


★ 切手収集の趣味は、すべての人々の知識と情操を高めます。ジュニ
アにとっては、学習の助けになり、楽しいひとときと豊かな心を与え
ます。
★ stamp club には、切手収集についての正しい知識が、たくさんの
っていますがそのすべてが、いますぐ、あなたの収集に役立つものば
かりです。
★ stamp club は、切手の収集が、趣味として、正しく育って行く事
を、いつもねがっています。

保護者の皆様へ
★ 切手収集の趣味は、20世紀にブームとなり、切手投機も起き、情
操教育上、子供の趣味として薦めるのにふさわしくない時期がありま
した。しかしブームの過ぎた現在は、むしろ落ち着いて取り組む事の
できる、一生楽しめる趣味として、見直されてきています。
★切手収集をすることで、世界の国々の地理や言語を自然と学ぶこと
ができます。
お子様を国際感覚あふれた人間に育てたい教育方針をお持ちのご家庭
には学習にも役立つ健全な趣味としてお薦めいたします。
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[巻頭特集]おこづかいが少ない中
どんな切手集めをしたらいいの？

Q&A方式

切手収集を始めたジュニアコレクターにとって悩みの種は、限られたおこづかいの中
で、どのように収集を楽しむかです。
stamp club のホームページには Q&A コーナーがあり、切手収集に関する方法を学
ぶことができます。また、Q&A を読むだけでは解決できない疑問があれば質問する
事もできます。
その中から４つの質問をご紹介します。
雑誌の stamp club とあわせて、インターネットで見れる 
stamp club も活用して、楽しくてためになる切手収集を
実践していきましょう。

切手収集Q&A コーナー
読むだけでなく、Q&Aにない疑問があれば質問することもできます

http://stampclub.stampedia.net/

トップページ

ホームページ（“stamp club”や”スタンプクラブ” でも検索してみてね）

本紙で紹介するQ&A
1.日本の新切手の集め方
2.昔の郵便物の入手方法
3.昔の年賀葉書の入手方法
4.外国切手の集め方
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日本切手を集め始めたのですが、おこづかいではとても全部買えませ
ん。小学生が日本の切手を集めるのは無理でしょうか？

質問１

今おこづかいはどれくらいもらっていますか？ここでは、月３００円から５００円で
日本の新切手を楽しむ方法をお話しします。まずジュニアの皆さんに知ってほしいの
は、切手は未使用（＝使ってない状態）以外にも色々な状態があるという事です。

クイズの答え）昭和64年1月7日に天皇陛下が崩御されたため、この切手は昭和時代最終日の使用済みです。
昭和64年の消印はわずか7日しか存在しません。本郷郵便局のこの消印は和文ローラー印で国内宛郵便物の内、主にか
さばるもの（定形外、小包等）に使用されました。当時の郵便料金では書籍小包に250円に該当する料金があり、その
使用と推測できます。

ここでポイントとなるのは安い使用済みはどこで手に入れるか
ということです。stamp club のおすすめは「切手市場」（東京）や「大阪駅前第三
ビルバザール」（大阪）等の切手のフリーマーケットです。
日本の新しい記念切手の使用済みを安く買う事ができ、運が良ければ、1枚10円から
販売するお店に出会うことができると思います。
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左より未使用、使用済み、初日カバー(上)、使用された封筒(下)

そして、ジュニアコレクターの皆さんにおす
すめしたいのは使用済みの収集です。
使用済みは手間ひまをかければ安く手に入る
だけでなく、未使用に比べて使用面の情報を
たくさん得られ、何倍も楽しめるからです。
昔はみんなが未使用切手を集め、使用済み切
手を集める人は多くありませんでした。するとその結果、未使
用切手はありふれてしまい、50年前に発行された切手を額面
で買えるお店もあるほどです。
しかし、使用済みは安く入手する事さえできれば、使われた郵
便局名や時期から色々と楽しむ事ができます。消印の種類を見
て、どのような封筒に貼られた切手だったのかも、ある程度判
断する事ができます。

クイズ
右の使用済切手は
珍しいです。なぜ
だか分かります
か？(答:ページ下)



昭和50年頃というのは、ご両親のこども時代の封
筒でしょうか。それはよいものをもらいました
ね。
切手の貼られた封筒はかさばるため、時代が経つ
につれ、残っている量は減ってしまいます。
しかし、差し出し地や宛先が分かるなど、単片の
使用済みに比べてはるかに多くの情報を得られる
ため、重宝されています。大切にしてくださいね。
幸い切手収集をしている人には物を捨てられない
人が多いようです。
従って、より古い切手の貼られた封筒だって決し
て高いものばかりではありません。
特に入手しやすいのは、葉書や封筒の料金に使わ
れた額面の切手で、明治時代後期の物であっても
50円程度で集めることができます。運が良ければ

お父さんとお母さんから、昭和50年頃の切手の貼られた封筒をもらい
ました。でも、もっと古いものも欲しいです。高いのでしょうか？

質問2

大正2年から昭和12年にかけて使用された田沢切
手3銭の封筒。百通程を2,000円で販売していた。
友達と一緒に買って、じゃんけんで一つずつ好き
な物をとっていってもいい。

昭和51年に使われた速達郵便の例
封筒で残っているため、赤坂郵便
局から差し出され半日かからずに
世田谷郵便局に届いた事が分か
る。

一通50円の葉書の束から見つけた
1銭5厘 田沢切手貼り 私製葉書。
昭和2年1月5日に使用されてお
り、裏面を見たら年賀状だった。

stamp club 2013 <3>

十通200円と
いう売られ方
もみつけられ
るでしょう。
是非探してみ
てましょう。



郵便局では切手以外にも色々な物を販売していますが、その中でも歴史が長く、集
める人が多いのは、葉書です。
通常葉書、年賀葉書、記念葉書、暑中見舞い葉書、エコー葉書が代表的な葉書で
す。これ以外にも様々な種類の葉書が発行されています。
年賀葉書は、昭和24年から発行が始まっている、日本郵政の大ヒット商品です。年
賀葉書収集の面白さは何といっても大量に使用されたため、色々な知恵が施されて
いる事です。
葉書の料額印面の図案が同一でも、都道府県ごとに裏面に違う図案が印刷されて発
行された年賀葉書が存在することをご存知ですか？また、年末年始の数日間に一年
間に取り扱う郵便物のかなりの割合が集中するため、郵便局はその迅速な取扱をす
るために色々な制度を設けています。これもポイントです。
以下に示したのは、50年前に使われた年賀葉書です。それぞれお正月にちなんだ図
案が描かれていますが、毎年これが変わり続けています。
ところで消印に是非注目して下さい。「年賀」という文字の入った消印が押されて
いますね。これは、元旦当日ではなく、前の年の年賀取扱期間に差し出された年賀
状にのみ押される特別な消印です。現在は年賀葉書へ消印を押すことが省略される
のですが、やはりこの消印がある葉書の方がコレクターには人気があります。
肝心の入手価格ですが、数百円で売られていることもありますが、フリーマーケッ
トの50円均一コーナーにもよく見かけます。時間をかけてお金を節約しましょう。

今年届いた年賀葉書を見ていて気づいたのですが、年賀はがきは毎年
図案が変わっているのですね。
どうやったら昔の年賀葉書を集める事ができますか？

質問3

左は昭和35年用年賀はがき：大阪の西淀川郵便局の年賀特別取扱で送られている。
右3枚は昭和36年用：右2枚は図案の違う寄付金付き葉書。消印の違いにも注目。
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切手の売られ方として、1枚1枚売る販売方法もあれば、「まとめていくらでどん」
という売り方もあります。
まとめ売りの方法で、ある国（例えば「日本」とか「イギリス」とか）で発行され
た切手をなるべく種類を多くまとめて販売するのを「国別パケット」と言います。
100種300円という安くて手軽な例もあれば、5,000種10万円という豪華な例もあ
ります。
ちなみにパケットには、国別パケット以外にも図案別パケット（「鳥切手」とか
「動物切手」等）があります。また「ワールドパケット」といって、世界中の切手
が入ったパケットもあります。
おこづかいで買える範囲であれば、国別パケットの購入はジュニア収集家におすす
めしたい切手の買い方の代表例です。国別パケットの楽しみ方について、６ページ
から特集を組んで紹介していますので、是非ご覧下さい。
なお買い方の注意点ですが、100種300円を10回買っても、中身に重複は多いた
め、1000種にはなりません。また表示された種類より多いこともあれば少ない事も
ありますが、業者さんは安く提供するために再点検せずに作っているので、細かい
差異があるのだという考えで購入し楽しむことがパケットを楽しむ前提です。

沢山の切手を1枚2-3円でまとめて買えると聞きました。どこで売って
いるんですか？

質問4

[広告]切手市場開催予定
毎月開催の楽しい切手のバザーです。常連さん・新規出店ともに
40店のショップが並び毎月250名様のご来場をいただいています。
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入場（買いに来る方）は無料 出店は1テーブル 3,000円～
何が出るかお楽しみのチャリティーオークションを毎月開
催しています。
開催予定日は右の通りで、月により会場および開場時間は
変わります。詳しくはメールでお問い合わせください。
浅草会場：台東区民館（台東区花川戸2-6-5）10時～20時
池袋会場：東京セミナー学院（豊島区西池袋5-4-6）

9時半～16時

http://kitteichiba.babyblue.jp/
kitteichiba@mail.goo.ne.jp

2013年開催予定日
5/3(金・祝)浅草
6/1(土) 浅草
7/6(土) 浅草
8/4(土) 浅草
9/7(土) 池袋
10/5(土) 池袋
11/2(土) 池袋
11/23(土) 浅草
12/7(土) 浅草

2014年開催予定日
1/4(土) 浅草
2/1(土) 浅草
3/1(土) 浅草

4/27(土)はスタンプショウ開催に併せ
て台東区民館8階第4会議室で開催！



切手の展覧会は東京で多く開催されていますが、それ以外の地域の大都市でも年に
数回は開催されています。また、最近は自分のコレクションをインターネット上に
掲載して、個人展覧会を開催する人も増えており、色々な人のアイディアによる、
色々な切手コレクションを見ることができるようになりました。
展覧会で他の人の作品を見るだけでなく、そのようなコレクションを自分でも作り
たいなー、と思うジュニアの皆さんも多いでしょう。
切手コレクションはお金をかければよいというものではありません。僅かな予算で
も知恵を働かせれば立派なコレクションを作ることができます。
そこで予算3,000円で国別コレクションを作ってみることにしました。
切手商には、ある国の切手を数百種類まとめて販売する「国別パケット」という商
品があります。今回は郵趣サービス社の「トルコ・国別パケット・500種」という
商品 ( ¥ 1,300- ) を選びました。
選ぶポイントは、
① 無料のネットカタログがあること
② 予算と比べて安いこと
の二点です。
郵趣サービス社は日本最大の切手商で
すので、トルコ以外にも多くの国別パ
ケットを取り扱っています。
通信販売だけでなく、スタンプショウ, 
JAPEX等の切手展では同社のブースも
開設されますので、立ち寄ってみまし
ょう。

パケットで始める
国別切手コレクション
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総予算¥3,000-

パケットはこんな感じで売られています。

[コラム] 切手収集する上で守らなければいけないこと　～その１～
切手収集は制約の少ない趣味で「しなければならないこと」や「してはいけないこと」
はほとんどありませんが、守らなければならないことが二つだけあります。
その１「どのような切手も個人の財産であり、奪ったり傷をつけたりしてはならない」
あなたがどう思おうが持ち主に取っては大事な物かもしれません。持ち主の許可無く触
ることは泥棒と一緒です。未使用単片はピンセットを使えば触っても良いという人もい
るでしょうが、大きい切手シートはピンセットで触ることすら断られる事があると思い
ます。とにかく持ち主の意向はすべてに優先し、それに従わなければなりません。



買ってきたパケットに、どんな
切手が入っているかを見るのは
楽しいものです。袋をあけて、机
の上に広げてみましょう。
図案が似ていても刷色や額面が
違ったり、早速切手を楽しむ事
ができますね。
ところで、パケットで販売されて
いる国の大半は数千種類の切手
を発行している国々ですので、見
た目だけで分類するには限界が
あります。
このため切手収集家は「切手カタログ」という情報を使って分
類をします。右の表は「トルコ500種」の分類結果です。
日本切手と中国切手以外の日本語カタログは現在出版されてい
ません。また収集家は長らく、欧米の出版社が英語やドイツ語
で発行した分厚い切手カタログを輸入し使用してきました。
高価な外国語で書かれたカタログを買って読みこなすのは難し
いため、以前はパケットから外国切手コレクションを作ること
ができる人は限られていました。
ところが「スタンペディア世界切手カタログ」というサービス
が始まった３年前から状況は変わり、現在は欧米の主要国の切
手カタログをインターネット上で日本語で読む事ができます
（無料）ので、環境は整っています。
ただ掲載国は欧米中心ですので、少ないとは思いますが、アジ
ア, アフリカ, オセアニア, 南アメリカの国別パケットを買おう
と思う場合は、事前に無料の世界切手カタログが提供されてい
る国かどうかを確認してから購入するとよいでしょう。
次ページでは、カタログの使い方を紹介します。
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シリーズ名称 枚数
■ 普通切手 256
オスマン帝国時代の切手 9
1923年シリーズ 1
1926年シリーズ 1
1929年シリーズ 2
1931年シリーズ 13
1934年シリーズ 0
1938年シリーズ 0
1942年シリーズ1 11
1942年シリーズ2 12
1945年シリーズ 4
1946年シリーズ 4
1951年シリーズ 9
1952年シリーズ 10
1954年シリーズ 4
1955年シリーズ1 1
1955年シリーズ2 4
1956年シリーズ 15
1959年シリーズ1 16
1959年シリーズ2 1
1961年シリーズ 5
1963年シリーズ 7
1964年シリーズ1 22
1964年シリーズ2 1
1965年シリーズ 6
1967年シリーズ 4
1968年シリーズ 2
1969年シリーズ1 0
1969年シリーズ2 4
1977年シリーズ 6
1970年シリーズ 5
1971年シリーズ 4
1972年シリーズ 14
1973年シリーズ 1
1977年シリーズ 2
1980年シリーズ 11
1981年シリーズ 8
1982年シリーズ 6
1983年シリーズ 3
1984年シリーズ 9
1985年シリーズ1 0
1985年シリーズ2 3
1987年シリーズ 2
1989年シリーズ 6
1992年シリーズ 8
■ 記念切手 66
■ 公用切手 105
■ 郵便税切手 59
■ 航空切手 3
■ 新聞切手 1
■ 不明 17
合計 507

[コラム] 切手収集する上で守らなければいけないこと　～その２～
その２「自分のコレクションが未来の文化財になるかもしれない事を理解すること」
一部の切手や封筒は既に重要な文化財です。また、あなたのコレクションが今珍しくな
いと思っていても、将来重要な文化財になる可能性があります。
従って切手や封筒は個人の財産という側面がある一方、コレクターは人類の文化財を一
時的に預かっている立場に過ぎないと考えることも大事です。貴重なコレクションや貴
重になる可能性のあるコレクションは、保存状態に留意して次世代に継承しなければな
らない文化財だと考えましょう。



無料世界切手カタログ・スタンペディアの使い方 (1)
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無料世界切手カタログ・スタンペディアの使い方 (2)

（左ページ）トルコ切手カタロ
グを開いたところ。シリーズ分
類された切手が表示されている

（右ページ）シリーズの切手の
一覧を見ることができる。
切手の上にマウスを置くと拡大
画像が表示される。



知らない国の切手カタログになじむには、時間は掛かるかもしれま
せん。しかし使い続ける事で徐々に慣れてきます。拡大図も活用し
ながら切手を見ていきましょう。
ところで、1枚数円で沢山の切手を楽しむことに
慣れてくると、今度はかっこいいコレクション
を作りたくなると思います。大人のコレクショ
ンを参考にすると、何があるとかっこいいかわ
かってくると思います。
切手は一枚の状態を単片、二枚つながった状態
をペア、そして写真の様に四枚つながった状態
をブロックと呼びます。
単片の切手だけでなく、ペアやブロックも一緒に
展示された作品は単調にならず、見た目がかっこ
よくなります。
また、その切手が使用された封筒や葉書も見た目
に変化を与え、コレクションをよいものにするポ
イントです。
このような収集はお金がかかり、大人にしか作る
事ができないと思っていませんか？そんな事はあ
りません。
百聞は一見にしかず。東京で毎月開催されている
切手のフリーマーケット「切手市場」
に行き、トルコ切手を貼ったカバーを
探してみました。
世界各国切手貼りカバーの山があり、
どれでも一通50円でした。売り主に
聞いたところ、数万通あるとのこと。
さすがに全部は見れませんが、一時間
程頑張って探したところ、トルコのカ
バーが約91通ありました。ここから
1,000円分（20通）を使いましょう。
次に、切手市場等のフリーマーケット
に出店している収集家が開いたお店で
外国切手を1枚10円で売っていると聞
き、行ってきました。
お店では、トルコに限らず世界中の切
手が袋に入って売られており、一枚
10円で選ぶことができました。
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こんなにあったカバー、20通をゲット

ペア単片

ブロック



広い机にスタンペディア・トルコ切手カタロ
グの切手分類を拡げ、袋をチェックします。
30分程時間をかけて持っていない切手を探し
て抜き出したところ、50枚も持っていない切
手を見つけることができました。
コレクションをかっこよく見せるためのペア
やブロックも十点以上見つけることができま
した。
袋の中身は全部一枚10円ですので、ペアは20
円、ブロックは40円になります。合計 890円
になりました。
最初に買ったパケットが 1,300円。
切手市場で買ったカバー20通が 1,000円。
最後に買ったバラ切手89枚が 890円ですか
ら、合計で3,190円使ったことになります。
190円ほど予算をオーバーしてしまいました
が、ジュースを飲むのを我慢して、切手の予
算にあてたいと思います。
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ヨーロッパやアジア、中南米の大半の国は販売されていました。

カタログを見ながら袋の中身をチェック

抜き出して購入した切手890円分

[コラム] 切手用ピンセット
切手を汚さずに扱うための道具の一つが切手
用ピンセットです。特に指紋がつきやすい切
手の裏糊が汚れるのを防止します。
しかし、大きなシートを扱うのに適さないな
ど、ピンセットは万能ではありません。大事
なのは切手を傷つけない絶対の自信がないな
ら触らないことです。
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コレクションを作ってみた！

こうして購入した切手や封筒等を、説明文も印刷したA4の紙に整理したのが、上の8
枚の画像です。ページ数の関係で縮小した画像しかここではご紹介できませんが、 
stamp club のホームページで大きな画像を見ることができます。
http://stampclub.stampedia.net/
なお、切手の整理方法は、上に紹介した方法だけではなく、手軽なやりかたもたくさ
んあります。 stamp club ホームページの Q&Aコーナーも活用して、自分にあった整
理をしていきましょう。

[コラム] 集めた切手はどうやって保存・整理する？
入手した切手をどのように整理していくかは、ジュニアだけでなくベテランコレクター
にとっても、たいへん重要なことです。ですが、ジュニアコレクターの切手整理の最大
のポイントは、いかにお金をかけないかという点です。
切手を余り持っていない時は、ビニール袋に入れていけば良いと私は思います。整理用
品にお金をかけるより、まずは切手を買いましょう。
ある程度切手が集まってくると、ページ上部で紹介した様にA4の紙にヒンジという物
を使い切手を貼り付けていく事を覚えることになります。詳細はホームページ参照）。
この時も整理文具にお金をかけすぎてはいけません。百円ショップで買えるA4サイズ
のプラスチックケースを買い、まずは切手を整理した紙をほこりや湿気から守りましょ
う。最低限それができていれば、切手の状態が著しく悪化することも少なくなります。



テーマティク収集ってなんだ？
国別収集以外の切手収集の歴史
切手の発行が始まったのが1840年、その十年後には早くもヨーロッパで切手収集が
始まりました。それ以来170年の間に、世界で発行された切手は60万種類以上あり
ます。
時代や地域を区切って集めるコレクターもいれば、切手に描かれた絵柄に、より興
味を持つコレクターも現れました。鉄道切手だけ、鳥切手だけ、お城を描いた切手
だけを集めるといった方法です。
しかし、このような収集をする人が増えたため、世界中の郵便局が収集家の喜びそ
うな図案の切手を収集家のおこづかいをあてにして発行するようになりました。
図案別に収集しているから切手は欲しい。しかし際限なくお金がかかってしまうと
いう問題が生じました。
一方で、自分が構成を考えたお話や物語を切手を使い表現して行く集め方が20世紀
後半に生まれました。テーマティク収集と呼ばれるこの収集方法は、二つとしてな
い個々人の考え方を表現するため、切手収集をしながら、プレゼンテーション技法
の勉強にもなり、海外のジュニアコレクターの中には熱心な人がたくさんいます。

ハリー・ポッターの物語を切手で表現するには？
さて皆さんの中には、ハリー・ポッターの好きな人もいると思います。世界中で本
がベストセラーになり、映画は大ヒットしたハリー・ポッターシリーズが切手にな
ったら楽しいと思いませんか？
実はそう思う人は切手コレクター以外にも多く、そういう人のおこづかいを狙っ
て、世界中の郵便局が、ハリー・ポッターを描く切手を発売しています。最近十年
程の間に発行された切手ですから、お金さえ出せば、ハリー・ポッターの切手を全
部買う事は誰でもできます。
しかしこれでは、どの人のハリー・ポッター・コレクションも中身は一緒です。だ
から、ある程度続けると飽きてきます。ところが、これにあきたらなかったスウェ
ーデンの少女がハリー・ポッターのテーマティク収集作品を作りました。
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本稿の内容は、公益財団法人 日本郵趣協会 登録審査員 榎沢 祐一 様にご監修頂きました。



スウェーデンの女子高生 マチルダ・ラーソンさんのコレクションのすごさ
マチルダさんは、どこにでもいる「ハリー・ポッター」大好き少女でしたが、切手
収集もしていたので、ある日、自分の大好きな「ハリー・ポッター」の話を切手で
紹介できないだろうか、と考えました。
日本同様、スウェーデンにはジュニア切手展という展覧会がありました。切手展で
は、切手や封筒を展示し、説明を書いた、A4サイズ等の紙を数十枚まとめて展示し
ます。彼女は「ハリー・ポッター」をその展覧会に向けて展示しますが、世界中の
郵便局からコレクターのおこづかい目当てに発行された切手の展示はなるべく少な
くし、登場人物や事件から広げた話を切手で表現する様にしました。
眼鏡が特徴の主人公ハリー・ポッターの紹介には、眼鏡を描いた切手を使ったり、
愛にあふれる家庭を描くには、「LOVE」と大きく書かれた切手を使ったりしまし
た。
この作品は数億円のコレクションを持つ世界のトップコレクターもうなった作品で
す。王様も子供も切手の前では皆平等といわれる一面をよくあらわしています。

登場人物紹介ページより
（ハリー・ポッターの紹介）
ハリーは、父ジェームズと母リ
リィに愛されて育ち、眼鏡をか
けていた事を、米国の「LOVE」
切手、百合の切手、ジェームズ
郵便局の消印、眼鏡を描く切手
類で表現し、最後にハリー・ポ
ッターを描く切手を1枚だけ紹介
したページ
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マチルダ　ラーソンさん
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スウェーデンのラーソンさんが
14歳から取り組んできた作品
世界中の大人のコレクターが驚
いた、史上最強のジュニア作品
「ハリーポッター」
作品は64ページで構成されてお
り、 stamp club のホームページ
で全ページ紹介しています。

登場人物紹介ページより
（ハリーの友人のロンの紹介）
ロンの正式名称ロナルドは蜘蛛
が大嫌いだった事を表現する為
に、ロナルド郵便局の消印と
1850年にスペインで使用された
蜘蛛型消印と呼ばれる消印の押
された古い封筒で表現した例。
大人もうなった表現のページ。

マチルダさんの作品は数年間の改善の結果、世界一のジュニアコレクションの評価
を受け、スウェーデンだけでなく、世界各国で展示され、もちろん日本でも展示さ
れました。
高校生になってアルバイトを始めてから多少高い切手も買える様になったとは言っ
ていましたが、とは言え中学生・高校生のおこづかいで買える切手類しか持ってい
ませんので、マチルダさんのコレクションは目玉の飛び出る様な高い切手とは無縁
のコレクションです。
しかし、アイディアと人に伝える表現方法を磨いた事で、コレクションの価値は上
がり、また彼女自身の勉強の一環としてのプレゼンテーション能力が身に付いた好
例です。
切手収集が知識の獲得に役立つというのはよく聞く例ですが、それに加えて、皆さ
んが大人になった時に、どの仕事でも求められるであろう表現力を磨く勉強を、切
手収集をする中で知らず知らずのうちに身につけていたのです。



自分の得意分野を切手で表現できないか考えてみよう！＜部活編＞
このようなテーマティク収集は、私たちにだってできます。例えば中学校に入って
部活動を始めた人も居るでしょう。ここでは、陸上部に入って「高跳び」を始めた
人が「高跳びがうまくなるには？」というコレクションを作るケースを考えてみた
いと思います。
まず最初に「高跳び」を描く切手は、実に沢山発行されています。これはオリンピ
ックの度に世界中の郵便局が記念切手を発行し、その中で五輪で主要協議である陸
上競技は何度も切手のデザインに採用される為です。

ですが、今回は「高跳びがうまくなるには？」とストー
リーを広げていますから、他の切手で表現もできますよ
ね。例えば「高跳び」の選手も準備運動にジョギングをし
たり、柔軟体操をしますから、それを描いた切手は使え
ます。
また、同じ跳躍競技という事で「幅跳び」を練習の一環
としてやらせるコーチの先生もいらっしゃると思います。
雨の日には腹筋もやりませんか？
競技力がつくと、県大会や全国大会、その先には世界大
会そしてオリンピック、世界陸上だって出れますよね。有
名な選手を切手で表現してみるのも面白いですよね。
競技を離れたところでは、育ち盛りの中学生は栄養をしっ
かり取らなければ、「高跳び」選手として強くなれません
から、食事や栄養素に関する切手を使用できますし、睡
眠も重要な要素ですね。全国大会で活躍するような強い
選手になるには、精神力も鍛えないとなりません。世界
で戦う様な選手になるなら英語も勉強しなくちゃ。
最初は自分の伝えたい話を表現するのに、どのような切手
があるのか分からなかったりもすると思いますが、切手の
雑誌やカタログを読んだり、他の人のコレクションを読
む事で、知識はどんどん増えてきますし、何よりも常日頃
から考える癖がつくと思います。

stamp club 2013 <16>

蘭領アンチル メキシコ五輪（ケイマン諸島） クロアチア

スペイン

第11回国体

国際栄養会議
（バングラディシュ）



自分の得意分野を切手で表現できないか考えてみよう！＜芸能編＞
このように、話を広げて行くことができればしめたもの
です。今回は運動系の部活の話で広げましたが、文科系の
部活、自分の趣味の話、勉強で習った話、自分のすむ地
域の歴史等いくらでも話は作る事ができると思います。例
をどんどんあげていきましょう。
日本の郵便局には「大島」郵便局や「柏木」郵便局があ
ります。そして「握手」を描いた切手は沢山発行されてい
ます。ということは「AKB48」を切手で表現する事も可
能なはずです。

「AKB48」に所属する16歳
以下のメンバーは21時を過
ぎると仕事を中止します。
これは労働基準法に従って
いるのですが、それを描く
切手だってあります。
マチルダ・ラーソンさんの
様に日本の芸能を世界に切

手で訴求するジュニアが出てきたら面白いでしょうね。

自分の得意分野を切手で表現できないか考えてみよう！＜勉強で習った話 編＞
中学校・高校と進学して行くにつれて、新しい教科
の勉強が次第に始まって行きます。その中には新し
い知識を得られて興味を持つ科目も出てくると思い
ますし、それが将来の自分の進路を考えるきっかけ
になると思います。
理数系に興味を持つ人は科学者に憧れるでしょう。
主要な科学の法則やその法則を発見した人は大半が
切手になっています。それだけでなく、その人の通
っていた大学や生まれ育った街も切手として描かれ
ている事も多く、題材には事欠きません。
この中で20世紀の偉人アインシュタインを取り上
げてみましょう。伝記を読んで、話を拡げる参考に
しましょう。ユダヤ人を迫害したヒトラーを描く切
手をまず使えます。また、原発や原爆を描く切手も
発行されています。こういった切手を材料に、あな
ただけが描くストーリーでアインシュタインの一生を展開するのもテーマティク収
集のやり方です。
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ボーイスカウト50年

労基法50年

30円通常切手, 椿

原子炉竣工

相対性理論百年（ドイツ）

ヒトラー通常切手
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切手豆知識（切手のあだ名）

ペニーブラック・
ペンスブルー
1840年5月1日にイギリス
で発行された世界初の切手

ダブル・ジュネーブ
1843年9月20日にスイス
のジュネーブ州で発行され
た世界初の連刷（＝異なる
図案が隣あっている）切手

バーゼルの鳩
1845年7月1日にスイス
のバーゼルで発行された
世界初の三色刷り切手、
世界初の鳥切手でもある

セレス
1849年1月1日に発行され
たフランス最初の切手。
セレス(=Ceres)は神様の
名前

エポレット・メダリオン
1849,1850年にベルギー
で発行された切手。エポレ
ットという肩の飾りが見え
る切手と、メダル型の楕円
で囲った切手

ストゥルーベル
1845年7月1日に統一ス
イスで発行された切手。 
ストゥルーベルとは、も
じゃもじゃ頭のこと。

宣教師切手
1851年10月1日にハワイ
王国で発行された切手。
この切手を巡り、殺人事
件が起きたことも。

ペニーレッド
左：消印の色が黒に変わったため、1841年から1ペ
ニー切手の刷色が黒から赤に変わった。中央：世界
初の目打有り切手（1854年）右：四角にチェック
文字が入るようになった。(1864年）
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stamp club の創刊にあたり、切手収集をリードされる皆様
からメッセージを頂きました。

stamp club 創刊おめ
でとうございます。
世界で初めて切手を発
行した国はどこだか知
っていますか？
切手を集めるにはどう
すればよいと思います
か？そんな疑問に答え
てくれるのが、stamp 
clubです。

公益財団法人 
日本郵趣協会 
専務理事
落合宙一様

切手収集は正解の無い
趣味です。目に見える
「上がり」は有りませ
ん。高価な切手を持つ
ことを目指したり、そ
れが叶っても満足する
のでなくコレクション
作りの過程が重要で
す。stamp clubが一
助になることを望みま
す。

創刊おめでとうござい
ます。海外に行けなか
った子供の頃切手はい
ながらにして時間と空
間を飛び越えられる
「どこでもドア」のよ
うなものでした。そう
した切手のオモシロさ
を一人でも多くの若い
人に伝えてください。

切手市場
代表
高崎真一様

風景印に関す
る著作多数
古沢保様

創刊おめでとうござい
ます。切手ファン拡大
とコレクター育成は切
手市場もチャレンジし
ている分野です。新た
に立ち上げて下さった
stamp clubで影なが
ら協力させていただけ
ますよう今後とも宜し
くお願いします。

東京五輪1964年、沖
縄復帰1972年…子供
時代に切手収集で覚え
た知識は大人になって
も一発で出てきます。
切手も風景印も知識の
宝庫。この冊子を手に
したジュニアの皆さん
収集を楽しんで、物知
りになって下さいね。

ジャパンスタ
ンプ商会
代表
鯛道治様

郵便学者・
ノンフィクシ
ョン作家
内藤陽介様
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グラスゴー郵便局長
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創刊記念プレゼントのご案内
切手収集に興味のある、ジュニアの皆さん、stamp club を手にとってくれてどうも
ありがとう。
色々な切手の集め方があることを知ると、やっぱり、本物の切手が欲しくなるよ
ね。感受性の強い皆さんのこと、実物を見ると、本で読む以上に色々な事を感じ、
切手収集の楽しみを理解してくださると信じています。
さて、そこで、stamp club では皆さんが少しでも切手に触れる機会が増えるよう、
創刊プレゼントを実施することにいたしました。少しでも多くのジュニアの皆さん
が実物の切手に触れることができるように、

当選者��名
のプレゼントを下記要領で実施いたします。どしどしご応募ください。

応募期間：平成25年4月27日(土)～平成25年5月31日(金)
応募場所：stamp club ホームページにて

応募方法：
「見返り美人切手（未使用）」1本を含む50本の賞品をホ
ームページに掲載しています。その中から第三希望までを
選んで応募していただきます。
抽選結果発表：
stamp club 2014年号ならびにホームページにて、当選者
のイニシャル及び都道府県を表示して、平成25年6月30日
(日)までに発表いたします。
個人情報の取扱：
当プレゼントにおける個人情報の取得は、創刊プレゼント
ならびに次号以降の発行案内等の連絡のみに使用するもの
といたします。

http://stampclub.stampedia.net/



雑誌名 stamp club 2013年号（創刊号）
発行日 2013年4月27日
発行 無料世界切手カタログ・スタンペディア株式会社
　　 港区六本木7-8-5 藤和六本木コープⅡ-902
発行人 吉田敬
発行部数 10,000部

当誌の常設配布場所
逓信総合博物館（東京・千代田)
切手の博物館（東京・豊島）
※切手市場、大阪駅前第三ビル
バザールの開催時にも配布してお
ります。

stamp club は年一回発行
次号は2014年4月25日頃発行予定です
内容（予定）：
　切手豆知識（切手を集めた有名人）, 
　マンガ「ハワイ宣教師切手殺人事件」
待ちきれないあなたは、
今すぐホームページへ！
http://stampclub.stampedia.net/

次号
案内

日本各地の郵趣界のリーダーの皆様
切手展を開催されていらっしゃる郵趣会の皆様
切手商の皆様

私どもは郵趣普及活動の一環として、この度、ジュニアの為の切手収集雑誌を発行いたしま
した。新しい雑誌の最大の特徴は、誌代無料のフリーペーパーということです。

現代のジュニア向け郵趣雑誌としては非常に多い部数となる一万部を直接、もしくはお父様
からお子様へ、もしくはお爺さまからお孫さんへというルートを通じて、ジュニア層に配布
し、郵趣への興味・関心を喚起したいと考えております。

スタンプショウでの配布に加えて、東西両切手のフリマでの配布、切手の博物館、逓信総合
博物館での配布が決定しておりますが、更に浸透させるため、皆様が地元で切手展を開催さ
れる折には、残部のある限り無償で提供させていただきますので、是非ご来場者へのプレゼ
ントとして、stamp clubをご検討ください。

また、切手店等を経営されていらっしゃる方で常設配布場所になってもよいという方がいら
っしゃいましたら、それも大歓迎です。是非とも、ご連絡をお願い申し上げます。

[お申し込み方法]
当誌はフリーペーパーですので、残部がある限りご希望部数を無償で提供いたします。
① 100部単位でお送りします。
② 部数に関わらず無償で提供します。送料のみご負担下さい。
③ ご連絡は電子メールでお願いいたします。yoshida@kitte.com



[広告]

無料世界切手カタログ・スタンペディア

http://www.stampedia.net/ja

��ヶ国
���郵政
��万	����枚を無料で見放題
主な掲載国：イギリス、フランス、ドイツ、
米国、カナダ、オーストラリア、オランダ、
スイス、チェコ、ポルトガル、ノルウェー、
スウェーデン、デンマーク、オーストリー、

モナコ、アイルランド、
ベルギー、スロバキア、
アイスランド、ロシア、
ウクライナ、モルドバ、
バチカン、トルコ、タイ

世界200ヶ国掲載
を目指しています


