
 

 

 

＜報道関係各位＞ 

平成 29 年 3 月 

公益財団法人 通信文化協会 

郵政博物館 

 

郵政博物館誕生 115 年記念  

-通信のあゆみ-悠久の大逓信
だいていしん

展 
 

2017 年 4 月１5 日（土）から 6 月 25 日（日）まで開催 

【前期：4 月 15 日～5 月 16 日 後期：5 月 18 日～6 月 25 日】 ※展示替え有り 

（会期中の休館日：5 月 17 日（水）、6 月 7 日（水）） 

 

古代から江戸時代までの秘蔵の資料を公開！ 

                                        

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、 

郵政博物館誕生１１５年記念「-通信の歩み-悠久の大逓信」展を 6 月 25 日（日）まで

開催します。 

 

郵政博物館の歴史は、明治 35（1902）年 6月 20日に、万国郵便連合加盟 25

周年の記念事業として、当時の京橋区木挽町の逓信省内に「郵便博物館」を

創設したことから始まります。今年で115年を迎えることを記念し、東大寺

文書、往来軸をはじめ、固関木契、飛脚印や飛脚状、江戸幕府の道中奉行所

が制作した分間延絵図など、通常、常設展示では展示をしていない、古代か

ら江戸時代にかけての通信に関する収蔵資料をご紹介します。（前期と後期で

一部資料を展示替えします） 

 

 また、ゴールデンウィークには、新潟に縁のある偉人の一人、日本に 

近代スキーをもたらしたテオドール・エードラー・フォン・レルヒをモチーフにしたご当地キャラをテーマに、

イベントを開催。楽しい企画も盛りだくさんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葛飾北斎《冨士百撰 暁の不二（模刻彩色）》 

/ 郵政博物館蔵 

《東大寺文書》（天永元（1110）年）と《往来軸》

/ 郵政博物館蔵 

平賀源内《エレキテル》（平賀家伝来） 

/ 郵政博物館蔵 

《固関木契（贈 美濃国 駅伝）》 

（寛文 3(1663)年）/ 郵政博物館蔵 



関連イベント                                                                

 

Ⅰ．「悠久の大逓信展」記念講演会  [協力：全国街道資料ネットワーク] 

【会 場】多目的スペース  【定 員】40名  ※15分前に会場にお集まりください 

①「悠久の大逓信展と重要文化財・エンボッシング・モールス電信機」 

   [日時]4月 16日（日）15:00～16:00終了予定  [講師]郵政博物館 館長 井上卓朗 

②「飛脚問屋・嶋屋佐右衛門日記について」 

  [日時]5月 20日（土）15:00～16:00終了予定  [講師]物流博物館 学芸員 玉井幹司 

③「五街道分間延絵図と宿村大概帳」 

  [日時]5月 28日（日）15:00～16:00終了予定  [講師]埼玉県立文書館 館長 杉山正司 

④「東大寺文書と固関木契」 

   [日時]6月 18日（日）15:00～16:00終了予定 

[講師]東京国立博物館 学芸企画部 博物館情報課長 田良島哲 

 

Ⅱ．本展オリジナル記念小型印（消印）の押印サービス（予定） 途中休憩時間あり 

 ①葛飾北斎「冨士百撰 暁の不二」の飛脚をモチーフとした本展の記念小型印 

【押印日】4月 15日（土）、4月 21日（金）、4月 22日（土）、4月 23日（日） 

 ②新潟のご当地キャラクター レルヒさんをモチーフとした記念小型印 

【押印日】4月 29日（祝土）、4月 30日（日） 

 

Ⅲ．占い無料鑑定コーナー 

  天文学、暦などに密接に関わりながら発展した占術。古くから伝わる東西の占いが無料で体験できるイベ

ントを開催。 

【日にち】4月 15日（土）、4月 29日（祝土）、5月 21日（日）、5月 27日（土）、6月 11日（日）、 

6月 17日（土）、6月 24日（土） 

【時 間】13:00～16:30分受付終了 

【定 員】50名予定 ※鑑定時間 1人 10分程度      

【協 力】一般社団法人日本占術協会 

 

その他期間中のイベント                                                    

Ⅰ．絵手紙教室 

【日 時】6月 10日（土） 14:00～15:30  【会 場】多目的スペース 

【講 師】日本絵手紙協会公認講師      

【定 員】10名  ※15分前に会場にお集まりください 

 

Ⅱ．特別切手コレクション展  【共催】ＮＰＯ郵趣振興協会 http://kitte.com 

   ①「郵便制度史展2017」 4月 21日（金）～23日（日） 

郵便のメイン・ストリームを織りなすコレクション（出展：郵便制度史展実行委員会） 

   ②「沖縄本土復帰45年記念展」5月 13日（土）～14日（日） 

 戦後 1972年まで沖縄で独自に発行された「沖縄切手」コレクション 

     （出展：琉球切手研究会） 

   ③「昭和切手発行80周年記念展」6月 3日（土）～6月 4日（日） 

「昭和」の最高峰コレクションがそろい踏み（出展：昭和切手発行80周年記念展実行委員会） 



 

Ⅲ．切手デザイナーズトーク 

    【日にち】  4月 28日（金） 出演：日本郵便 主任切手デザイナー 玉木明 

 【時 間】14:00～15:00 終了予定    【会 場】多目的スペース 

【定 員】40名   ※15分前に会場にお集まりください 

 

 

ゴールデンウィーク・ファミリーイベント                                                              

 

 

 

 

 

新潟に縁のある偉人の一人、日本に近代スキーをもたらしたテオドール・ 

エードラー・フォン・レルヒ氏をモチーフにしたご当地キャラ「レルヒさん」が 

やってきます。そのほかにも、楽しい企画が盛りだくさん！  

■レルヒさん登場    5月 7日（日） ①11:30～ ②15:00～ ③16:30～ 

  

■レルヒさんカレージャンケン大会  勝者プレゼント各回6名、残念賞もあります 

4月 30日（日）、5月 3日（祝水）①14:30～  ②16:00～ 

【定員】各回約80名 整理券発行  

■プチ上越物産コーナー   

5月 6日（土）・5月 7日（日） 11:00～17:30（ 休憩時間あり） 

■ワークショップ 

（１）塗り絵教室 4月 30日（日）～5月 7日（日） 10：00～17：00受付終了 

（２）折り紙教室 5月 2日（火）、5月 5日（祝金） 

①11:30～12:00 ②14:30～15:00 ③15:30～16:00  [定員]親子 6組 

   

 ■ねんドルひとみ先生の 親子ねんど教室 ≪予約制≫ 

      [日時]5月 4日（祝木）①11:00～ ②14:00～ （各回 75分） 

      [メニュー]ハンバーガーセット（中級）  [対象年齢]3歳以上 

      [参加費]親子ペア 3,000円（材料費、写真撮影込み） 

             ※お子様の追加参加は、お 1人につきプラス1,500円 

             ※別途、入館料がかかります。 

      [定員]各回 60名 

      [申込開始]4月 12日（水）9：30～ 

     【お申込み方法】 

       郵政博物館 HP（http://www.postalmuseum.jp/）トップページの 

左上、お問合せをクリック、お問い合わせフォームにてお申し込み 

ください。お問合せ内容に以下の内容を必ず入力してください。 

       ①教室名、希望日時 ②参加者の名前と年齢（全員分） 

       ※複数参加の場合は、全員の名前と年齢をお願いします。 

       ※付き添いの方にはお席がご準備できませんのでご了承ください。 

「レルヒさんと一緒!!」 
会期：4月 29 日（祝土）～5月 7日（日） 会場：多目的スペース 

【協力】新潟県上越市産業観光部観光振興課 

日本元祖スキー漢 

レルヒさん® 

※写真はイメージです 

 

写真：池田晶紀（ゆかい） 

/ⓒCHEESE 



       ※お申込みされた方のみの着席となりますので、ぜひ保護者の方もご一緒にご参加ください。 

       ※着信したメールアドレスに返信いたします。スマートフォン・携帯電話等からお申込みされ 

る方はドメイン指定受信で「tsushinbunka.org」からのメールを受信できるようにしてくだ 

さい。 

       ※お申込み内容に不備があった場合、受付いたしかねますので予めご了承ください。 

 

 

 

 

＜企画展＞ 郵政博物館誕生 115 年記念「－通信のあゆみ－悠久の大逓信展」 の概要 

【会期】  2017 年 4 月 15 日（土）～6 月 25 日（日）  10:00～17:30（入場は 17:00 まで） 
         [前期：4 月 15 日～5 月 16 日、後期：5 月 18 日～6 月 25 日] ※一部展示替え有り 
【休館日】   ５月 1７日（水）、6 月７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】   日本郵政株式会社 
【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】  
郵政博物館が今年で115年を迎えることを記念し、東大寺文書、往来軸をはじめ、固関木契、飛脚印や飛脚状、江

戸幕府の道中奉行所が制作した分間延絵図など、古代から江戸時代にかけての通信に関する収蔵資料を紹介。記念講
演会やファミリーで楽しめるゴールデンイベント「レルヒさんと一緒！」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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【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、菊池、冨永 

  ℡：03-6240-4377  Fax:03-3625-2521 

東京スカイツリータウン® 

 

http://www.postalmuseum.jp/

