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＊＊＊＊＊＊２０１３年２月 No.２８０＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 ２０１３年おめでとうございます。 

 昨年より少しでも笑顔の多い年にしましょう。 

 年末年始に寒波が押し寄せて来ましたが、ジョーク 

サロンへも沢山のカンパが送られて来ました。       

ありがとうございます。サロン一同感謝致しております。今年のサロン運営に活用させて頂きます。 

 ジョークサロン新年会を１月１２日（土）神田多町レストラン「ラ・リヴィエール」で開催しました。ホ

ームページを見てジョークサロンに顔出しを始めた佐藤俊一さん、長年の読者の青木孝さん・藤野有樹さん・

小柴常雄さんが参加してくれました。小柴さんは同人奥村篤史さんの水泳仲間です。新年会・例会を通じて

の初参加でした。ありがとうございます。初参加がもう一人。山中静江さんは変集鳥と一緒にシニアエアロ

ビインストラクターの試験を受け合格した方です。皆さんの演芸を堪能して頂きました。 

  

 ２０１２年の一笑 開票結果は下記の通りです。佐藤忠恕

さんの作品が栄冠を獲得しました。 

  

                             

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年を 迎えてこころ 新しく 大いに笑おう ジョークサロンで  【快鳥・曽田英夫】 

      お蔵（入り）百人一首 

百人一首もじりで 2012年の重大ニュースを詠う 

田舎から上京した見物人が東京新名物完成を見て詠める 

見物の 皆より見える スカイツリー  

高さつもりて 634（むさし）となりぬ 

（本歌 つくばねの 峰よりおつる みなの川  

こひぞつもりて 淵となりぬる 陽成院） 

   東京都／信用亭 駒公（佐藤忠恕） 

 

２０１２年の一笑 開票結果：有効総数61 

１月 松野信夫  20  ７月 神山徹       14 

２月 浜田頓坊   8  ８月 藤井敬三    13 

３月 海郷達人   5  ９月 高木正明   11 

４月 佐藤忠恕  35  10月 香野好勇     13 

５月 米岡泰     8  11月 曽田英夫    17 

６月 西川信治    8  12月 野本浩一    25  

＊１位 佐藤忠恕（右写真＆作品） 

２位 野本浩一 ３位  松野信夫 

 

新年会は２５名の参加がありました。 

新年の快鳥挨拶・長老の乾杯後、会食。 

恒例の新年祝賀都々逸・マジック・音楽クイ

ズ・漫談の後、「２０１2年の一笑」開票。 

最後はチャリティーオークションでサロン

へのカンパを募り、ゲームや集合写真へと突

入でした。天気・食事・懇談堪能しました。 

和やかな全員の笑顔をご披露します。 

２０１２年の一笑！ 

 ４月  ☆世相都々逸 

◇わたしゃあの時 口説きに負けた 

   還暦すぎても 妻ぼやく 

◆俺はあの時 ちょいと魔がさした 

   夫になっての 長苦労 

 

HP訪問者が８００名を超えました！ 感謝 
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野本浩一  お洒落日記        ＜魔法の言葉！「さ・し・す・せ・そ」＞ 

 

嫁・姑・兄弟・夫婦・・・全ての親戚トラブルを解決する究極の方法が「さしすせその法則」。 

  【 さ 】すがですね～！   【 し 】らなかった～！   【 す 】ごいですね～！ 

【 せ 】っかくですから！  【 そ 】うなんですか～！ 

 

       料理にもお付き合いにもさしすせそ 程よく使い長生きをする 

       さしすせそ上手く使えば人生は 味も笑いも溢れて楽し 

    

 

四季の移り変り             川越市  石原 義三  

山頂で食べるお結び           横浜市  織田 元康 

銭湯の一番風呂           東久留米市  柴本 和夫 

快眠・快食・快便の日  々         京都市  牟禮 丈夫 

千円で見られる映画            世田谷区   三浦 邦夫 

妻の機嫌がいいから家内安全       所沢市  北沢 正嗣 

政治家が私に頭を下げている期間     横浜市  阿部 浩 

懸賞に当選               大田区  高 栄子 

孫と遊ぶ                船橋市  川田 又一 

家族団らんの食事            荒川区  藤野 哲康 

夢でサンタに会う           伊勢原市  武井 美雄 

露天風呂につかりながらの一杯      鎌倉市   志賀 明 

分厚い年賀状の束            鎌倉市  浜田 頓坊 

「ボカア幸せだなあ」の鼻唄がでる  さいたま市  高木 正明 

発表会でもらう花束           横浜市  山口 栄子 

元気で迎えた元旦            文京区  稲葉 浅治 

勝負事で孫に負けた時          渋谷区  樋口 七郎 

自販機の下から出て来た500円      品川区  安藤 晴康 

 
次回（第１４５回）の題           「元気が出るものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2013年2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 

 

知らない町を歩く      横浜市  鈴木 びん子 

【評】「ここは何処？」って、びん子さんの御町内でしょ!! 

入選 

 

平和な国に住んでいる           千葉市  岡部 千代松 

片付いた家の中              福島市  松山 カオリ 

連休初日の朝               稲城市  藤井 敬三 

朝まだ温かい油タンポ           板橋区  植竹 団扇 

昨日までの痛みが消えた         横須賀市  山中 静代 

佳作 
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ジョークサロン 2013年 巳年新年都々逸  高木正明    
 
巳年迎えて 巳のある歳に 巳元しっかり 立てる巳～  

      去った龍年 立たずに過ごし 明けた巳の身に 足が無い  
 願い叶えと 絵馬にも巳の絵 絡み合ってる 願い事 

福を買う気で 並んでみたが 物は成るほど 服袋  

２０１３ 年賀ジョーク  謹賀新年  本年もジョークよろしくお願い致します 

今年も変集鳥あてに沢山の年賀ジョークが届きました。その中から披露させて頂きます。 

 

高木正明   年の計画 脱皮の決意 トグロ巻いては 寝正月 

 

神代京子  楽しくて 笑いに満ちた サロンあり 謹賀新年 新たな誓い 

 

海郷達人  新年会よ、がっぷ飲み。残る酔い。毎夜、この身の二日酔い、観念し。（新作回文） 

                        

門口泰宣            新春回想―抄― 

      干支のバトンタッチは「竜頭蛇尾」となった。有権者はオセロのコマを裏返し、野田オロ 

セの大合唱。日銀には「白川夜船」では逃げ切れないと。不況よりも富強を望みたい。 

公共事業にヘビー級予算つぎ込まないようチェックが欠かせない。 

      日本の巳来はどうなるの・・・・・か。 

 

印南博之  新春に 祝い酒無し 下戸の家 

       

平井幸雄   みがきかけ 

       みらいをみすえ 

       みのりある 

       みりょくあふれる 

       み年にしよう 

 

いろは４８文字全てを使って巳年をことほぐ蛇分を作ってみました。 

   これを蛇の長い体に並べてみました。（右上の作品です。大蛇が少しスリムになりました） 

みはながく じゃのめもようにほれたへび  あえぬふゆこそつらいむねさわぎ 

せまるおろちと  ゐゑんをけりすて 

（身は長く 蛇目模様に惚れた蛇 逢えぬ冬こそ辛い胸騒ぎ 迫る大蛇と縁を切り捨て） 

 

若狭芳生   巳歳のデフレ金運ベスト３ 

① 蛇口 じゃぐちはぐちじゃ 愚痴は貯めるな金貯めろ￥500玉貯金 

② 蛇腹 じゃばらははらじゃ 早朝歩きでスリムなお腹 早割り￥0 

③ 蛇走 じゃらん 今が青春18切符 １日中￥2300 

       巳歳の教訓 

       ●蛇足 お節介もほどほどに   ●藪蛇 下手なツッコミは･･･ 

       ●蛇に蛙 逃げるが勝ち     ●竜頭蛇尾 民主党政権 

       ●蛇の道 懲りない奴ら     ●盲蛇に怖じず 白杖で危険回避 



 - 4 - 

山崎正剛        ばらまきの こうやく信じて 春迎え 

       但し書きに、一年後でないと効き目が表れない特殊な膏薬（？）ですって･･･ 

       国民はまた騙されるのかなぁー 

 

浜田親一           迎春  祝い都々逸 

       生き生き粋・意気 元気に生きて 巳年新春 初笑い 

              今年も新年 稲村ケ崎 ここから富士見て 年の計 

 

むれ・たけお   ＊野菜・果物名織り込み—   新春洒落都々逸 

 

    ◆大根足だが お目目栗（クリ）クリ ビワ（琵琶）もつま弾く 芋うと（妹）で 

    ◆ビーナスビ（美）人に ほレモンモン（惚れ、悶悶） 結局松茸（待つだけ）恥を柿（かき） 

    ◆オレンジ（俺んチ）子 ヒッピーマンで しょうがない奴よ しめじ（示し）のために 

      おキュウ（灸）リする  

    ◆葡萄（武道）一筋 ミカン（未完）の大器 闘志をモヤシ（燃やし） 梨（成し）遂げる 

 

岩間 清      Hot Mottoホットモットー  お楽しみはこれから    

還暦定年 趣味三昧 

大石 脩    桜芽出桃！  新年オンメンde 10  Meは年男 透視OTO恋う  

 

       「オゥ！ めっちゃ接着剤あるう！ どうしてなの？！」 

       「君とひっつきたいから！」「うふん！瞬間接着剤？！」 

       「永遠接着剤だよ～～～ん！」 

 

       「貴女と愛の全世界を冒険したい」 

       「よしっ！愛の大海原で難破船にならぬようにねっ」 

       「ハイ、絶対に軟派せん！」 

         

片山敦夫        謹賀新年 巳年信念 

昨年は ニヤリと少し 笑ったが 今年は長編 挑戦します 

 

亀山光昭    コーラスで 多忙を極め 伺えず 今年も盛会 祈って歌う 

 

佐藤憲雄    天女の雲蝶 ニコニコ宗に  

碑と人 笑顔の永林寺 

 

渡辺達雄   あけましておめでとうございます 

 

いつまでも素敵な歌手 伊東ゆかりさんです 

カンツォーネの大先輩でもあります 

あ、小指は噛んでませんから. . . .ご心配なく 
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読者からの笑撃作品  ア・ラ・カルト   今年も沢山飛んでくるでしょう 

目黒の亀サンマ（亀マロ、小政）こと亀山光昭＠目黒区   川柳 「ああ、高齢者」 

ついにようやく「初期高齢者」となった私、３年ぶりの投降？いや「投稿」です。 

「生きている証」として『鳩』の初期メンバーとして、久々投稿せねば・・・と意気込んだ次第です。 

 

① LED 取り替える頃には あの世逝き （類句多数あるも LED句は 私が元祖よ！） 

② 所見欄 すべて「病因 歳のせい」 （おじいちゃん、歳考えて遊んでね） 

③ デザートは 降圧剤に 便秘薬 （だーれ？点滴に焼酎入れたのは？） 

④ 家建てた、手柄も立てたが 歯が立たぬ （立たないとこだられけよ） 

⑤ 年金も 老後もだんだん 遠くなり （いずれ 70歳支給 で～す） 

⑥ クラス会 ハゲてる順が 歳の順？ （みんな 同じよお～） 

               詠み人 「高貴」高齢者    好奇の目で詠めり 

 

箱田忠昭＠港区       友達・・・かもね 

  

先日 小学校４年の孫が実家にやってきました。そこで 新潟の魚沼産のコシヒカリでご飯をたいて

食べさせました。孫に「このご飯は魚沼産のコシヒカリだ。高級品だよ。よく味わって食べなさい」と

いうと 孫が「おじいちゃん、魚沼さんって、おじいちゃんのお友達？」 

 

大石脩        ダジャ連発 今年もシャレますよ～～～！ 

 

「想いっ切り笑うにはどうしたらいいの？」 

「うーーーん、バックしたらいいやん」 

「うんーーーと、バックしょう･･････あぁ、爆笑！」 

 

「君の奥さんの茶目っ気の扉は開かないかい、まだ？」 

「うん、そのキー（気）はあるよ」 

 

「今朝は冷えましたねー」 

「ホント、比叡（山）真下あたりも、さぞやきびしかったでしょうねぇ」 

 

佐藤俊一         アイ・マイ都々逸 川越風味 

 

【冬至過ぎたが ゆうずうきかせ 柚子を浮かべて 香り風呂】 

【銀座ゆくなら アクセサリーは 蝶が寄り添う 銀細工】 

【教会の鐘は カムカムカム（come）と 神の国へと 呼び招く】 

【お寺の鐘は ゴーンゴーン（gone）と 浄土に行こうと 背中押す】 

 

【銀行マンが 相撲をとれば 決まり手やっぱり 引き落とし】 

【「うっちゃりしてた」は いつものことよ そんな大臣 要りません】 

【あどけないのは 心がなごむ しどけないのは 胸さわぐ】 

【ほどけないのは 妻とのえにし くどけないのは 人の妻】 

【思いをかけた ふたりの仲も 思いがけない こと多し】 
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今年もサロン同人は皆さんに笑って貰おうと燃えています  笑ってあげて下さい 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  お蔵（入り）百人一首 

 

年金受給者が年金基金消滅の報を聞き詠める 

①  なけなしの 年金基金 誰ゆえに 消滅せしや 我なら泣くに 

（本歌 みちのくの しのぶもじずり 誰ゆえに 乱れそめにし われならなくに 河原左大臣） 

 

普天間存続の上、危険なオスプレイまで配備された沖縄県民が詠める 

②  沖縄に 爆音高き オスプレイ 音聞く時ぞ 民は悲しき 

（本歌 奥山に 紅葉踏みわけ なく鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき 猿丸太夫） 

 

想定外の大敗北で政権与党から陥落に茫然自失の総理が詠める 

③  政権は 移りにけりな いたずらに 我が党内で 揉めている間に 

（本歌 花の色は うつりにけりな いたずらに わが身よにふる ながめせしまに 小野小町） 

 

香野好勇（好太）         好太川柳    
 

・催促し飛ぶミサイルに気が付かず       ・金さんのノドン、テポドン最期にドッドーン 

・裏にいる黒子が潰す嘉田未来        ・八閣僚落ちて天下に恥をかく 

・落ちた人やっぱりな～の人ばかり       ・落選者民の見る目に脱帽す 

・落選のポスター雨で泣き笑い         ・一票の格差があっても当は当 

・消去法誰も残らず棄権する          ・ミサイルをさっさと上げよで支持下げる 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

  

6億円 当たったならば 札を投げ 最後に笑う 大いに笑う     

  ご馳走に いい酒飲んで 全部ただ 最後に笑う 大いに笑う  

  

  このサロン 続けていける いつまでも 来年もまた 楽しく過ごす    

おやじギャグ 飛ばし続けて 磨きつつ 来年もまた 楽しく過ごす 

働くぞ 職場のまわり 美女ばかり 来年もまた 楽しく過ごす 

  

   流行語 ワイルドたせぞぉが 大賞に 来年過ぎた 人になるかも 

    自民党 なんでもやれる 票集め これでだめなら かなりやぁべえと 

 

片岡 隆          嗤いものですが、何か？   

 
笹子トンネル天井崩落事故を悼んで 
ガタのきた インフラ補修 まったなし 新設無用 開かぬ釜ぶた（狂歌） 
吊り天井 落ちぬはずだが ついには落ちた すべて古びりゃ だめになる（どどいつ） 

  
難解漢文解読（文字化けではない） 
豚根留尾奴毛留戸油気脱田：川端康成みたい 
地江故葉戸雨気世雨似疎裸画菜居戸居雨：高村光太郎みたい 
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笑門亭来福(西川信治)     政治呆談 ＆  世相呆談  

                       

・安倍党首 大勝にもかかわらずだいぶお疲れのご様子だがお体は大丈夫？ 

→再発して大将を投げ出さなければいいが・・。 

・自民世襲オンパレード議員「守るべきものはしっかり守り、変えるものはどんどん変えていか 

ないと」→世襲を守ることにだけは専念しないでくれ・・。 

・日本の選挙直前トルコ旅行ツアーに参加 

この寒い時期に訪れる観光客は、日本人が多く、歓迎される。 

石油はロシアから輸入しており、ガソリンは税金が高いのか日本より高く２００円/リットル位。 

ほとんどの屋根に太陽熱で水を温める施設(簡易温水器)がある。 

風力発電にも力を入れ、節電意識は極めて高く、ホテルの廊下は感応式で通常夜中は真っ暗。 

トルコ航空はとてもサービスが良い。酒はただだし、ＣＡは背が高く若くてキレイ。 
 

藤井敬三     ユーモア川柳「ああ、血」＜解体新笑シリーズ＞       
   

 シニアには声が掛からぬ献血車      血糖値検査の夜は大ジョッキ 
採血後体重計に乗ってみる        お見合いで血液型を尋ねられ 
ダイエット貧血おこし中止する      老いらくの恋で血潮が若返る 
家系図は無いがペットに血統書      通信簿血を正直に伝えられ 
バーゲンのチラシで妻の血がたぎる    血相を変えて見つめるジャンボくじ  

高木正明   コミック都々逸かわら版 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

 

目視だけでは 分からぬ候補 打音検査を してみたい  

見自民圧勝 ふん反り返り やるか改憲 国防軍  

敦賀原発 断層上に 廃炉するにも また一難  

笹子トンネル 吊り天井の メンテ怠り 死亡事故  

打音検査で ユルミのテスト 頭のユルミも 叩きたい  

ガタが来ている 道路も橋も 国も政治も 老朽化  

新装歌舞伎座 見ないで逝った 無念の中村勘三郎  

暮れも詰まって 溜まったゴミを 亭主おだてて 大掃除  

 

奥村篤史    スポーツセンター会員になった毎日。毎日毎日洒落日記 
 

「☆生まれて初めてスポーツクラブの会員 金持ちになったよ 夢みたよ」 

「☆色々あります自転車マシーン 足が届くか心配だ」 

「☆肩・胸・足・腰どこ鍛えればいいの 表裏あり鍛える場所は」 

「☆プール４コースはちょと少ないな （しかも）泳ぐコースは２つだけ」 

「☆サウナもついて１日３００円相当 そんな気分で汗を出す」 

「☆お風呂も毎日入れるみたい 我が家のお風呂は妻専用に」 

「☆１番人気はマッサージ機５台あるけど待つ人ずらり」 

「☆費用計算１日３００円 年８万円１３年やりゃ１００万円」 

「☆身体とお金とどちらが持つか持ちつ持たれつ持たれつ持ちつ」 

「☆元をとろうと頑張りすぎて疲れて休んで病院通い？」 

「☆仕事なくなり昼酒人生 スポセンのお蔭で昼酒を断つ！」 
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神代京子    おりこみ『写真はめ字』  ２０１３年 睦月  

「明け染めて」                「初春の」          

 

                  

 

 

 

松山カオリ  カオリエッセイ      神様の見守る家 

 

 大みそかの夜と元旦の朝は、父に従って家族揃って神棚に拝礼するのが、私の家の習慣でした。 

父が健在だった時は、東京で仕事を待つようになった私も、３１日には必ず帰省するのが決ま

りで、学生時代の妹達は旅行にも行けないと文句を言っていました。でも父が亡くなった今とな

っては、それも懐かしい思い出のひとつです。 

４０年間を送った東京でも、故郷に帰った今も、マンション住まいで神棚のない生活を送って

います。お正月に神社にお参りする習慣は毎年続いていますが、住いに神棚がない事に何の不自

然も感じていませんでした。最近神棚があればなぁと思ったのは、友人から頂いたお札を、どこ

に置こうかと困ったときぐらいです。 

 原発事故被害で帰れないまま避難している方々が、「家は荒れ放題で悲しいけれど、きっと神

棚と仏壇が家を守ってくれています」と語っていた言葉が、印象深く胸に残っております。 

    

一ノ瀬善秋 （シャレクスピア・洒落久寿飛夜）  八十の手（足）習い 

 

 傘寿を過ぎ苦手に挑戦と、「水泳教室」に入った。山国に生まれ「山は青く、水は清く・・♪♪」川で

泳げるのは八月に１０日のみ、もちろん小学校（木造）にプールはなく、いわゆる「カナヅチ」だった。 

 行ってみたら中年女性２０人、その中に１人で、おずおずと入った。 

皆そこそこ泳げる、超初心者の私に女の先生が手をとって教えてくれる。美人で肌の綺麗な人に見とれ

ていたら「泳ぎなさい、潜りなさい」と叱られた。終って復習のために隣のコースに行くと、男三人が

泳いでいる。バタフライだ「やってみたら」と言われてやる。「それじゃ、体が曲がってエビフライだ」

もう一度やると「それでは犬カキだ、カキフライだ」と笑われる。・・・親切に教えてくれる。 

 

海郷達人          おなら百人一首 

 

忍ぶれど色に出にけり わが恋は物や思ふと人の問ふまで   （注：おいど～尻） 
忍ぶれどおいどに出にけり わがおなら臭ひますかと人に問ふまで  
 

憂かりける人を初瀬の山下ろし 激しかれとは祈らぬものを 
うっかりと人前ながら屁を透かし 放りしは彼と え言はぬものを 

 
秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞ驚かれぬる 

屁放りぬと目にはさやかに見えねども ぶうの音にぞ驚かれぬる 

人 新 あ 光 海 

 々 年 け 輝 原 

て め そ け あ 

ら で め る か 

す る て 空 く 

け 琴 は 香 梅 

き 流 つ は 花 

の る は つ は 

だ る る た 綻 

て 静 の う び 
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上の空組 印南博之   大 娯 解  ［名作換笑］  

 

  ① いちばんひとみちゃん ２ばんひとみちゃん ２３ばんひとみちゃん 

（壺井栄・二十四の瞳） 

②  試験受けたの？ おれはコネだ         （吾輩は猫である） 

③  可児高専  そんな学校在ったかな？     （小林多喜二・蟹工船） 

④  小僧のかみさん  ヘエもう結婚してたの （志賀直哉・ 小僧の神様） 

⑤  ウキ！蜘蛛うまそう    おめえ猿かよ   （二葉亭四迷・浮雲） 

⑥  チエコショウ   あら何のショウ？   （智恵子抄・高村光太郎） 

  ⑦  いつの踊り子？  どこの温泉だったかナア？（川端康成・伊豆の踊子）    
 
門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ 
 
１）トンネルは抜けるものだが、天井は抜けるものにあらず 
２）ならぬ堪忍 ツルガ堪忍  活断層で廃炉へ 
３）九郎は買ってでもする  勘三郎の後継者 
４）♪民主ころころ おっこちる  
   どつぼにはまってさあ大変 どじょうが出てきて 
    さようなら 小沢さん一緒に嘆きましょう♪（どんぐりころころ） 
５）失職する民主党秘書がヒショヒショばなし 
６）苦しゅうない 自公寄れ   議席２／３超占める 
７）異心前進   石原・橋下体制 
８）大谷意志は固そうでやわらかい  日ハム入り 
９）おごれる平家は日差しあたらず  視聴率低迷 
10）父・祖父に乗るかソールかで勝利 朴大統領 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し５７  「１１分の１」…いのちギリギリ 

  氷山に衝突して荒海に沈み行く客船から、辛うじて脱出した１１人の乗客が、ヘリコプターから下ろ

された細いロープに、それぞれが必死に掴まって運ばれていた。このままでは、ロープが切れてしまうのは

明らかなので、誰か１人が降りる必要があったが、誰も言い出す勇気はない。 

その中で唯１人だけ女性がいて、気丈にも感動的な演説を始めた。「私がロープから離れます。私はこ

れまで母として妻として、子供や夫のために、あらゆる場面で自分を犠牲にする事に馴れてきました。だか

ら、これだけの立派な殿方を見殺しにする訳には行きません。どうぞ皆さんは生き永らえて、世のため人の

ため、そして私のためにも立派な人生を送って頂きたいと思います」 

十人の男たちは、自から言い出せなかった事を恥じ入り、思わず彼女に大きな拍手を送って…しまった！ 

 

柴本和夫     言 葉 の 研 究 

 
大谷翔平君ドラフト騒動 
日ハムのへの説得戦術（殺し文句） 

・『夢への道しるべ』の提示、夢のお手伝い宣言   
        君のゆく≪大リーグ≫は、はてしなく遠い♪ 

なのになぜ歯をくいしばり、君はゆくのか、そんなにしてまで♪ 
     ・殺し文句 ⇒ 誰も歩いたことのない道を歩いて欲しい 

・投手と打者の提案・・・二刀流プラン （決して二股愛、両刀使いの【女言】 
ではありません！） 
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★12月例会：12月19日＠神田公園区民館・内神田集会室洋室 16名参加  

野本浩一・曽田英夫・阿部浩・高木正明・佐藤忠恕・片岡隆・印南博之・柴本和夫・海郷達人・ 

奥村篤史・西川信治・一ノ瀬善秋・神代京子・米岡泰・門口泰宣・藤井敬三 

＊例会の後は、いつもの居酒屋「島ひで」で忘年会でした。１３名で無事に締めました。感謝。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

2013年2月27日（水）内神田集会室 B１F洋室です。 

2013年3月27日（水）内神田集会室 B１F洋室を予定 

2013年4月24日（水）千代田スポーツセンターに復帰予定です 

 以降 5月22日、6月26日、7月24日・・・です。 

  内神田集会室の問い合わせは℡ 03-3252-7691（神田公園出張所） 
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変集協力：笑品快発グループ＆投稿グループ 

阿部浩・石井志津夫・石原正雄・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・海郷達人・片岡隆・ 

神山徹・神代京子・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・西川信治・野本浩一・ 

平井幸雄・藤井敬三・松野信夫・松山カオリ・門口泰宣・米岡泰 

稲葉浅治・大石脩・片山敦夫・浜田親一・樋口七郎・若狭芳生・ 

あたたカット ：天野秀雄、平田レイ子  

ホームページ ： 河井康博、波木博信、野本浩一  発行鳩舎：同巣会ジョークサロン 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2012年12月11日～2013年1月15日 

北海道：黒田弘 青森県：沼宮内春雄 宮城県：片倉静江、宗田淳 福島県：松山カオリ  

埼玉県：北沢正嗣、遠藤昭子、和久井哲男、羽柴隆三、高橋友季子 東京都：神山徹、青木孝、 

渡辺一雄、石井赳夫、箱田忠昭、小柴常雄、高栄子、鳥居晴美、中野正能、亀山光昭、土屋秀雄 

千葉県：森口順子、藤森清彦、岡部千代松、石井志津夫   神奈川県：山口栄子、藤野有樹、 

山中静代、鈴木敏子、高橋久夫、前島昭夫、浜田親一、濱中順一郎  岐阜県：古川昭子  

京都府：大石脩  佐賀県：野田文雄  

◆送付打切 東京都：浅沼マサ子 神奈川県：杉崎清隆 

送付先 〒146-0085 東京都大田区久が原6-20-11 野本浩一宛 

℡＆fax 03-3753-7725（faxはam9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 

☆郵送希望の方は 上記野本宛、80円切手15枚を送付下さい。 

☆ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/＊是非、訪問して下さい。 

★2013年新年会 1月12日＠神田多町「ラ・リヴィエール」 25名参加 ＊太字は初参加 

青木孝、安藤晴康、一ノ瀬善秋、岩間清、印南博之、奥村篤史、片岡隆、神山徹、神代京子 

香野好勇、小柴常雄、佐藤俊一、佐藤忠恕、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、西川信治 

野本浩一、東省三、藤井敬三、藤野有樹、松山カオリ、門口泰宣、山中静江、米岡泰  

＊青木さんからは毎月コメントとカンパ（切手）を頂いております。ありがとうございます。 

＊安藤さんは長老２６年生まれ。明治？大正？昭和？西暦です。久しぶりの顔出しです。 

＊小柴さんはとにかく初めてのサロン顔出しです。笑いの輪に加わって頂きました。 

＊山中さんはサロン同人のダジャレに素早く反応されて会話を楽しんで貰えたようです。 

エアロビで体を動かし、ジョークで脳を働かせるので益々元気になりそうです。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

