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＊＊＊２０１３年１月 No.２７９＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12月は伝笑鳩の餌代の切手が沢山届きます。「来年も伝笑鳩を飛ばして下さい。よろしくお願い致します」

の添え書きは本当に有難く思います。嬉しい気持ちが湧いてきます。元気になります。 

 多数の方からお手紙を頂きまして、多数の笑品（川柳・都々逸・小噺等々）も届きます。 

 全てを笑介できません。ご容赦下さい。尚、ホームページでは読者の皆様のお便りや笑品を  ジョーク

サロンの笑ルーム１  読者からのお便り、メールと投稿作品のコーナー  で笑介しています。 

 

山下貞子＠河内長野市   今年も１２月号まで無事に伝笑鳩に笑いを誘われて、 

有難く感謝しております。春秋の好季節が短くなって、昔、若い頃は１２月にコートは着なかっ

た等と思い出しております。 

私は知らぬ間に年を重ねて八十九才を過ぎ、医療の進歩に感謝しております。高齢者の医療費が

増し若い人々に御迷惑をかけますが、後しばらく、よろしくお願い致します。切手、カンパにと

少々同封致しました。 

同巣会の皆様には、どうか良いお年をお迎え下さいませ。 

 

12月 もうクリスマス 大晦日 ジョークサロンで 大いに笑おう   【曽田英夫】 

   自己流アイマイ都々逸 

ほんに時代は 少子化なのね  

女性の名からも 「子」が消えた 

幸も不幸も サイ（妻）の目しだい  

ふってみたいが おそろしい～ 

       佐藤俊一＠川越 

２０１２年８月にホームページをリニュ

ーアルしました。毎日多数の方に訪問

して頂いています。閲覧して、例会に参

加する人も出てきました。今年も新し

い方との出会いを期待しています。 

２０１２年  例会参加ありがとうございました。伝笑鳩の餌カンパありがとうございました。 

２０１３年  ご支援・ご協賛のほど、よろしくお願い申し上げます。 

        どうぞ、皆さまよいお年をお迎え下さい。 祈「笑門来福」「健康長寿」「笑顔一生」 

２０１２年同巣会ジョークサロンは無事に２２周

年を迎えました。 

２０１３年も、笑いにあふれた例会を開催しま

す。伝笑鳩も飛ばしていきます。読者の皆様の

参加もよろしくお願いいたします。    

ＨＰの検索は「ジョークサロン」で検索をお願い

致します。すぐに「同巣会ジョークサロン」が出

て来ます。 

ＨＰ訪問者数： ６５４   閲覧数： ３６８８ 

  １２月１０日現在    

 

今月は、「２０１２年の一笑投票用紙」と「２

０１３年ジョークサロン新年会の案内」を同

封しております。 

＊新年会は関東地区の方を対象。 

投票並びに新年会申込み〆切が迫ってお

ります。郵送・申込をお願い致します。 
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曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

 ☆一芸に 秀でていれば よかったが 名誉もないし お金もないし 

笑いあり 楽しい日々で あればいい 名誉もないし お金もないし 

★突然に 解散をして どうなるの 答求める それなんでかと    

   イチローは ＷＢＣ 不参加に 答求める それなんでかと 

信金に たてこもっても もうけなし 答求める それなんでかと 

   ☆ジョーク道 笑の世界に 突き進む 一直線に わき目もふらず     

趣味世界 あと何年と 不安あり 一直線に わき目もふらず   

    

 

居候の三杯目              品川区  安藤 晴康 

ニセ医者の診断             京都市  牟禮 丈夫 

居座る貧乏神              横浜市  阿部 浩 

酒飲みのワリカン            所沢市  北沢 正嗣 

オバタリアン軍団            鎌倉市   志賀 明 

荷物で席取りをする人          荒川区  藤野 哲康 

二股男                 町田市  浅沼 マサ子 

「禁煙中」と言ってタバコを一本もらう人  港区  柏谷 達雄 

俳優気取りの安倍さん          市川市  神代 京子 

まだ年が明けないのにのさばる巳     高石市   大森 史郎 

バーゲンの割りこみ           高知市  高橋 満子 

ロシア・中国・韓国の為政者       鎌倉市  浜田 頓坊 

政党を転々とする議員          文京区  稲葉 浅治 

都合の悪いことには友人の名を使う    福島市  松山 カオリ 

年寄りに席をゆずらない若者      伊勢原市  武井 美雄 

良いところがひとつもない絵       横浜市  鈴木 びん子 

暗くなっても帰らない女房の友ダチ    千葉市  斉藤 義徳 

男子トイレに入ってくる女性       船橋市  川田 又一 

バイキングの料理をタッパーに詰める人  稲城市  藤井 敬三 

 
次回（第１４４回）の題           「幸せを感じるものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2013年1月10日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

  

秀逸 

 

カッコウの産卵      川越市  石原 義三 

【評】恰好な巣を見付けて産卵する。ホトトギスも同じ仲間。 

入選 

 

おんぶにだっこ              千葉市  岡部 千代松 

割り込んでからの尻振り          板橋区  植竹 団扇 

部下のタメ口 （グチ）          大田区  高 栄子 

後だしのジャンケン          さいたま市  高木 正明 

実行できないマニフェスト         渋谷区  樋口 七郎 

 

佳作 
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読者からのお便り、例会参加者の感想、例会欠席者の方からのメール等 アットランダム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志賀明＠鎌倉  伝笑鳩々舎御中 

毎月、楽しみをいただき、多謝！ 切手、同封

します。７０の手習いで、パソコンを始め、ジ

ョークサロン参加を目指したいと思います。 

 

 青木孝＠町田市  『伝笑鳩』ありがとうございます。 

ＨＰ訪問者５６１、閲覧数３１９１と又又更新。すごいこ

とです。注目されるのは 

すばらしいことです。ますますの発展になるのでしょう。 

 

石原正雄  欠席連絡メール 

街ではジングルベルの大合唱です。今

日から師走ですね。 

１１／２８は、参加予定だったのです

が、急用で欠席いたしました。会報い

ただきました。マスターズのことを記

載していただきうれしいです。ありが

とうございました。 

それでは、今後ともよろしくお願いし

ます。                       

 

 香川信子＠広島市 

伝笑鳩いつもありがとうございます。頭の体操を

しているようです、感謝！楽しみながら来年も読

ませていただきます。よろしくお願いします。 

 

前田誠＠神奈川県二宮町 

切手２０枚を同封しました。仲々笑え亭

に富んだ内容。編集者各位に敬意を表し

ます。益々のご隆盛を祈ります。 

 

佐藤俊一＠川越   初参加の感想メール 

 初参加でしたが、楽しく過ごせました。お気づか

いに感謝申し上げます。 

極力、会に出席して、みなさまのお仲間になれれ

ばと思います。 

鎌倉精一＠文京区    初参加の感想メール 

 楽しい夜を有難うございました。これからもよろしく

お願いいたします。サロンへはこれからも時々のぞかせ

て戴きたいと考えております。 

志賀康一＠新宿区 

だんだん鳩の群がふえて慶賀の至りで

す。餌をお届けいたします。 

 

柏谷達雄＠港区 

毎月 頭の体操に「伝笑鳩」

を活用しボケ防止に努めて

おります。 

心より感謝申し上げます。 

 

香野好勇   ハ～イ、変集鳥～っ! コウノ鳥で～す。  

メールありがとうございます。いつも大変お世話になります。 

１１月例会盛大だったようで、何よりです。 

毎々不参加が続き恐縮至極で、申し訳ありません。 

１２月は万難を排して参加予定にしております。 

 

平田レイ子＠横浜市 
先日は 久々に参加致しまして とても楽しく過ごさせていただきました。 

ありがとうございました。バス、横須賀線、東海道線・地下鉄を乗りついで神

田駅から会場まで・・・田舎から神田迄は遠いなあと感じました。 

絵は最近は全く描いてないので、手許にもなく、昔はそれ丈のパワーがあった

のですね。思い返せば一番描いていたのは学生時代でした。 

クラス会などで、あなたに描いてもらった絵をまだ持ってる、などと何人かに

言われびっくりする事もあります。 

又、しばらくは一読者として楽しませていただこうと思っております。 

 



 - 4 - 

伊藤良雄＠横浜市       本当の洒落、シャレ、駄洒落 

 

☆「胃がんの為、会社を辞めました。これが本当の『胃がん』退職ですね」 

☆「胃がんとソ径ヘルニアの為腹を二回切りました。医療保険の手術給付金が入りましたので、テレビ・

エアコン・炊飯器を買いました。これが本当の「自腹を切って買う」ということですね」 

                              

山崎正剛＠福井市       閻魔大王か、乙姫か 

   

 2011 年 12 月車に撥ねられてしまいました。頭を打って救急車で病院に連れていかれましたが、私

は意識不明で２時間後に気が付いたら病院のベッドの上でした。つまり私の人生の中の貴重な時間を２

時間もロスしたのですが、この間に三途の川を渡る夢を見ていました。 

 向こう岸から閻魔大王が「早く来い」と呼んでいるので恐くなって逃げてきましたが、もし綺麗な乙

姫様が「早くいらっしゃい」と手招きしていたら渡っていたと思います。そうなったらこの文章も切手

も送れなかったことでしょう。私は閻魔大王に感謝すべきでしょうか？ 

 （私はともかく、ジョークサロンの面々は感謝していますよ。良かった良かった。） 

 

樋口七郎＠渋谷区        温かくてＨＯＴする 

   

 ６才と３才の孫の一家が泊りに来た夜、いざ寝ようという時に、３才の孫はババチャンと一緒に寝

るといってババチャンは大感激でした。 私もそのあと一緒に寝て、孫をはさんで川の字で寝ましたが、

孫は温かくてまるで湯タンポをだいているようで、この冬一番の寒い夜も、とてもとても温かい夜でし

た。 多くのジジチャン、ババチャンが孫と一緒に寝たがる気持がよくわかりました。 

 

稲葉浅治＠文京区     川柳「掃除」   へそくりがハラハラしてる大掃除 

 

ルンバ君ロボは掃除し妻ダンス    喧嘩してピカピカ光る台所 

政治家の耳掃除して民意聞け     大掃除したい乱立政党を 

 

若狭芳生    2012年新語流行語川柳 

先生が キラキラネームに いじめられ    ＊超：ウルトラ 末来来ミラクル  

iPS 再生不能か 民主党            ＊細胞分裂で解体 

沖縄は 引くが国押す オスプレイ       ＊押して駄目なら引いてみな 

竜巻で 手巻き春巻き 食べ損ね       ＊食い物の恨み・・・ 

イクジイは イクメンパパより 孫にもて     ＊亀の甲より歳の功 

近いうち 泥鰌解散 流行語          ＊題して集団自殺解散 

佐川男子 飛脚健脚 手に荷物        ＊腹にイチモツ・・・ 

カロリー減 タニタ食堂 売上げ増       ＊財布の減量要注意 

香野好勇（好太）   好太川柳    赤い糸あると思うないつまでも 

 
締切が迫って野田はオダあげる        慎太郎大説書いて国維新 
嵐呼び国を救うか太陽が           ＮＨＫ値下げ攻勢質も下げ 
節電に合わせ値上げをする東電        国民を悩ます政党指の数 
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都々逸スペシャル  高木・佐藤と 浜田に加え もひとり佐藤 盛り上がる  

高木正明     コミック都々逸かわら版  

遂に解散 バンザイしたが 戻ってくる人 消える人 
党を替えたり 宗旨も替えて 選挙狙いの 無節操  
自民こりごり がっかり民主 ドングリごろごろ  乱立選  
金子みすずが 今もし居たら みんな同じで みんなダメ  
賄賂・収賄 隣の国も 世襲のさばる 太子党  

    雪の万里の長城ツアー 無理が祟った 凍死行  
    エレベーター事故 死亡の悲劇 またも起こした 死ンドラー  
    ヘリで飛んだり 通常飛行 騒音ばら撒く オスプレイ  
    秋の実りが セシウム被害 廃棄作業という無念  
 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  世相都々逸no.12 

 

拗ねる我が子の わがまま聞いて 育てた挙句 泣かされる 

 拗ねるあの娘（こ）の わがまま聞いて 通った挙句 泣かされる 

 重ねた衣に 痩せた身が 安いはずだな このカツドン   

 忘れないでと あの娘（こ）が泣いた 昨日の百円 返してと 

 溜まったものを 一度に出せば 気持良くなる 大掃除 

 赤字国債 与野党合意 四年先まで 垂れ流し 

 近いうちにの 解釈だけで 三月（みつき）も揉めた 与野党が 

 解散決まれど 乱立政党 本音見えない 総選挙 

 

浜田頓坊＠鎌倉      ―甘辛都々逸ほのぼのランド―（笑い転げて年越ししよう） 

 

生き生き 粋・意気 元気に生きて 笑い納める 年の暮れ 

七七七五の リズムに乗ると 人生楽しく ワツハツハ 

お歳の棟梁 手のひら上下 学生絶たせて 「ありがとよ」 

お茶しません？ 若い娘（こ）からの 呼び掛けだったと 傘寿翁 

括弧で囲んだ 名言・発句 表現ずうっと 真実味 

ペギー葉山の 南国土佐は 年をとるほど 身に沁みる 

 

佐藤俊一＠川越      自己流アイマイ都々逸     

 

【きょうからは 時代おくれの アナクロ返上 改心します ユニクロに】 

【人の情けに 泣かないネコは 未来から来た ドライもん】 

【北風一号 吹きすさぶ夜に わが家にもきた 風邪一号】 

【永田町 ネマガリダケやモウソウダケに いマダケばかりが やたら生え】 

【国会の 赤いじゅうたん 誰がふもうが みのり少ない ふもうの地】 

【選挙戦 じばんかんばん かばんが大事 とどのつまりは 大ちゃばん】 

【政治家も 二世はニセで 三世はミセかけ 四世となれば もはやヨセ】 

【昔から 出ては消えする 道州制を どうしゅうせいする ハシモトさん】 

【母の背を 追ってすがった 歳月いとし いまはわが背に「老い」すがる】 

【時間（とき）を超え 道にたたずむ お地蔵さんに 祈りの旅の 三度笠】 
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平田レイ子＠横浜市     替え歌 “エーデルワイス” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日常の私の姿です。寒さも益々厳しくなって参ります。お体にお気を付けてお過ごし下さいませ。 

 

神代京子    おりこみ『写真はめ字』  ２０１２年 師走  

 

ん 夜 は 笑 ふ 

熱 も だ 顔 ゆ 

い む さ だ は 

冗 ん む 皆 お 

句 む い で 酒 

                              

這 そ に る 何 

入 の ほ の 処 

る ま ん ほ に 

魔 ん ま ほ 舵 

海 ま る ん と 

 

 

松山カオリ  カオリエッセイ    紅葉が過ぎて     

 

穏やかな秋の気候は束の間、すっかり寒くなってきましたが、少し前までは紅葉が、秋の風情

を感じさせてくれました。 

私の住むマンションの近くには、広いスーパーの駐車場がありますが、その周りは大きな樹木

で囲まれていて、秋には紅葉が見事な彩りを見せます。 

毎朝、新聞を取るため一階に降りるたびに、日ごと移り変わる葉の色合いを、まるで定点観測

のように楽しみました。もみじ色とひと口に言っても、どの色も少しずつ違い、パレットの絵具

を総動員して色づけしたかのようです。 

 冬に向かうと共に、その鮮やかな色彩のパレードも終了。今は路面一杯に、枯葉が舞い落ちて

います。まだ樹にしがみついている葉や裸木も、ちょっとさびしげで寒そうです。 

私の住む福島県でも、あまり暖かいニュースは聞きません。復興の掛け声もむなしく、原発の

後始末や除染のこと、仮設住宅に入っている方のことなど、解決にはほど遠い状態です。ついに

国会もバンザイ解散。出たり入ったり、また出たりと、移ろう季節のように賑やかな人間模様が、

再び国会でも繰り広げられるのでしょうね。 

に ひ い 中 あ 

踊 と ぶ ら お 

る よ の ぶ い 

二 の よ ら 光 

人 夢 る ぶ の 

け 光 ふ 美 人 

き も く し 情 

よ ま し く ふ 

ら た ま に か 

に た よ は い 

１． ♪ある日 わたしは 車で出かけた 

けれど どこへ 行くのか忘れた 

いくら 考えても 思い出せない 

そこで 車を とめて 考えた♪ 

 

２．♪ バックミラーを ふと 眺めると 

必死に 走ってくる人が 見える 

    近づいて来たのは 家族の姿♪ 

 

 セリフ「そうだ！ 駅まで送ってっ

て言われたんだっけ」 
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高畑傳         「どうしようもないもの」 

 

・銅賞もない者（浜口父・娘）ロンドンオリンピック、お気の毒でした。 

・底が無いエレベーター（底なしの事故を繰り返す「どうしようもない」シンドラー社製？！） 

・大食い競争のテレビ放送 

・現在の国会。法律作らず政権倒しごっこ。それらの議員に投票した私！？ 

・相変わらず４０㎞の丸で危険地を表示して、「このデータは地形などを考慮してないので参

考までです」と言う担当者（柏崎原発） 

・後期高齢者のうすらボケ（わたし） 

    

一ノ瀬善秋 （シャレクスピア・洒落久寿飛夜）  抱きつく人たち 

 

 目黒区にある古刹「円融寺」に大銀杏がある。毎朝、３・５メートルの太い幹 

に抱きつく人が５～６人いる。境内でラジオ体操を終えたあと、急いで抱きつき 

にいく。この木には「垂乳根」が３本垂れ下がっている。背伸びして手のとどく 

所にある。「たらちね」は和歌のまくら言葉、落語の演目の一つでもある。 

＊女性「毎朝これにさわって、朝ごはんよ、一日良いことがあり元気になるのよ」 

＊男性「家で旦那に抱きつけば良いのに」女性「旦那はやせていて駄目よ」 

＊男性「あなたは・・」女性「私のところ、夫は遠いところへ行っちゃったのよ」 

＊女性「これに（たらちね）さわると元気になるのよ」ニッコリ 

＊女性「この木にさわると温かいのよ、木の精があるのよ」「見ていないで抱きつきなさいよ」 

 

上の空組 印南博之   大 娯 解  「ことわざ諧釈」 

  

① 頼りねえなあ血が通っていなくて         （木仏、金仏、石仏） 

② 数え切れないほど在りそうね？？？           （九牛の一毛） 

③ そのネズミ「ジェリー」って名でしょう        （窮鼠猫を咬む） 

④ 大は小を兼ねるんじゃないの       （鶏を割くに牛刀をもってす） 

⑤ 錆びてたって痛いんだぜえ                （囊中の錐） 

⑥ ピアノとヴァイオリンだな               （琴瑟相和す） 

⑦ 土建屋を入札で決めたらいいのに           （愚公山を移す） 

⑧ 発酵させたらめっちゃ旨いすよ             （腐っても鯛） 

 

海郷達人  替え歌      デカンショ節 

 

１． 不眠症  （実は、不眠症は通年のもの。半年ですめばありがたい。） 

不眠症、不眠症で半年ゃ暮らす、ヨイヨイ。 

  後の半年ゃー、寝てー暮らす。ヨーイ、ヨーイ、フーミンショー。 

２． 菊花賞  （菊花賞で当てたら、桜花賞まで寝ていられそう。） 

菊花賞、菊花賞で半年ゃ暮らす、ヨイヨイ。 

  後の半年ゃー、寝てー暮らす。ヨーイ、ヨーイ、キクカーショー。 

３． 防衛相  （旧聞に属するが、防衛相を半年余で首になった人がいる。） 

防衛相、防衛相で半年ゃ暮らす、ヨイヨイ。 

  後の半年ゃー、寝てー暮らす。ヨーイ、ヨーイ、ボーエイショー。 
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門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

１）シュウカツの色  々

蹴活 三浦知良（１１月１日「かたえくぼ」） 

宗活 不況の時こそ布教のチャンス？  

蒐活 ガラクタを蒐集して収拾がつかない 

習活 習い事は倣い事から始まる 

終活 天国へエンドはるばるお疲れさん 

衆活 日比谷公園を脱原発大衆行動（公道）に使わせろ 

拾活 自動販売機の底をさらう三遊亭小遊三 

２）明るいナショナルの灯が消えた 

３）北風から太陽へ  アベこべの自民党 

４）マラソン参加に領土をからめるより度量を示せ 

５）減勢日本はお払い箱   日本維新の会 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し５６ 

「時事川柳」   維新の会慎太郎入れて老人会   中傷の上手い方が大統領 

冬だから万里の城もソウナンです  昼下がり 昨日の刑事 今日犯人 

◎ 「駅前中華店」…学生時代の思い出 

 地の利が良いし、味も悪くないので、そこそこ流行っていた。メニューの看板を見ると、金釘流

の下手な字で「ラメーン480」「タンメーン500」「チャハーン520」と書いてある。 

それと並べて「ガクーセ400」もメニュー？らしい。店の主人は極めて無愛想な人で、それこそニ

コーリともしない。店外の立て看板には「意外と美味しいラメーン。年中無休」と書いてあったが、

誰かにマジックで「年中無言」と書き直されていた。 

 でも、書き直したのは、当時の南亭琴内氏ではアリマセーン。 

平井幸雄            ブスの２５箇条  

 “清く、正しく、美しく”を忠実に守り続ける宝塚。その舞台裏に貼られた「ブスの25箇条」 
が、注目
を集めて
います。
タカラジ
ェンヌた
ちが美し
く輝いて
いるのは、
顔じゃな
い。日ご
ろ か ら
「ブス」
にならな
いよう心
の問題を
意識して
いるから
なのです。 
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奥村篤史      是非私の会でもお願いします！ 私の会でも是非！ 

アッシー君の大人気？「大道芸と笑い」講座・・洒落日記 

アッシー君の「大道芸と笑い」講座が三度も続いけて依頼され、１１月７日市川市雑学大学燦々会で三

度目の講座を行ってきました。嬉しい限りですが、なんせ２時間喋り続け、私にとっては限度ぎりぎり

の過酷のもの。「☆２時間かけての笑いの講座 芸を次々本人へとへと」「☆練習はすれども身が入らな

い、覚えられない、とちる連続」練習止めちゃうの連続で当日を迎えました。 

会場の市川公民館に着くと奥村先生こちらへ、先生先生と大変。「☆先生先生奥村先生 せんせい攻

撃にアッシーたじたじ」。「☆たった一人の中小企業なので大変 衣装・小道具・看板並べ」「☆お客さ

んにも手伝い頼みこき使います中小企業」 

南京玉すだれで開始。間違えると大喜び、変わったことをすると拍手、本邦初演ですがと苦労して考

えたスカイツリーをお見せしたら大拍手！でした。 

「☆覚えられないセリフセリフセリフ 覚えたセリフは出てこない」 

「☆フト出ぬセリフに汗汗あせる 今じゃごまかし笑いに変える！」 

 

片岡 隆   嗤いものですが、何か？  実益を兼ねた趣味（老後の生きがい） 

・ ツバメの飼育（室内にツバメの巣を作らせる。ワカメを餌にする。中国料理店に高く売る。） 

・ カキの養殖（金魚鉢に海水と岩を入れ、岩ガキを育てる。アワビもいいね。） 

・ イセエビの養殖（金魚鉢に・・・。）しつこい！ 

・ タコの養殖（金魚鉢に蛸壺を入れ・・・。）いい加減にしろ！ 

・ ビールの醸造（ノンアルコールビールに麹と焼酎を加え、しばらく寝かせておく。） 

・ 新作糠漬けの開発（バナナ、トマト、マツタケ、干物、ソーセージ、卵など） 

 

柴本和夫     言 葉 の 研 究  トルコに行ってきました（10月30日～11月6日） 

イスタンブール （現地ではイスタンブルと発音） 

  イスタンブールにあるボスボラス海峡は、30ｋｍ、一番狭いところで600メートル。 

   1：背伸びしてみる海峡の♪♪・・・背伸びすると≪国会≫は見えないけど、≪黒海≫が見える 

2：街の名は、≪新市街≫と≪旧市街≫です。≪紳士街≫と≪淑女街≫ではないので念のため 

3：イスタンブールはしぶとく生きる街・・・3回改名して3つの帝都で1600年間生き延びた 

   4：「飛んでイスタンブール」の歌詞はイルージョンの世界：地理的に砂漠と蜃気楼は存在しない 

・おいでイスタンブール 人の気持ちはシュール だからあったことも≪蜃気楼≫ 真夏の夢 

 ・飛んでイスタンブール ≪光る砂漠≫でロール 夜だけのパラダイス 

       おいでジョークサロン、飛んでジョークサロン 、夜だけのパラダイス 

 

野本浩一  お洒落日記  【エアロビインストラクター試験に合格しました】 

 練習の折に使っていた古い靴は、底が擦り切れて滑り易いので、試験４日前に奮発して新し

い靴・滑らない靴を買求めた効果がありました。という次第でほっとしている。 

還暦マドンナ・ガールフレンドに教えた所、早速返事が来ました。 

＊うーん、野本さんに習うエアロビなんぞ私には想像できません。 

【シニアエアロビインストラクター認定試験合格を詠む】 

人が皆我よりうまく見ゆる日よ  靴を買い来て妻と練習 

エアロビの試験の前に買ったのは 粋なナイキのすべらない靴  

満点を取った女性が驚いた  「短足なれど進歩長足」 

エアロビの講師試験の合格を 友に語れば皆笑いだす 
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★11月例会：11月28日＠神田公園区民館・内神田集会室洋室 20名参加 太字は初参加 

平井幸雄・奥村篤史・一ノ瀬善秋・曽田英夫・野本浩一・高木正明・片岡隆・阿部浩・鎌倉精一・ 

高畑傳・佐藤俊一・柴本和夫・海郷達人・佐藤忠恕・松山カオリ・印南博之・平田レイ子・門口泰宣・ 

神代京子・米岡泰 

 ＊鎌倉精一さんは変集鳥のエアロビ仲間です。シニア向エアロビのインストラクター認定試験の講習 

  を一緒に受けまして、二人とも無事に合格しました。 

 ＊佐藤俊一さんはジョークサロンのHPを閲覧し、サロンに興味を持っての参加です。「ジョークの 

  宝箱」をお買い上げ頂きました。本当にありがとうございます。 

 ＊平田レイ子さんの例会参加は十数年ぶりではないでしょうか。古参会員の方々と旧交を温めまし 

  た。「エーデルワイス」の替え歌を披露して頂きました。また、「ジョークの宝箱」もお買い上げ 

  頂きました。懐かしさが溢れて、本当に嬉しくなってしまいました。 

   

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

2013年1月12日（土）11：00から新年会＠「ラ・リヴィエール」 

2013年1月23日（水）内神田集会室 B１F洋室です。 

2013年2月27日（水）内神田集会室 B１F洋室を予定 

2013年3月27日（水）内神田集会室 B１F洋室を予定 

内神田集会室の問い合わせは℡ 03-3252-7691（神田公園出張所） 

神田公園区民館・内神田集会室は、千代田スポ

ーツセンターから神田橋方面に向かい、運転免

許センター隣の建物地下１階です。ドアが二つ

あります。右のドアから、地下へ下りて下さい。 
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