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財団のご案内

役員・評議員

ごあいさつ

公益財団法人日本郵趣協会は、「郵趣の発展向上を図り、未来へ継承していき、社会創造に寄与する」という

基本理念のもと、1946年7月に設立されました。

「郵趣」とは世界各国の郵便切手類の歴史、郵便制度の研究でもあり、世界ではPhilately （フィラテリー）と

呼ばれ、当財団の名称に冠しています。

郵趣の発展向上

社会創造に寄与未来への継承

基本理念

当財団の代表的な活動として、日本全国のボランティアの皆さまとともに実施する展覧会事業があります。春

には「世界切手まつり スタンプショウ」、秋には日本最大規模の公募展「全国切手展 JAPEX」を開催しており

ます。出品する人、参観する人、支える人により、すべてが会員の手で運営されています。

2021年には日本国際切手展2021を開催し、時代を超え、未来へつながっていく新しい「郵趣」の思いを感じ

ていただく活動を行ってまいりました。

近年は、パートナー、サポート企業・団体の皆さまとの協働プロジェクトにも力を注いでおります。多くの企業・団

体の皆さまと当財団が互いの特性や持てる資源を活かし合って、その取り組む課題やプロセスを共有し、 協働

して郵便切手文化に関する新たなニーズに応えていきたいと考えております。

当財団は、2021年に創立75周年を迎えました。今後とも「郵趣」という郵便切手文化を通じて社会に貢献し

ていくとともに、より良い社会の形成を推進してまいります。
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組織

財団のご案内

公益財団法人日本郵趣協会
Japan Philatelic Society, Foundation

（略称：JPS）

名 称：

所在地： 〒171-0031

東京都豊島区目白1-4-23 切手の博物館4F

TEL：03-5951-3311（代） FAX：03-5951-3315

アクセス：
・JR山手線「目白駅」徒歩3分
・JR山手線、東京メトロ東西線、西武新宿線
「高田馬場駅」徒歩7分
・東京メトロ「雑司が谷駅」徒歩13分

※障がい者の専用駐車場がございます。

目 的： 日本及び世界各国の郵便切手類の歴史及び郵便制度の研究を通して、郵便切手文化
の向上発展に資するとともに未来に継承していき、もって心豊かな潤いのある社会創造
に寄与することを目的とします。

事 業： Ⅰ公益目的事業
普及啓発事業、展覧会事業、出版事業、学術調査研究事業、国際文化交流事業、
流通促進事業、顕彰事業、社会貢献・地域支援事業、公益事業資金の造成
Ⅱ管理部門
会員事業、交流事業

財団の歴史：

創設から発展へ：1946-1970

1946年7月 日本郵趣協会設立
月刊誌「郵趣」創刊号発行

1965年 「世界の切手ショウルーム」オープン（新宿駅東口）
1966年 第1回全国切手展 ＪＡＰＥＸ 開催
1968年 世界初のカラー切手カタログ 「原色日本切手図鑑」刊行
1969年4月 「郵趣会館」竣工、本部移転（新宿駅南口）

協会事業の拡大：1971-1995

1971年 事業部門の分社化
1973年 第1回ジュニア全国切手展 開催
1977年 第1回世界切手まつり スタンプショウ 開催
1982年6月 財団法人へ移行
1983年 第1回「全国郵趣大会」開催

社会貢献へ挑戦：1996-2021

1996年4月 「切手の博物館」オープン、本部移転（豊島区目白）
1997年 公式ホームページ開設
2008年 海外でのJAPAN POSTブース出展開始
2011年4月 公益財団法人に移行
2012年 社会貢献事業「手紙を書こう！プロジェクト」開始
2021年 郵便創業150年 「日本国際切手展2021」共催
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普及啓発事業

全国ミニ切手展
キャンペーン

全国切手展
JAPEX

世界切手まつり
スタンプショウ

公益事業のご案内

展覧会事業

ホームページ、ツイッター、ユーチューブ
などを通じて、さまざまな最新切手情
報を発信しています。

毎年、春に世界切手まつり＜スタンプショウ＞、秋にメインイベントの
全国切手展＜JAPEX＞を開催しています。
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切手ワークショップ

ソーシャルメディア

郵便切手文化を学び、触れる楽しみを広げるとともに、
SDGsの取り組みを組み込んでいます。
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学術調査研究事業

公益事業のご案内
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出版事業

定期刊行物
月刊誌「郵趣（ゆうしゅ）」、週刊紙「郵趣ウィークリー」、専門誌「郵趣研究」、
WEB版「世界新切手ニューズ」などを発行しています。

カタログ・書籍

研究発表会
（ミニペックス） 文化シンポジウム

講演会、パネルディスカッション、トークショーなど、さまざまな
形式で文化シンポジウムを開催しています。

毎年4月には、「さくら日本切手
カタログ」を発行しています。
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国際文化交流事業

流通促進事業・顕彰事業

公益事業のご案内
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国際文化イベント

海外でのブース出展

「小さな外交官」と形容される郵便切手を通じて、海外との文化交流
を図り、国際協力を推進しています。

JPSオークション
郵便切手を広く敷衍するとともに、
拡散・劣化させることなく次世代
に継承していきます。

選考委員会

授賞式
中島健蔵・水原明窗記念賞、国際大賞、郵趣活動賞、郵趣文献賞
などの受賞者を選考し、公開で授賞式を行っています。

JAPAN POST ブースを出展して、日本の
郵便切手のPR、国際交流を図っています。
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社会貢献・地域支援事業

パートナー・サポート企業・団体との協働プロジェクト

公益事業のご案内
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手紙を書こう！
プロジェクト

ボランティアの醸成
使用済み切手

映画／君の膵臓をたべたい（東宝株式会社）
×タイムカプセル郵便

ペコちゃん誕生60周年（株式会社不二家）

×スタンプショウ「お菓子な切手たち」

協働プロジェクト事例

2020年東京オリンピック･パラリンピックへ

未来をつなぐレガシー展（読売新聞社）

タイムカプセル郵便、Otegamiフリマ、ゆうびん
de自由研究などのイベントを通じて、手紙コミュ

ニケーションの楽しみを体験してもらいます。
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2022～2023年イベントスケジュール[予定]

公益事業のご案内

全国規模、地域規模の展覧会、切手ワークショップ、全国ミニ切手展などの普及イベント、タイムカプセル郵便、
ゆうびんde自由研究などの手紙を書こう！プロジェクト、国際文化交流などの事業に取り組んでまいります。

事業名 会期・会場 内 容

展覧会（全国規模）

世界切手まつり
スタンプショウ2022

4月22日（金）～4月24日（日）
都立産業貿易センター台東館

「切手にみる食の世界」展
（株）不二家様との協働プロジェクト

第57回全国切手展
JAPEX2022

11月4日（金）～11月6日（日）
都立産業貿易センター台東館

「富士鹿切手発行100年」
「アメリカ切手」展

展覧会（地域規模）

楽しい切手展in横浜 5月、かながわ県民センター（横浜市）

彩ペックス 6月、川越プリンスホテル（川越市）

関西スタンプショウ
&大阪切手まつり2022

7月、OMMビル（大阪市）

スタンプショウひろしま 9月、広島産業会館（広島市）

スタンプショウかごしま 10月、サンプラザ天文館（鹿児島市）

スタンプショウはかた 10月、TKPカンファレンスシティ（福岡市）

中部スタンプショウ 10月

切手の博物館のクリスマス 12月、切手の博物館（豊島区） 切手デザイナートーク他

手紙を書こう！プロジェクト

ゆうびんde自由研究・
作品コンテスト2022

8月19日（金）～8月21日（日）
目白・椿ホール

日本郵便（株）様との協働プロジェクト

タイムカプセル郵便 通年
未来の指定する日に、未来の指定する場
所に手紙をお届けするサービス

Otegamiフリマ
5月、11月、2023年2月 切手の博物館
8月 目白・椿ホール

手紙、郵便雑貨ブースとのコラボ

国際文化交流

国際切手展
LONDON2022

2月19日（土）～2月26日（土）
イギリス・ロンドン

JAPAN POSTブースの出展

国際切手展
INDONESIA2022

8月4日（木）～8月9日（火）
インドネシア・ジャカルタ

JAPAN POSTブースの出展

普及啓発

切手ワークショップ
6月、9月、11月、2023年1月、2月、4

月、切手の博物館他
入門コース（一般対象）
出張ワークショップ（小学生対象）

全国ミニ切手展
4月の切手趣味週間
全国の郵便局、学校、博物館などの公共施設
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パートナー企業・団体との協働プロジェクトにつきましては、下記のお問合せ先まで
ご連絡ください。
当財団は、内閣府より「特定公益増進法人」および「紺綬褒章」の公益団体認定を
受けております。

公益財団法人日本郵趣協会
サポート・パートナー企業・団体担当（松尾、寺尾）
〒171-0031 東京都豊島区目白1-4-23 切手の博物館4階
TEL：03-5951-3311（代） Ｅメール：info@yushu.or.jp

公式SNSアカウント

ホームページはこちらから
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