
企画展示  ゴルフ
ゴルフいろいろ
安藤 裕
ゴルフの歴史はかなり古いスポーツと

して知られておりますが郵便切手でゴル

フ切手を認識されたのは比較的新しいも

のと思います。展示では　①イギリスの

名門ゴルフコース②イギリス周辺諸島の

ゴルフ　③世界のゴルフ　の３つに分類

して　ゴルフ切手に理解を巡らしてみま

した。

ゴルフを究める　－知識のトッププ
レーヤーを目指して－

江村 清
イギリス・スコットランドが起源の近

代ゴルフ。ゴルフとは、クラブで小さな

ゴルフボールを打ち、如何に少ない打数

でカップの中に入れるかを競うスポーツ

です。本作品は、ゴルフの起源と歴史、

ゴルフ場と地域との共生、ゴルフの魅力

とマナー・ルール、競技ゴルフなどに章

立てし展開します。

一般展示  
英国　ビクトリア時代
ジュビリー　シリーズ
池原 郁夫
英国ビクトリア時代のジュビリー記念

切手は１８８７年から追加で１９００年

まで発行された凸版印刷シリーズで印刷

会社は当時 , 証券など高額面印刷で有名
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だった De la Rue 社です。これらの切手

を英本国は基礎収集、カバーで、英領加

刷領地は使用カバー、消印などを織り交

ぜて展示してあります。

ジョージ 6 世グラビア切手
佐藤 明夫
エドワード 8 世の突然の退位を受け

て、即位したジョージ 6 世を描く普通

切手をご紹介いたします。ジョージ 6

世の時代は、第 2 次世界大戦があり、

インクの原料を節約するための淡色シ

リーズの発行、戦争による航空郵便ルー

トの変更等切手や郵便にも影響を与えて

います。また、世界中に展開した英連邦

軍により日本を含めて世界各地でジョー

ジ 6 世の普通切手が使用されました。

ジョージ 6 世普通切手について製造面、

使用面両面から展示をいたします。

マーチン・プレデシマル シリーズ
山田 邦博
英本国で現在使用されている普通切手

マーチン シリーズは、最初 1967 年 6

月 5 日の発行では旧貨（12 進法）の時

代で、1971 年 2 月 15 日の 10 進法（デ

シマル）への切替に伴い額面表示も「ｄ」

より「P」に変わった。今回の展示は高

額を除きデシマルに切り替わる以前のプ

レデシマルにてリーフを構成した。

Decimal Machin Commemorative
1971-1976

伊藤 淳
十進法（ Decimal ）通貨制度に変更

されてからの英国記念切手をご紹介し

ます。この頃の私は中学生、￡1 ＝ 500

円の為替レートでしたので、英国新切手

は高根の花でした。FDC や記念印など

の記念切手の楽しみは残して、製造面を

普通切手のように少し掘り下げたコレク

ションです。

Seahorses シ リ ー ズ「 ト ル コ 加 刷 」
2s6d バラエテイ

池原 郁夫
英国ジヨージ 5 世国王時代の高額切

手は図柄から「seahorses」シリーズと

言われ本国では１９１３年から１９３４

年まで発行された。凹版印刷シリーズ

では英国最高の切手シリーズと言われ

ている。印刷会社はｗ aterlow,　De la 

Rue、Bradbury 社 の 3 社。 英 領 地 で

は Bechuanaland,　Irish,　Levant,　

Morocco,　Nauru で加刷発行され英領

Levant 切手は 1921 年まで発行された。

この加刷シートは英本国切手に加刷され

たもので、バラエテイは本国とすべて同

じである。トルコ加刷 2s6d 切手のバラ

エテイを展示してあります。トルコ加刷

は２種あるが使用期間は 1 年余りで切

手は合わせても 500 シートしか発売さ

れなかった。

日本占領時香港における郵便料金の変遷
吉村 昭紀
１９４２年１２月に香港征圧以来約３

年半に亘り郵便事業を行ってきました

が、その間の郵便料金の変遷につき、述

べています。戦時のことで不明な点も多

いですが、できる限り実逓カバーで展示

しました。　

2000 年代のオーストラリア使用済切手
柿沼 淳一
2000 年代のオーストラリア使用済切

手を抜粋で展示します。図案もユニーク

ですが、同じ種類でかなりのシール式切

手があります。シール式の方がきわめて

発行数が多いようです。シール式の中に

もシート状のものとコイル状のものに目

打の違いがあります。使用済はありふれ

ていますが、消印の薄いものが多く、展

示すべきものを探す手間がかかります。

Ａ・ヘップバーンを偲んで
甲斐 正三
今年はオードリー・ヘップバーンが

没して 25 年、世界を魅了したあの名画

「ローマの休日」がつくられててから 65

年になります。晩年は映画界を離れ、恵

まれない人々の救済に力をつくしまし

た。ここでは「ローマの休日」を中心に、

彼女の主な作品を紙上で偲んでみたいと

思います。
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海外からの思い出のカバー
甲斐 正三　
切手を集め始めたのは６０年前の学生

時代。海外へ行くことなどは夢の時代、

日本の経済復興が進んで＄1 ＝￥360 体

制が崩れ、仕事では海外へ行く機会が増

え、しばらくすると誰でも海外へ行ける

時代が来ました。それにつれ自分宛てに

出すカバーも多くなっていきましたが、

そうしたカバーを中心に出張や旅の跡を

追ってみます。

イギリスの古城を巡る
甲斐 正三
イギリスの古城を鉄道を利用してま

わったのは 2013 年、もう５年がたちま

す。全て手作りの一人旅でスコットラン

ドからウェールズまで鉄道は 2500km、

計画通りにすすみ満足のいく、思い出多

い旅となりました。カバーも作りました

が、写真を沢山撮ったのでお気に入りを

紹介します。

「チューダー・ローズ」
その誕生と切手との出会い
山田 精一
中世末期、イングランドの王権を巡っ

てヨーク家とランカスター家が争ったバ

ラ戦争。ランカスター家の勝利で終結し

チューダー朝が成立する。両家が標章と

した白バラと赤バラを組み合わせたバラ

をチューダー朝の紋章とし、チューダー・

ローズが誕生する。本展示は、バラ戦争

を経てチューダー・ローズの誕生、ロイ

ヤル・メールにおける切手の発行、ヴィ

クトリア女王に始まる歴代国王とチュー

ダー・ローズの出会い、時代とともに多

様化するチューダー・ローズの変遷を紹

介します。

オーストラリアの鳥切手
藤森 和喜
世界の英領の鳥を訪ね歩こうと、英本

国から始めて、欧州、中東、アジア、　

南太平洋、ニュージーランドと来てオー

ストラリアにやってきました。自然豊か

な中で飛び回っている美しい鳥たちをご

覧ください。

南極の自然
藤森 和喜
オーストラリアからさらに南へ行くと

ここにも自然豊かな南極があります。特

殊な別世界が広がっています。ここでは

鳥に限らずすべての美しさを皆様と満喫

します。

大英帝国の興隆とビクトリア女王の崩
御とビクトリア朝の終焉

早瀬 英雄
世界の７つの海を制した大英帝国の

ビクトリア女王の世界最初（１８４０

年）の切手から世界各地の植民地切手と

１９０１年１月２２日の崩御当時のビク

トリア女王を中心に次王のエドワード７

世までを紹介します。


