号ありがとうございました。
３／６啓ちっで各地の松の木がこも外しを終えていざ春
と思いきや、３／１０～１３ごろはまた寒の戻りで列島
は大荒れでした。３／１０は鹿児島でも雪が見られた様
で 関西も強風吹き荒れました。これが春一番だったの
かも知れませんが正式に発表はありませんでした。
（中・四国、北陸は２/２２と 昨年よりも３週間前後も
早かったのですけれど・・・・・）
また３月は例年のダイヤ改正ですが、今年は北陸新幹
線開業（長野より金沢へ延伸）で 長野新幹線の呼び名
が消え、金沢と長野の明暗は分かれそうですね。これに
伴い「トワライトエクスプレス」ラストラン、「北斗星
」の定期運行も終了しました。新幹線と特急は並行して
走らせないというルールがあるため、サンダーバードも
金沢止まり。富山まで行こうと思えば乗り換え必要とい
うのが関西からの見方です。それにしても北陸新幹線（
かがやき）一番列車のプラチナチケットは秒殺、２５秒
で売り切れたというスゴイ人気ですね。来春開業の北海
道新幹線も一気に札幌までつながればまちがいなくフィ
ーバーなのでしょうけれど如何せん・・・。今春は鉄ち
ゃんにとっては大忙し、特に非公開でいつくるか判らな
い試験車両を何時間も待つと云う撮り鉄さんには恐れ入
ます。
御誌今号はちょっと内容がうすくて残念です。経済新
聞（地方版）への連載おめでとうございますというのが
ただしいのでしょうが、貴誌上に紹介される場合は、前
回にも書きましたように濃度を一度落としてコピーされ
るのが宜しいでしょう。新聞というのは再生紙ですから
そのままでは今回の様に黒っぽくなるのは当然かと思い
ます。敢えてこの様にしておられるのでしたら差し出が
ましく申しあげるまでもないですが。
土筆の子も沢山芽吹き、蕗のとうも顔を出してきまし
た。そして昨秋に植えたチューリップの新芽もずい分大
きくなってきました。４月の末には花開くことと思いま
す。
今年の当地、雪より雨が印象が強いのですが、まもな
く彼岸の入り（１８日）となります。折しも今月１４日
は「びわ湖開き」、東大寺のお水とりも１５ひ未明で終
了。もう春間近かの当地です。
では、次号を楽しみに！
＜３月１４日記＞
毎々、季節面・気象面・鉄道関係の高度なお便り有難
うございます。いつも頭の下がる思いで拝見して居りま
す。
また本誌に対するご指摘なお便りには、辛い気持が・・
まだまだ本誌の制作技術が甘いとは思っていますが、一
生懸命時間を作って頑張っているつもりです。未熟です
が、今後もよろしくお願いします。
尚、他にもお便りを戴いております（３月２３日付）が
紙面の都合上掲載は省略させて戴きます。悪しからず！

会員 お便り
野瀬剛様

お便り！

いつも「さがみコレクションワールド」誌、あり
がとうございます。
毎号、楽しく拝読させて頂いていますが、今号は
＜地域会員様＞の、貴会（社）のお便り（紹介）が
大変興味を引きました。これまでは、貴会（社）は
切手及び金券ショップと勝手に決め付けていました
が、今回の文面で全くイメージが一変致しました。
もう少し、距離的に近かったらなあーと思わずには
いられません。
「趣味と実益を兼ねる」との言葉が実践されている
ようでうらやましさもありますね。お店のこともぜ
ひご紹介頂けますように・・・・・・・
この度は、前号で地元会員のＴ氏のお便りを掲載
させて頂きましたが、嬉しい反響のお便りに頂き、
掲載してよかったなあと・・・・・・・
Ｔ氏には掲載したむね話したところ、喜んでおられ
お店に対する＜ラブレター＞ですと、笑顔で答えて
くださいました。
お店の紹介は、後日紙面の状況をみて掲載させて
頂きます。

村山安之様

お便り！

会報お届け賜わり有り難うございました。
地元紙に切手関連のコラムを連載される由、何より
と存じます。ますます多忙となりましたね。
私のモットーはホワイトウィルビー ウィルビー
なんとかなるさ・・・・
スペイン語だとケ・セラ・セラ・・・私のペンネー
ムのひとつでもある¨行雲流水¨（こううんりゅう
すい）も、似たような意味になるのかな？
＜物ごとに固執せず、自然ななりゆきにまかせる＞
何も考えないで行動するのもちょっといただけませ
んが、かといってあんまり考えすぎるのも・・・・
どうかと・・・
お便り有難う御座います！
地元紙「相模経済新聞」とは、長いお付き合いで地
元相模原市の行政機関・教育機関・大手企業が購読
されている経済新聞です。
前々から「何か連載で投稿してくれませんか？」と
切手の収集家ということも認知されていましたので
そこで思いついたのが「趣味」の事を、又趣味の中
でも一番は切手収集・・・・・
そしてタイトルを＜趣味とは、「味」を「趣」なむ
事なり＞、そして＜私の「味」とは「切手収集」で
ある＞と・・・・
この＜「味」を「趣」なむ＞（あじをたしなむ）と
は、私の造語で「趣味」という言葉から発生した文
章です。
今後も「Ｓ・Ｃ・Ｗ」を宜しくお願いします！

小倉一様

お便り！

やっと春の足音も聞こえそうな今日この頃です！
「Ｓ・Ｃ・Ｗ」誌７３号を３月２日拝受しました。楽し
く読ませていただきます。当方病状は＜一進一退＞。
＜偶然に生まれたのではなく、生を受けて生かされてい
るのは、それなりのこだわりもあるのではと、まあ甘い
ですが、それなりに考えて生きています＞
坂間さんも充分お体に気をつけて下さい
３月３日＜弥生の節句日＞
毎々のお便りを有難う御座います！
小倉様とは当誌の創刊時代からのお付き合いで、毎号
欠かさずのお便り、嬉しく思います。
私のまわりの友人もほとんど病院通いです。でも趣味
のおかげで精神的な悩みは、無趣味者に比べて少ないと
＜まだまだ趣味で長生きを・・・＞と
私も趣味のおかげで、ゆっくりと＜ぼちぼちと行こう＞
と毎日が充実した生活を過ごしているつもりです。
お互いに愚痴を云わず頑張っていきましょうね！

久野史郎様

お便り！

いつも！いつも！多くの郵趣情報を戴き有難う御座い
ます。特に「丸型ポスト」の情報はファイリングしてい
ますが、今やなんと４１頁になりました！
（他にも交流のある「深谷郵趣」の早川進一様からも）
*頂いた丸型ポスト情報の面白いポストを紹介します
パンダカーポスト
ｽｶｲﾂﾘｰ型ポスト

東京/浅草花やしき前

東京/郵政博物館内

カンガルーポスト

房州石/ｼｬﾛﾝ･ﾎﾟｽﾄｰﾝ

横浜/ズーラシア前

千葉/鋸山山頂駅展望台
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会員 お便り
①川崎洋介様

お便り！

「趣味と実益を兼ねる」・・まさに、理想的です！
坂間社長の長年の努力の積み重ね、収集・コレク
ションへの愛情、そして人徳のなさるワザなのでし
ょう。
仕事を楽しみながら行なう。やりがい、生きがい
を仕事に見い出す。とても大切な事だと思います。
今後とも宜しくお願いします。
この度はお便りの他、丸型ポスト関係の資料又お
仕事関係の「お口の健康講座」資料お送り頂きあり
がとうございます。又新発行切手の初日印を小型シ
ートも初日印のカバー、さすがですね！

桜井稔様

お便り！

お病気の中「さがみコレクションワールド」誌を続け
ていただき有難う御座います。
同封のコピーした中国ステーショナリーは、以前アメリ
カから買ったものがほとんどです。
＜中略＞
小生は、腰痛ヘルニアが完治しておりません。杖をつい
ての生活です。自転車に乗る事は出来ますが、遠くはま
では無理です。
色々書いて申し訳けありませんが、御返事頂ければ思っ
ております。
お問い合わせの中国のステーショナリーの件、御返事
遅れて申し訳けありません！
コピー頂いておりますが、私も良く判らないのが実情で
仲間の中にも、この件について知識のある人が皆無でし
たが、「郵趣」2007年12月号の裏表紙に新中国ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ
ｶﾀﾛｸﾞ2007年版の販売広告がありました。このｶﾀﾛｸﾞを入
手したら参考になるのではないでしょうか。

山本誠之様より記念カバー
今回はなんと１月１日付の「昭和基地内」と「しらせ
船内」の記念印を、又年賀切手で・・・・・

又、４月下旬からは海外出張との事。台北アジア国際
切手展への出店との事、頑張って下さい！

海野毅様より記念カバー
今回はなんと「Valentaine'S Day」の記念印の押印！
いつも郵趣活動御苦労さまです！
＊別途下記のお手紙も頂き、有難う御座います！
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