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＊＊＊＊＊＊２０１３年４月 No.２８２＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 東北大震災から２年が経過しました。 

 16,000人近い方が亡くなり、2,700名近い方が未だ行

方不明と報道されています。黙祷を捧げ、行方不明の 

方々の早期の確認が進むように祈ります。 

 地震と津波、さらには原発事故にからの復旧・復興が

出来る限り迅速に進むように願っております。 

 自分たちなりに出来る支援を今後も続けながら、被災地の方々への思いを忘れることはありません。 

伝笑鳩が飛んで行く先には被災地もあります。引き続き応援していきます。 

  

 伝笑鳩の読者になって頂ける方を募集しています。お知り合いでユーモアが好きな方に是非ご紹介下さい。 

１０頁に記載の変集鳥連絡先までご案内頂きますと送付させて頂きます。 

 また皆さんからの声や作品の掲載も継続しております。作品は毎月１０日頃までに送付して下さい。 

 

栗田勉＠千葉県船橋市     皆さま 「八快」でいきましょう 

『快食、快眠、快性、快便、怪動、快談、快伸（背すじを伸ばす）やはり 快笑が最も大事であります』 

 注、「快談」は楽しく語り合い談笑することです。 

笑  々 遅くなりました。切手同封いたしました。よろしくお願い申し上げます。 

 

佐藤憲雄＠曹洞宗針倉山永林寺 住職   伝笑鳩三月号嬉しく拝しました 

越後は三メートル余の積雪 冬眠生活の毎日 刺戟になります 

 

青木孝＠東京都町田市   伝笑鳩281号、ありがとう存じました。力作満載で、完読するのに、 

年のせいかエネルギーが必要です。それだけ作者の方々の熱気が一杯だからです。 

 

堤淳一＠千代田区   拝啓 早春の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。80円切手を30枚お送り申し上げますので、ご査収

ください。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。   敬具 

 

久保三徳＠京都市  高木さんの「コミック都々逸かわら版」いつも楽しみにしています。 

 

片山敦夫＠岩手県  久しぶりにネタを送ります。今年の冬は例年にない寒さで、 

小生の頭も半分凍えてましたが、もう３月。もう少しで彼岸も来るし、いつまでも冬眠してられない

のでネタを２つ３つ送ります。 

 

春風が 吹けばようやく 春が来る 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】 

 違うってば!! 

「中江藤樹は父の死後、母の女手一つで

育てられた」 

それを聞いた受講生が言った。 

「片手だったのかぁー」 

        東京都／神山 徹 

HP訪問者が1170名を超えました！ 

（2013年3月19日現在） 

「ジョークサロン」で→「検索」下さい 

皆さんのお便り・作品も披露しております。 

どうぞ、お楽しみ下さい。 
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浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺      －甘辛都々逸ほのぼのランド－ 

 

☆ 白川総裁 任期を終えて 攻めの政策 先手黒 

☆ スモッグ対策 関連株も 人気沸騰 カイ気配 

☆ ＝団十郎を悼む＝       荒事は芸の神髄 神さえ宿り 魂魄感じる あの睨み 

☆ ＝中国人は昔から日本が好き＝  古代支那から 日本を見れば 蓬莱仙島 ユートピア 

☆ まん丸に蒔いた 菜種がきれいに咲いた 中に遊山の 母子連れ 

☆ 水仙の花を盗る人 球根植えて 毎年楽しむ 粋な人 

       

 

下町の玉三郎              松戸市  海郷 達人 

井戸端会議               鎌倉市   志賀 明 

ヘソクリの快感             千葉市  岡部 千代松 

幼稚園児の運動会            船橋市  川田 又一 

孫との会話               鎌倉市  浜田 頓坊 

タイムサービスのアナウンス       板橋区  植竹 団扇 

若くてハンサムな男性          荒川区  藤野 哲康 

韓流ドラマ               岩手県  片山敦夫 

亭主が留守中のメロドラマ        品川区  瀧口 庸行 

夫との離婚劇              京都市  牟禮 丈夫 

高級フランス料理            渋谷区  樋口 七郎 

テレビショッピングの安売限定品     豊島区  小内 節子 

顔のリフトアップ            大田区  高 栄子 

テレビドラマの芸能人          横浜市  鈴木 びん子 

先着〇〇名様限定商品        東久留米市  柴本 和夫 

立ち話し                所沢市  北沢 正嗣 

昔裕次郎 今進次郎           川越市  石原 義三  

下手なカラオケ                    高知市  高橋 満子 

主人の給料を受取った時        伊勢原市  武井 美雄 

次回（第１４７回）の題           「やらないと言ってやるものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2013年4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 

 

  子どものお受験         福島市  松山 カオリ 

【評】 お受験は子供ばかりではなく両親も試されます。 

入選 

 

女子会（婆々会）の会合        さいたま市  高木 正明 

夫への家事訓練              稲城市  藤井 敬三 

若くなるクリーム探し           横浜市  山口 栄子 

減量体験のあとのケーキ         八王子市  西川 信治 

佳作 
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片山敦夫＠岩手県       「ニヤリ」連発のつづき 

 

１． 呼び方 

意地悪な伯爵夫人をブタと呼んで訴えられたミラノの家政婦、法廷でさんざん油を 

  絞られたあげく、罰金刑に処せられたうえ、原告のいるその場で謝罪を命じられた。 

  家政婦は謝罪の言葉とともに夫人に深々と頭を下げた。儀式が終わったあと、裁判長  

  に家政婦が尋ねた。 

  「以後つつしみますが、ブタを伯爵夫人と呼んでも罪にならないでしょうか、裁判長？」 

  裁判長は、それは法律上いっこうに構わないと明言した。 

  そこで家政婦は夫人に向き直って言った「伯爵夫人！ 今日のご機嫌はいかがですか？」 

２．常識と非常識 

夫「お前、おれのことバカだと思うか？」 

妻「思わない。わたしは世間の人とは考えが違うから」   ＊遠回しな言い方とはこういうこと 

 

大石脩＠京都市      ダジャ連発！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

若狭芳生＠鎌倉市         アナグラム遊びの元語は何だったんでしょう？ 

 

アナグラム 元語    余計なお世話 

ベア退くミス アベノミクス ク（苦：苦労）を取れば“安倍のミス”。 

松鶴当選 尖閣諸島 上方の笑福亭松鶴を“しょかく”師匠と呼ぶ。  

“う”を発音しないのは大根の“ん”を抜き“だい

こ”とか“でぇこ”と同じ。 

鰊一本の会 日本維新の会 ご祝儀の鮪一本なら・・ねぇ橋下・石原ご両人！ 

何んや、鵜呑み？ みんなの党 そんなことないよね、渡辺さん！ 

 

 

香野好勇（好太）     がん者川柳（好太川柳転じ） 

・初入院やっぱり俺はただの人       ・息吸って息の根止めてとレントゲン 

・ヘイがんよ！飲み明かそうぜ赤ワイン   ・古希過ぎてがん健シニアー健が消え 

・宝くじ当たらぬ俺にが～んと来る     ・病院で心が和む歳になる 

・病院はシニアー川柳製造所       ・ガ～ンと来て当たり保険証見つからず 

「素敵なファッションで何処へ行くん？」 

「彼方へｇｏ！」 

「どうして？ なんで？」 

「彼の方へｇｏ!!!」 

 

「落花生って何故２コ入ってるの？」 

「ニコニコになってほしいからなの」 

「ラブラブのカップルをも意味してるわよ」 

 

「先生、わたし苦労しました」 

「そうね、以後（囲碁）白くしましょうね」 

「ハイ、クロウシロウ先生」 

「うん、クロは素人ですよ」 

 

「小鳥屋さんで笑うのはどなた？」 

「カンラカラカラとカラスさん方」 

「じゃなく、笑インコさん！」 
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笑門亭来福(西川信治)   政治呆談 ☆女は強い   世相呆談 ★女性は怖い 

   

☆クリントン前長官が「尖閣は日本の領土。いかなる国も他国の領土を侵すべきではない。」 

という発言に、翌日中国海軍艦船から日本の海上自衛隊護衛艦にレーダー照射。 

☆ヌーランド米国報道官「レーダー照射に強い懸念を持っている」 

一方中国女性報道官は「この件は日本の報道で知った」と知らなかったと報道。 

2日後「日本側がいたずらに煽っており、中国の顔に泥を塗った」と発言。 

「中国の脅威をいたずらに言いふらし、安倍総理の訪米に役立てようとしている」。とも。 

中国の新聞は「誤って操作したのだろう」と笑ってしまうコメント。 

レーダー照射をしていながら「してない」と中国国防省、さらに追い打ち「日本のねつ造」と 

中国外務省が世界にアッピール。→ねつ造が得技の中国。軍部主導にならねば良いが・・・。 

★監督だけ首を切れば済むと安易に考えていた全柔連だったが、 

「強化委員長が問題」と言うことでその首も取られる。 

→強化を果たせなかったが、この人の「教化」が必要だったのか？ 

 

信太わか    北国川柳   見るだけは いや美しき 雪景色 

 

やり場なく 車道に山の雪捨て場     重い腰 泣くほど痛い指の先 

歩けたよ 女の雪かき 細い道      鼻水も涙もぬぐう 軍手さま 

 

松山カオリ  カオリエッセイ     ケロケロの効果 

 

友人から風邪見舞いのハガキが届きました。国宝の鳥獣人物戯画、甲巻の絵でした。カードの

送り主曰く…「私は気持ちが落ち込んだ時、この複製の巻物を眺めて“気楽に”と自分に言い聞

かせます」と書かれています。 

平安時代に描かれた絵が、現代の人間の精神安定剤の役割を果たしている訳です。 

 世界中で死を伴う争い事が多く、人の命が安易に奪われています。自国の力をアピールするた

めに、強力な武器の保持をほのめかす国も出てきて、怒りや不安の感情はなかなか抑えきれませ

ん。でも日本人は昔から、ユーモアで心をほぐす方法を知っていたのですね。絵の中のうさぎや

カエルに、自分を置き換えてみると、なんだか楽しくなってきます。ケロケロ。 

 

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

１）大看板 「冥土の飛脚」で 競演し 

２）♪撲ると思うな 思えば負けよ♪（柔） 

３）♪イチニイサンシイアルショック♪  レスリング除外候補  

４）サラ金はダメだが 沙羅金は素晴らしい 

５）白から黒へ 日銀総裁オセロ 

６）３本の矢はデフレ脱却の元就   安部首相 

７）自民党復党を断られ、み自見な姿を露呈 

８）「剣道は嫌いだ」「どうして？」「メン・ドウだから」 

９）隕石落下は不可抗力、被害に誰も引責しない 

10）熱危急の空中爆発 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）   ○ 世相都々逸no.14 

純情編 

① 泣いている子に 飴玉やれば ニッコリ笑う 可愛さよ 

② 泣いている子に 飴玉やれば 小さな声で 有難う 

茫然編 

③ 泣いている子に 飴玉やれば おじさん怖いと 余計泣く 

④ 泣いている子に 飴玉やれば それ見た親に 叱られる 

肩すかし編 

⑤ 泣いている子に 飴玉やれば 虫歯になると 断られ 

⑥ 泣いている子に 飴玉やれば ポッケ探られ もう無いの 

あっけに取られ編 

⑦ 泣いている子に 飴玉やれば 悪ガキ沢山 呼んで来る 

⑧ 泣いている子に 飴玉やれば ガムは無いかと 手を出され 

がっかり編 

⑨ 泣いている子に 飴玉やれば 今度はチョコと ねだられる 

⑩ 泣いている子に 飴玉やれば 安もんだねと 値踏みされ 

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》  

１． アベノミクスで 相場が動く 円が下がって 上がる株  

２． デフレ脱却 物価を上げて 給与上げなきゃ アベノミス  

３． 白川改め 黒田に代えて 日銀トップを まず黒字  

４． 希望開くと 韓国政治 女性・パククネ大統領  

５． 領海侵犯 レーダー照射 中国海軍 挑発艦  

６． 花火打ち上げ 春節祝い それが裏目に また汚染  

７． 空に隕石 大気に汚染 地下に断層 大ナマズ  

８． 卒業式まで 待てない教師 ピンハネされちゃう 退職金  

９． 金の高値で 押し買い騒ぎ 時に無理矢理 脅し買い  

１０． ニホンウナギが絶滅危惧種 獲り過ぎ 食べ過ぎ 稼ぎ過ぎ  

１１．イラン・アメリカ 時には握手 事は五輪の レスリング  

１２．いじめパワハラ 体罰指導 柔道女子会 クーデター  
 

藤井敬三  ユーモア川柳「ああ、胃腸」＜解体新笑シリーズ＞ 

悪玉と思えぬ呼び名ピロリ菌      寒い夜寝酒欲しがる腹の虫 

江戸っ子の蕎麦は胃腸が噛んでいる   熱燗が五臓六腑に染みわたる 

うなぎ屋の煙胃腸を刺激する      胃と腸がずる休みする二日酔 

胃も腸も賞味期限を気にしない     空腹にバリウムうまいレモン味 

内視鏡腹の底まで覗かれる       三ツ星の味を知らない胃が不憫 

胃の写真見せて禁酒を告げる医者    盲腸のような役職当てがわれ 
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柴本和夫            言 葉 の 研 究 

昔は○○、今は○○  

その１：  駆け込み○○ 

昔・・・乗車 ⇒ 発車間際に無理やり乗車しようとする人 

今・・・退職 ⇒ 退職金カットを避けて早めに退職しようとする人 

その２： サラが飛ぶ 

   昔・・・夫婦げんかで、奥さんが飛ばしたもの 

   今・・・高梨沙羅（１６歳：152ｃｍ：45ｋｇ）のジャンプ ⇒ 沙羅はメダルを【サラ】に狙う 

       天は沙羅の上に【サラ】をつくらず。 沙羅の【サラ】なる飛躍を期待する  

 

野本浩一   お洒落日記【はじめまして。 처음 뵙겠습니다. チョウム ペプケッスムニダ 】 

ＪＲ山手線新大久保駅前の喫茶店 CAESER Café でアルバイトの李炅

珍（イ・キョンジン）君と日韓親善のツーショット。会ったばかりで恐縮

だけど、名前を書いて教えて欲しいと頼むと、彼は、「李炅珍」と書きなが

ら、「日の下に火」という漢字は日本語にはありませんと笑った。「日の下の

火は太陽の光の意味です。読み方は、イ・キョンジンです」「『李』という

名前は世界で一番多い名前だよね」と言うと、彼も知っていました。 

＊２００２年に行われた統計調査では中国の人口 12 億８４５３万人の

７．９％が「李さん」、つまりは1億以上でほぼ日本の沈口と同じくらいの「李さん」がいるのです。 

 

平井幸雄       ヒライワールド スペシャル 
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奥村篤史     7年ぶりのダンス復活、高齢者クラブ！入会洒落日記 

十数年続けていた社交ダンスでしたが、スケジュールの都合上ダンスを中止しました。テンダン

ス（ダンス十種目）をよく踊っていたのですが止めてしまうとパーティーにも行かない。・・・・

市報をキョロキョロ見ていると虹の会というところでダンス初心者・経験者募集（高齢者）という

のを発見。・・・皆さんからすごくお上手ですねと絶賛の声。それに気をよくし入会することを決

意。とにかく８ヶ月はやってみようと思いました。 

☆「ダンスしていた十数年も ウソでしょそんな短い足で」 

☆「ダンスがスンダが済んだよ昨年 7年ぶりのダンス復活」 

☆「高齢者ダンスでした応募のクラブ アッシー君は小僧っこ！？」 

☆「会の運営勝手な意見 皆が言うのでまとまらず」 

☆「うるさい会です高齢者です 俺が正しという人ばかり」 

☆「何とか踊れた7年ぶりに１２３４、１２３４」 

☆「踊れるどころかみんなが賞賛 うまいうまいと大賞賛」 

☆「入会入会高齢ダンスに入会 こーれーでいいのかちょっと悩み」 

☆「高齢ダンスでいいのですかな こーれーでパーティーで踊れるの？」 

☆「１０ダンス復活を夢見ていたが エイトダンスにエイと決めるか」 

 

上の空組 印南博之         大 娯 解   
♪守るも攻めるもマット上  場所は替わって会議室 

   歴史と伝統誇れども 観客少なしいかんせん 

    仲間を集めて タッグを組んで 新興競技をフォールせん 

                    （日本レスリング協会、行進曲 軍艦） 

      「ことわざ諧釈」 

①  豆腐も八丁 味噌も八丁           （口も八丁手も八丁） 

②  靴破れて惨禍あり  足をくじいちゃったヨ！   （国破れて山河あり） 

③  下った時の紙たのみ             （苦しい時の神頼み） 

④ 群馬で象は見られない サファリパークでも？     （群盲象を評す） 

⑤  ゲイも身の助け                  （芸は身を助く）                        

⑥ 慶明苦闘、野球？ ラグビー？          （鶏鳴狗盗） 

⑦  ケガも巧妙 ウーン芝居だったか         （怪我の功名） 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

興味もったら つい追求し 

・知らぬこと インターネット すぐ知れる 興味もったら つい追求し 

・ＡＫＢ 柏木由紀は 好きタイプ 興味もったら つい追求し  

明るく愉快 楽しく笑う 

・ 居酒屋で 若い美女と 盛り上がる 明るく愉快 楽しく笑う 

・ ご近所の おやじ同士が 仲が良く 明るく愉快 楽しく笑う  

 ・ このサロン 1ケ月の 成果出す 明るく愉快 楽しく笑う  

世間は一体 どないなってまんねん 

  ・ ＴＰＰ 決定方針 多分やる とても（To）ピンチ（Pi）で パー（Pa）とならずに  

 ・ 隕石が 地球へ向けて コンニチハ 近くだったら ひらいに行くが 

・ 中国が 送り込んでる 公害を 一番危険 午後2時半 

・ 沙羅とサラ ジャンプで競う さらに行く 雪はサラサラ 跳んでサラサラ 
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高畑傳   笑いの効果 笑薬の効き目   ジョークのようなホントの話  

ホントだってば しっちょるかい？ しっちょる！ しっちょる！ しっちょるよ節付き 

１． 笑薬は万能薬、特に免疫力を高め自己治癒に役立つ。癌退治、恋患い、抗原病、 

不愉快病等、やきもち、しっちょる、しっちょる、しっちょるよ 

２． 用法・用量  食前、食後、食間 適当に多めに服用のこと。副作用ありません（ただし入 

れ歯落としに注意）。しっちょる、しっちょる、しっちょるよ！  

３．料金 タダ・無料 特に消費税免除 

４．笑い治療の元祖はかの有名なシュバイツアー博士、先生のジョークは藝術的でした。 

しっちょる、しっちょる 、 しっちょるよ！  

５．２１世紀は笑い・ジョーク治療時代だよ、病院には、これから笑い専門科 、 

笑いドクター、笑い看護士が出るよ、ホントだよ！ホントだってば！ 

 

一ノ瀬善秋 （シャレクスピア・洒落久寿飛夜）  手と足 

＊手のつく言葉は３４７あると言う（清水馨八郎・千葉大名誉教授） 

 投手、捕手、内野手、外野手、四十八手、上手投げ、下手投げ、張り手 

 切手、手形、手心、手順、手数、手筋、手首、手のひら、手踊り・・・・・・ 

「日本は手の文化である」日本人は農耕民族であり、手が器用であると述べる。 

 しかし、最近は変わってきた、スポーツの面からみて、足が決め手となる 

サッカー、ラグビーが盛んとなった。欧米は狩猟民族の傾向が「足の文化」を生み出した。日

本も影響をうけてサッカーも強くなった。しかし「足」の 

つく言葉は少ない、「手」の５分の１である。 

足の治療をしている医院で整体師が「満足」があるが語源は？と聞かれる。 

「今昔物語」に出てくる「霊幹、その上に座して願うところ満足す」とある 

それが語源だと、調べて伝える。なるほど「万足」ではない、「千足」は無い、千束は「洗足」

で日蓮上人が池上で入寂する前、御足を洗った池が「洗足池」で有名な地名であると伝える。「な

るほど・・」では「百の足」は？と聞かれる。 

「百足」ムカデで刺されると毒が回る。「なるほどね」・・治療が終わる。 

 

神代京子    おりこみ『写真はめ字』  ２０１３年卯月   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                              

  

 

 

ぶ な り ち 星 

り ん ゅ き よ 

い せ う ゅ り 

ん い せ う 来 

石 き い に り 

眩 騒 り 町 し 

し ぎ ゅ じ べ 

い せ う ゅ り 

恐 ん せ う あ 

怖 光 い が の 

ぬ に め 艶 は 

方 困 の 肌 る 

ば り や の め 

か あ り 白 い 

り ら ば く て 

を 爛 ふ ら 蕾 

皆 ま く 淡 は 

で ん ら く ふ 

待 の ん 蓬 っ 

つ 春 で 色 く 
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佐藤 俊一          アイ・マイ都々逸 川越風味 

 

【太陽さんさん ごごの散歩に 犬とシツジの 群れが行く】 

【ヒツジじゃないが お犬にひかれ 歩くわたしは シツジかい!?】  

【夏の挨拶しょうちゅう（焼酎）見舞い、冬はかんちゅう（缶酎）見舞いです】 

【きょうの夕飯 寒サバ主役 久しぶりだね サバ威張る】（そ、サバイバル） 

【肩が痛くて 膏薬貼った これが今年のハル一番】 

【首をネちがえ ネをあげてたら 平均株価も ネをあげた】 

●柔道界や学校の体罰・いじめ問題 

【地獄の沙汰は金（かね）しだいでも 暴力沙汰はきんし（禁止）だい】 

【貼れば鎮まる 暴言暴力 スポーツマン湿布 新発売】 

【ほどのよいのは ハラ八分だが ほどを知らない ムラ八分】 

●英国の駐車場から出た５００年前の遺骨は国王リチャード３世。 

【リチャード３世 ５００年後の 王宮の名は チュウシャ城】 

●烏賊も空を飛ぶ（北海道大学） 

【イカは料理も 飛ぶものうまい イカ天・空揚げ・イカフライ】 

●ロシアで隕石落下の一大事。映画『アルマゲドン』の現実版。 

【地球最後の 晩さん会は メシヤがつくる アルマゲ丼】 

 

米岡泰            南亭琴内氏のどんでん返し５９ 

「時事川柳」  猫の首鈴つけバレた馬鹿オタク     監督を女子１５人で背負投げ 

真央ちゃんにお色気あれば敵はなし   愛ちゃんに狡さがあれば敵はなし 

「スキー場にて」 二人乗りのスキーリフトに乗り合わせた相手は大男。お互いに無言だったが、山頂

付近で、大男は急に親し気に肩を組んできて、嬉しそうに 

「スキーは十年ぶりなんですよ」 「どうしてですか？」 

「私は、こないだまで刑務所にいたんです」 「……！」 

「その訳を知りたいですか？」 「いや！別に…」 

「まあ、そう言わずに聞いて下さいよ」 「…？」 

「十年前、見ず知らずの人を観覧車から突き落としたんですよ」 「！？×」 

  

 

片岡 隆    嗤いものですが、何か？ コント 老いても学ぶべし 

  

Ａ：六十の手習いにならって、わしも勉強を始めたよ。 

Ｂ：見上げた向上心ですね。 

Ａ：いや、物忘れが激しいので、その埋め合わせさ。ほっとくと、メモリーがゼロになりそうで

な。 

Ｂ：「小学一年生の算数」「小学一年生の国語」ですかぁ。ずい分とベーシックですね。 

Ａ：孫の教科書のお下がりさ。 

Ｂ：そうすると、来年は二年生の教科書ですね。 

Ａ：いや、わしは、どうも留年しそうだ。 
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★2013年2月例会：2月27日＠神田公園区民館・内神田集会室洋室 19名  

奥村篤史・片岡隆・信太わか・佐藤忠恕・高木正明・阿部浩・高畑傳・曽田英夫・野本浩一・佐藤俊一・

柴本和夫・門口泰宣・印南博之・渡辺達雄・米岡泰・一ノ瀬善秋・神代京子・平井幸雄・藤井敬三 

＊例会の後は、いつもの居酒屋「島ひで」に北海道から帰省中の信太さん、久しぶりに参加の渡辺さん

も加えて10人で行きました。お店の皆さんに感謝されているのが何よりです。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

4月24日（水）千代田スポーツセンター８F和室 

5月22日（水）千代田スポーツセンターの予定 

6月26日（水）千代田スポーツセンターの予定 

以降 7月24日、8月28日、9月25日・・・です。 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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 北海道から帰省中の信太さん、久

しぶりに参加の渡辺さんを囲んで、

いつもの面々でにっこり。 

 内神田集会室は３月までの利用と

なりそうです。４月からは千代田ス

ポーツセンターに戻る予定です。 

お便りや作品をお寄せください。適宜ホームページで紹介します。伝笑鳩には毎月１０日頃までに

届いた分を第４週発行の伝笑鳩に掲載します。ご協力をお願い致します。  
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