
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

平成 28年 8月 

公益財団法人 通信文化協会 

郵政博物館 

 

企画展  

切手でみる星の物語展 
 

2016年 9月 10日（土）から 11月 27日（日）まで開催 

（会期中の休館日：9月 14日（水）、9月 28日（水）、10月 19日（水）、11月 9日（水） ） 
 

 

１枚の切手にみちびかれる、星の物語の世界 

                                        

公益財団法人 通信文化協会は、郵政博物館 企画展示場において、 

企画展「切手でみる星の物語」展を 11月2日（日）まで開催します。 

 

平成23年から始まった切手「星座シリーズ」（全4集）及びそれに引き続き発行 

された「星の物語シリーズ」（現在第3集まで発行）は、ホログラムを使用したデザ 

インで人気を博し、今年10月には「星の物語シリーズ第4集」が発行される予定 

です。 

郵政博物館では、ロマンチックな星がエピソードとともに、この人気切手を紹介 

する展覧会を開催します。 

切手デザイナーの下絵をはじめ、星にまつわるギリシア神話やそれらを主題とした意匠 

 の切手などをご紹介するほか、宇宙や天文に関する世界の切手も展示します。 

また、天体観望会や占星学に関する講座や無料の星占い鑑定など、天体や星に関するイベントも開催し、1 枚の切手を

契機に、神話、天体・宇宙、占星学へと、楽しみながら知的探求を広げていただく内容となっています。 

   そのほか、親子で楽しめるハロウィンの楽しいワークショップやハロウィンにちなんだポストカード展も開催します。 

この秋は、郵政博物館で悠久の星の輝きに思いをはせてみませんか 

 

イベント                                                                

Ⅰ．切手・郵趣イベント 

 

①向島郵便局・臨時出張所による、本展オリジナル記念小型印の押印（予定） 
【出店予定日】会期中の土曜日及び 10月 28日（金） 

②切手デザイナーズトーク 
【日にち】  9月 29日（木） 出演：切手デザイナー 中丸ひとみ、山田泰子 

10月 29日（土） 出演：切手デザイナー 星山理佳 

【時 間】14時～15時終了予定  

【会 場】郵政博物館 多目的スペース ※15分前に会場にお集まりください 

【参加料】無料（入場料が別途かかります） 
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星座シリーズ第 2集≪みずがめ座≫切手 

平成 24年 7月 6日発行/ 郵政博物館蔵 



Ⅱ．星・天文イベント 

 

①「Starry Sky－阿智の星空パネル展」 
長野県阿智村の星空を写真パネルで紹介。 

【日にち】11月 1日（火）～11月 17日（木） 

②ソラマチから仰ぐ、ロマンティックすみだの秋の夜空「天体観望会」  
 秋の名月を観望してみませんか。 

【日時】9月 13日（火） 18時 30分集合～20時  

※雨天の場合は、室内での講義となります。 

【会場】郵政博物館に集合  

※博物館内は閉館しているため展示場はご覧になれません。 

【講師】府中市郷土の森博物館 学芸員及び天文ボランティア 

  【参加料】無料 

【定員】40名 ※中学生未満は保護者同伴。保護者も 1名として申し込みが必要です。 

【申込み方法】 往復はがきに必要事項を記入の上、下記の申込み先にお申込みください。先着順に受付 

し定員になり次第締め切ります。 

往復はがき 1枚につき同伴者 1名まで申し込みが可能です。その場合、同伴者は必ず代表者と一緒に

ご来場ください。 

     ■往復はがきの往信部裏面に、①イベント名「天体観望会」②お名前③ご住所④電話番号⑤年齢 

⑥同伴者が いる場合は、同伴者のお名前（1名まで） 

     ■返信部表面に、返信用のお名前とご住所をお書きください。 

【申込み先】〒131-8139 東京都墨田区押上 1-1-2東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階 

  郵政博物館「天体観望会」係 

 

Ⅲ．「天文と占星術」イベント  

 

① 星占い鑑定コーナー 
日本占術協会所属の占い師が鑑定をします。 

  【日にち】9月 10日（土）、10月 8日（土）、10月 15日（土）、11月 5日（土）、11月 12日（土） 

【時 間】12時～16時 30分受付終了 

  【定 員】50名予定 ※鑑定時間 1人 10分程度  ※混雑状況により整理券を配布します。 

【参加料】無料（別途入場料がかかります） 

【協 力】一般社団法人日本占術協会 

② 占星術入門講座「天文と占星術－星でひも解くあなたへのギフト」 
【日にち】 9月 18日（日）、9月 19日（祝月）、9月 24日（土）、10月 2日（日）、 

  11月 6日（日）、11月 27日（日） 

【時 間】13時～15時 30分 

【会 場】郵政博物館 多目的スペース 

【講 師】一般社団法人日本占術協会常任理事 アイラ・アリス 

【参加料】無料（別途入場料がかかります） 

【定 員】20名（中学生以上）  

【申込み方法】往復はがきに下記の必要事項をすべて記入の上、下記の申込み先にお申込みください。 

先着順に受付し定員になり次第締め切ります。参加希望者 1名につき往復はがき 1枚の申し込みが必要。 

封書でお申し込みになる方は、下記の情報を記入したペーパーとともに、返信用はがき（切手付、返信 

用宛先記入）を同封ください。受講の可否については、返信はがきでご連絡いたします。 

    ■往復はがきの往信部裏面に、①イベント名「占星術講座」②参加希望日（第 1希望、第 2希望） 

③お名前④ご住所⓹電話番号⑥ニックネーム、生年月日、生まれた時間（24時間制で記入。わから 

ない場合は不明と記入）、生まれた場所（わからない場合は不明と記入） 

    ■返信部表面に、返信用のお名前とご住所をお書きください。 

【申込み先】〒131-8139 東京都墨田区押上 1-1-2東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階  

 郵政博物館「占星術講座」係 

※⑥番の項目は、あらかじめ受講者のホロスコープを作成するための必要項目で、事前に講師に知 

らせます。（住所、電話番号については、本イベント受付にのみ使用し、講師に知らせることは 

いたしません。また、受講をお断りした場合は、⑥番の項目についても講師に知らせることはい 

たしません） 
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Ⅳ．地域イベント 

 

街道資料トークセッション「北斎が描いた街道」 
【日時】11月 3日（祝木）15時～16時終了予定  

  【出演】埼玉県立文書館 館長 杉山正司、物流博物館 学芸員 玉井幹司、郵政博物館 館長 井上卓朗 

【会場】郵政博物館 多目的スペース 

【参加料】無料（入場料が別途かかります） 

【定員】40名 ※15分前に会場にお集まりください 

【協力】全国街道資料ネットワーク 

 

Ⅴ．ワークショップ  

 

  絵手紙教室  
【日 時】9月 11日（日）、10月 16日(日)、11月 13日（日）  14時～15時 30分 

【会 場】郵政博物館 多目的スペース 

 【講 師】日本絵手紙協会公認講師 

【参加料】無料（入場料が別途かかります） 

【定 員】10名 ※参加希望の方は、15分前に会場にお集まりください 

 

 

ハロウィンイベント 「Twinkle★Halloween」                                   
 
① スタンプ教室「ハロウィンスターカード」 
【日 時】 9月 17日（土）、10月 1日（土）  13時 30分～15時 30分 

【会 場】郵政博物館 多目的スペース 

【講 師】株式会社こどものかお 

【参加料】2,000円（スタンプセット付） ※入館料が別途かかります 

【定 員】10名（各回）先着順 ※参加希望の方は、15分前に会場にお集まりください 

【問合せ】株式会社こどものかお（電話）03-3360-9810 

  

② ハイパーフェルトアーティスト藍川りのちゃんのハイパーフェルト教室 
『パンプキンバッグをつくろう！』 

【日 時】9月 22日（祝木）、10月 9日（日）、10月 10日（祝月） ①13:30～14:30 ②15:30～16:30 

【会 場】郵政博物館 多目的スペース 

【対象年齢】4歳以上（未就学の方は保護者同席ください） 

      ※大人の方のみでもご参加いただけます ※ハサミを使用します。 

【参加料】１，０００円（指導料、材料費、写真撮影代、おみやげ付き）※入館料が別途かかります 

【講 師】ハイパーフェルトアーティスト 藍川りの 

【定 員】各回 20名   

【応募方法】9月 1日（木）0:00から郵政博物館 HPにて申込み受付します。先着順。 

郵政博物館のホームページ（http://www.postalmuseum.jp/）トップページの「お問合せ」をクリッ 

    ク、お問合せフォームにてお申込みください。その際、お問合せフォームの「ワークショップ参加申 

し込み」にチェック、「お問合せ内容」欄に教室名「フェルト教室」と希望日、希望時間（第 2希望 

まで）参加される方全員のお名前を必ずご記入ください。  

※携帯電話のメールからお申し込みをなさる方は、ドメイン指定受信で「tsushinbunka.org」 

からのメールが受信できるように設定ください。 

 

  ③「Twinkle☆Halloween アート・ポストカード」展 
    星やハロウィンにちなんだ手作りのオリジナルポストカード作品を展示。 

    期間中の 10月 22日・23日には、作品出品者による郵便グッズなどのマーケットも予定。 

【会期】10月 15日（土）～10月 30（日） 

【会場】郵政博物館 多目的スペース 

   【出品者のマーケット（予定）】10月 22日（土）、10月 23日（日） 11時～17時 
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④ 向島郵便局・臨時出張所による、ハロウィン記念小型印の押印（予定） 
【出店予定日】10月 15日（土）、10月 22日（土）、10月 28日（金）、10月 29日（土） 

 

＜企画展＞ 「切手でみる星の物語」展 の概要 

【会期】  2016年 9月 10日（土）～11月 27日（日）  10:00～17:30（入場は 17:00まで） 
【休館日】   9月 14日（水）、9月 28日（水）、10月 19日（水）、11月 9日（水） 
         ※上記は本展会期中の休館日です。それ以外の休館情報は、当館ＨＰにてご確認ください。 
【主催】   郵政博物館 
【後援等】  <後援>日本郵便株式会社、全国科学博物館協議会、墨田区教育委員会 
      <協力>府中市郷土の森博物館、コニカミノルタ プラネタリウム株式会社、 
         一般社団法人日本占術協会、特定非営利活動法人全国街道交流会議、凸版印刷株式会社 
【会場】     郵政博物館 企画展示場 
 〒131-8139 東京都墨田区押上 1-1-2  東京スカイツリータウン・ソラマチ 9階 
【入館料】 大人 300円、小中高 150円     

※10名以上の団体は、大人 250円/小中高 100円 ※障がい者手帳をお持ちの方と介助の方は無料 
【展示内容】  
切手「星座シリーズ」「星の物語シリーズ」を星のエピソードとともに紹介する。切手デザイナーの下絵をはじめ、

ギリシア神話に関連する切手や宇宙・天文に関する世界の切手を展示するほか、天体観望会や占星術講座など星にま
つわるイベントも開催。 

 
【アクセス】 

[交通]   東武スカイツリーライン・東京メトロ半蔵門線 
         京成押上線 都営浅草線：「押上（スカイツリー前）駅」下車すぐ 
         東武スカイツリーライン：「とうきょうスカイツリー駅」下車 

※博物館専用の駐車スペースはございません。公共の交通機関をご利用ください 
[東京スカイツリータウンイーストヤード 9階へのアクセス]  

       エスカレーターまたはエレベーターで8階まで。 
 8階で8-10階専用エレベーターへ乗りかえ、9階で降り右折正面。 
【H P】  http://www.postalmuseum.jp/ 
【TEL（一般）】 TEL 03-6240-4311 
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東京スカイツリータウン® 

【プレスリリースに関するお問い合わせ】 
郵政博物館（公益財団法人通信文化協会博物館部） 担当：岩島、冨永 

  ℡：03-6240-4377  Fax:03-3625-2521 

  

http://www.postalmuseum.jp/

