＊＊＊＊＊＊２０１３年５月 No.２８３＊＊＊＊＊＊

コミックどどいつ 喜寿祝い

☆よわい七七 色恋冷めて
たまのトキメキ 不整脈
☆よわい七七 元気の秘訣
散歩・脳トレ・ボランティア
さいたま市／高木正明

＊＊笑いは明日のエネルギー
笑顔一回一日ええ顔＊＊
もうすぐ日本全国で爽やかな五月晴れを見ることが
HP 訪問者が 1300 名を超えました！
できそうです。ゴールデンウィークも楽しみましょう。
（2013 年 4 月 15 日現在）
ジョークサロン例会に参加するメンバーや読者の方々
「ジョークサロン」で→「検索」下さい
は、元気な高齢者が多いと思います。
皆さんのお便り・作品も披露しております。
還暦、古稀、喜寿、傘寿祝いが飛び交っています。
どうぞ、お楽しみ下さい。
もう暫くすると米寿、卒寿、白寿祝いも飛び交う
ようになるでしょう。お祝い交換が、交歓になり、巷間
から好感をもって迎えられることは、世の中にとっても、とってもいいことだと思います。
今月も明るく楽しく元気に笑いを忘れずに過ごしましょう。

田中庸浩＠埼玉県三郷市
切手送付も時々忘れてしまいます。手のかかる者です。
長生きのコツ 暢気 とか。これがなかなか難物。のんきになれないのも病気？ かも。
“伝笑鳩”
・・・床の中でも失礼でしょうか。 これからも宜しくお願いします。
気晴亭・加藤勝彦＠名古屋市
通夜の前に拝読。らっきょうにとんがらし口に入れ、
いざ出発。これからは帰ってきて読みます。今日はとても風が強いです。
拝
石井志津夫＠千葉市
２月、３月と３回の公演が終わりました。
インターネットの興味ある方も多かったので、ＪＳのＰＲしておきました。インターネットをみる人も
多くなりけっこうですね。回の益々の発展を期待しております。 お礼まで
古澤史水＠埼玉県三郷市

ごぶさたしております。ご隆盛を祈っております。

田中清咊＠千葉県松戸市
“つい、うっかり”で会費滞納致し誠に申訳け有りません。
台北の街をウロツキ、漢字に接する機会が多いので“投稿のネタは無いか”など思考して居ります。
今後共、毎月の貴誌を楽しく拝読したいと思います。
青木孝＠東京都町田市
「阿呆リズム＆パロディ」短文の中に切れ味があって、すごいことです。
寄稿の方々のご努力にいつもながら敬服しております。
佐藤憲雄＠新潟県魚沼市
皆様のご活躍、ご健康をお祈り申し上げております。
市井雅敏＠東京都三鷹市
えさ代納期が遅れてしまっているかもしれません。ひょっとすると
ひもじい思いをしているのではないかと心配しています。茲許切手えさ代 80 円×15 枚送付します。

春が来て 体動かし 頑張って

ジョークサロンで 大いに笑おう【快鳥・曽田英夫】
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処方せん

秀逸

世田谷区

奥苑 順子

【評】そう言えば「消火せん」というのもあります。

入選

佳作

野良猫へのエサ
秀才の試験勉強
いじめ
孫への小遣い
兄弟けんか

所沢市
稲城市
さいたま市
千葉市
船橋市

禁煙中の喫煙
伊勢原市
堅苦しい挨拶
横浜市
バイキングの食べ過ぎ
大田区
作戦参謀のフェイント
鎌倉市
原発再稼働
福島市
浮気
松戸市
三年目の浮気
板橋区
ばれない不倫
港区
昔取った杵柄
川越市
胃検診前の飲食
京都市
貧乏ゆすり
鎌倉市
増税
渋谷区
娘の嫁入り
さいたま市
午前様の帰宅
文京区
帰宅途中のちょいと一杯
三鷹市
ころころかわる口のした
高知市
夫にお酒を買ってきてと言われると
横浜市
「買ってきてやらない！」と言いながら
買ってきてしまいます

北沢
藤井
高木
岡部
川田

正嗣
敬三
正明
千代松
又一

武井 美雄
阿部浩
高 栄子
浜田 頓坊
松山 カオリ
海郷 達人
植竹 団扇
柏谷 達雄
石原 義三
牟禮 丈夫
志賀 明
樋口 七郎
奏 志 朗
稲葉
浅治
市井
雅敏
高橋 満子
鈴木 びん子

次回（第１４８回）の題
「似て非なるものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
2013 年 5 月 10 日ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺
☆
☆
☆
☆
☆

－甘辛都々逸ほのぼのランド－

あまり力まず 時代の風に 乗って戯れ 歌を詠む
「株」とゴルフに おカブを取られ 都々逸時どき 吃りがち
労をねぎらう 上手な言葉 やはり日本語 「ありがとう」
１９日って「トオキュ」の日か 朝から特売 主婦の列
枯れた蔦など つかまりながら 琉球朝顔 もう新芽
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稲葉浅治＠東京都文京区

川柳「空」

傘持たぬ子を案じてる空模様

予報より母の空見がよく当たる
変心を秋空に責押し付ける

大石脩＠京都市

青空へ夢と希望のシャボン玉
お袋を想いださせる青い空

ダジャ連発！！！

「花粉症の方ってさ、意外と三味線上手いんよ」
「なんで？」
「クシャミよく出るからよ」

「一瞬ピキーンとひらめくことってあるでしょ」
「ゼンゼン」
「ほんとに無いん？」
「うん、君あるん？」
「勿論よ、ヒラメ食うことあるじゃない！」

「ねぇ、ちょっと笑わせてよう！」
「うーん、そうさなぁ、まぁひとつ『ラ王』を食べなよ」
「なんで？」
「美味いので笑王！」
「アララ、日清食品のＣＭにはまってるーーー」

「お兄ちゃん、暴飲暴食はダメよ！」
｛ボイン望触！｝
｛ボイン忙触｝
「解ってるよ」

アナグラム遊びの元語は何だったんでしょう？

若狭芳生＠鎌倉市

元語

→

アナグラム

八重の桜（やえのさくら）

→

円安株高（えんやすかぶだか）

→

ブス八重果敢だ （ぶすやえかかんだ）

ジャンヌダルク

→

ＪＡＬ抜くんだ（じゃるぬくんだ）

大河ドラマ（たいがどらま）

→

土間が平（どまがたいら） 窓が平（まどがたいら）

香野好勇（好太）

桜の絵や！（さくらのえや）

がん者川柳（好太川柳転じ）

車椅子押してるつもりが引っ張られ

定年後会社通いが病院に

酒飲まず酔ボケ出来る歳になり

今のとこいたって元気ガン以外

俺のガン黄昏時に飛ぶのかな～

初体験ガンと共生手術待ち

酒を断つ代打で老妻杯を持ち

酒美味い人生愉快と俺誤解

ガンになる笑劇人生躍りでる
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高木正明

コミックどどいつ瓦版

喜寿祝い

よわい七七 後期と呼ばれ 開き直りの 高齢者
よわい七七 忘れっぽくて アレだソレだと 済ます老い
よわい七七 白ばっくれて ボケの振りやら 生返事
よわい七七 馬齢を重ね 恥ドジ重ねて 暮らす日々
よわい七七 身辺整理 ガラクタだらけも 捨てられず
よわい七七 気付いていても 身から出た錆 加齢臭
よわい七七 病院通い 歯科に眼科に 整形科
よわい七七 もうすぐ傘壽 足腰鍛えて もう一歩
よわい七七 縁者が集い 今日は楽しい 喜寿祝い

《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

アベノミクス矢 次々射掛け 四方八方 矢継ぎ早
カモにされそう ＴＰＰに 罠や仕掛けや 落とし穴
辺野古埋め立て 基地化を謀り 奇知も頓知も ない政治
休戦協定 破棄して虚勢 やたら噛みつく 北の国
黄砂・微粒子・花粉に悩む くしゃみ・鼻水・目の痒み
正規だけだよ 賃金アップ パート・バイトは カヤの外
道徳教育 どう説くのやら 先ずはハレンチ教師から
早い開花に 慌てる業者 催事に露店に弁当屋
組織ぐるみで 全柔連が 騙し盗ってた 助成金
松山カオリ

カオリエッセイ

花びらの小道

東京の桜が、3 月の中旬に開花というニュースを耳にした時、私は以前住んでいた東京のマン
ションの前の道で、眺めた風景を思い出しました。
桜の季節も終ろうとしていた頃、外出しようと玄関に立ったら、目の前に桜色の絨毯が広がっ
ていました。道の向かい側には、桜の木が１０本位植えられ、伸び伸びと枝葉を広げていたので、
風に吹かれた花びらが、一晩かけて小道一杯に敷き詰められたようです。表通りに出るまでの数
十メートルを、夢のような気分で歩いたことをよく覚えています。
現在住む福島の道には、その絨毯はありません。代わりに敷き詰められているのは、セシウム
…なんてことがありませんように！
野本浩一

お洒落日記【奥方から聞いた泣きたくなる話】

３月１６日、渋谷の JTB で家内と待ち合わせた。待ち合わせ時刻１５時の１０分ほど前に到着
したので、接客担当の男性に「連れがもうすぐ来ます。中で待たせて貰いますので、案内を頼み
ます」と、無駄口は叩かずにきちんとした挨拶をして印象を良くしておこうと努めた。
程なくして家内がにこにこ笑いながら私が座っている席までやって来た。
「
『お父様は、あちらでお待ちです』って言われちゃったわ」
＊わが奥方が若く見られたのか否かは今もって不明。
いつまでもあると思うな黒い髪 白髪残ればいいんじゃないの
白髪は三千丈の悩みあり 黒く染めても悩みは消えぬ
六十はまだまだ若いと思うけど アフリカあたりじゃ曾爺さんかも
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門口 泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）脱税でマネービルはお手のもの
丸源社長
２）セブンイレブンイイミブン
ベア企業社員
３）賞与花よとおだてられ
自動車業界
４）東京承知しましたの結論が欲しい
猪瀬知事
５）長生きにひかれて善光寺参り
６）基地の島 不満も肥満も 高止まり
７）足の速い剣豪を剣客（健脚）という
８）負けるのも一緒の日米協調路線だ
ＷＢＣ
９）おお無効から憲法違反の声がかかった
１０）乱取りは日常やっていることだ
助成金不正受給
１１）伊勢佐木町と池袋がつながったわ
青江三奈
信用亭 駒公（佐藤 忠恕）
○ 世相都々逸 no.15
純情編
① 昔の彼女と ばったり会えば 積もる話に 時忘れ
② 昔の彼女と ばったり会えば 切ない思い出 蘇る
茫然編

③ 昔の彼女と ばったり会えば 上司の妻と なっていた
④ 昔の彼女と ばったり会えば 借りてた金の 催促が

がっかり編

⑤ 昔の彼女と ばったり会えば 当時の面影 今いずこ
⑥ 昔の彼女と ばったり会えば あなたも良い人 見つけてと

復縁編

⑦ 昔の彼女と ばったり会えば 焼けぼっくいに 火がついた
⑧ 昔の彼女と ばったり会えば ともにバツイチ すぐメール

ドッキリ編

⑨ 昔の彼女と ばったり会えば 連れている子は 俺似かも
⑩ 昔の彼女と ばったり会えば 熱い瞳で 見つめられ

今は平和だ編

⑪ 昔の彼女と ばったり会えば 親の忠告 今解り
⑫ 昔の彼女と ばったり会えば 彼女の母に 生き写し

片岡 隆

嗤いものですが、何か？ スプラスティック（ドタバタ劇）

☆テーマ：集合住宅を舞台にした追跡劇（ドタバタ劇）
廊下から玄関へ入り、室内を通過してべランダへ抜け隣戸へ移る。室内を通過し、玄関から廊
下へ、そしてその隣戸へ玄関から入る。これを繰り返す。各戸の生活パターンや特殊事情にバラ
エティを持たせ、その極端ぶりを笑う。各戸の例は、以下のとおり。
1.犬だらけ。 2.耄碌夫妻食事中。 3.30 人位の子だくさん。 4.夫婦喧嘩で物が飛び交う。
5.テレビに夢中で侵入者に気が付かない。 6.ごみ屋敷で歩く隙間がない。 7.火事で逃げ惑う。
8.くさやの干物を焼いて臭くて息ができない。 9.部屋中洗濯が干してあり見通しがきかない。
10.強盗が家人をピストルで脅している。 11.立錐の余地なく立食パーティをしている。
12.やくざ同士が大勢で刀を抜いてにらみ合っている。
☆テーマ：二人で交代に社長する会社
二人の男が「会社に入社し、社長になり、突然やめる」ことを交互に 5 回位ずつ繰り返す。や
めた社長が暫くすると次の仕事で挫折する。行き場がなく、前の会社で採用面接を受け入社する。
暫くするとその時の社長が突然辞めるので、その後を継いで社長に就任する。暫くすると、やめ
た社長が、採用面接に来る。これを繰り返す。採用面接の場で、退職後の新しい仕事とその挫折
を面白おかしく語らせる。
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藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、膝」＜解体新笑シリーズ＞

江戸仕草こぶし一つの膝送り
活気づくスカイツリーのお膝元
石段の長さを嘆く老いた膝
読経の長さに膝が悲鳴上げ
お座敷の膝が喜ぶ掘り炬燵
美味い話膝乗り出して騙される
膝正し借金話切り出され
平井幸雄

スカートもアベノミクスで膝を見せ
膝頭オヤジの視線いやと言う
赤チンキいつも塗ってた膝小僧
膝小僧抱えられないメタボ腹
地震かと貧乏ゆすりの膝叱る
喜んで膝に来るのはペットだけ
新しいジョークひらめき膝を打つ

ヒライワールド スペシャル

あなたのそばでそばを食いながらそばのことであそばないか？
老舗薮蕎麦の店が焼けた。老舗だけにそばや汁の味にもこだわりがあり美味くて値段も高い。
値の高え〜薮焼〜けたのね（ねのたけ～やぶや～けたのね）と回文になる。薮蕎麦の早い回復
を・・・祈る。千代田区九段学習館主催で、４月に「落語と蕎麦から見る江戸しぐさ」という
講座を、圓王師匠と蕎麦屋「更科」主人と実施する。私も十八番の「時そば」を一席演ずる。
そこで、蕎麦に関する薀蓄をいろいろと調べてみた。

奥村篤史

生活変わったスポーツセンターのお蔭 スポーツ漬けです洒落日記

スポーツジム入会

☆ジム入会すっかり変わったアッシー生活 事務中心から 今ジム中心
☆元を取るため毎日参加 参加参加でちょと惨禍・・・足腰痛てて！
強弱色々10 種の体操
☆リズム体操にリズムがあわずに 汗は汗でも冷や汗ばかり
「ターゲット腹筋」
☆ジムのおすすめ狙いはお腹 皆も共鳴 いつも満員
洋楽で踊る「ＺＵＭＭＢＡ」 ☆古希のアッシーダンサー気分 楽しく踊って痛てて足腰！・・・アッシーが踊る
と阿波踊りになるがこんな経験できただけで入会価値あり
エキサイトエアロは最強 ☆ついて行けるは前半のみよ 後半戦はエ―ヨロッ！エアロ？！
「ステップ台３０」
☆意外にきつい階段の上り下り 止めよステップ３０ストップ３０
「シェイブボクシング」 ☆その名の通りワンツーボクシング ジャブやアッパー、カウンターパンチ
「バランスボール」
☆お尻やお腹で玉乗り遊びができた 出来ない足での玉乗り遊び
「スローヨガ」
☆ヨガもヨガなと経験したが人気は遅いね スローヨガ・・僕には良い経験
水中体操 3 種目
☆泳げる人には泳ぐが 1 番 目標１ｋ２ｋ３ｋ？
水中ウオーク人気
☆歩けぬ人も歩ける水中 2 時間 3 時間ウオーク 苦はなし
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笑門亭来福(西川信治)

世相呆談

政治呆談

・iPS 細胞関連研究費 日本は 3,200 億円、米国はなんと 3 兆円
→たまげたな第三の矢と銃弾の差
・政治家は国民の声に左右されてはならない
→国民の声=新聞は時として大きな間違いをする。
（
「国家の品格」藤原正彦）
・改革は必ずしも改善ではなく改悪
→教育改革の初等英語教育はナンセンスそんな暇があったら国語と算数を徹底すべき。
（同上）
・日本に帰化したキーンドナルド（鬼怒鳴門）さんの「スポーツはゲームです。
一番の人が偉い人ではないし、立派な人でもない」は正しかった。
→キーンさんの言われた「武士道精神」こそ大切。
・中学校剣道部の外部指導者が生徒を殴る、蹴るが発覚→「おーいたい」
（大分市教育委員会）
・江の島「トンビ」被害。TV インタビュー中に手に持ったコロッケをさらわれる。
→やいトンビコロッケ代を返してくれ。
トンビに「油揚げ進上」
（♪）
してた時代が懐かしい・・。
・89 才のラブレターの本屋「本の無い人生なんて鍵盤の無いピアノですよ」
→「・・入れ歯の無い老人ですよ」でなくて耳が痛い。
・振り込め詐欺の巧妙化で新しい名前を募集（警視庁）
→詐欺師にアイデアを募集すれば手っ取り早いのだが・・・。
上の空組 印南博之
大 娯 解
♪ 東京に五輪を呼びこむぞ
ＩＯＣの委員が十四人
観光もどきの会場見わけ
ホステス全員メダリスト
明日にも開けるマドリード 地下鉄通じたイスタンブール
はたして決まるか江戸の夏
やきもき腕組む石原さん
らめちゃんたら ぎっちょんちょんで パイノパイノパイ
江戸っ子とパナナでフライフライフライ
（パイノパイノパイ節）
［ことわざ諧釈］
①
また仮病をつかいやがったな
（ケガの巧妙）
②
郷に嫁いだら郷に従え
（郷に入ったら郷に従え）
③
「なんでも作りまっせ」工房も筆を選ばず
（弘法は筆を選ばず）
④
うなぎ絶滅して養殖栄える カナ？
（絞兎死して走狗煮らる）
⑤
健全なカップルは健全なホテルに宿る
（健全な精神は 健全な身体に宿る）
⑥ マナティー（ジュゴン）も象の内
（こうもりも鳥の内）
曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

世間は一体 どないなってまんねん

・残念だ ＷＢＣ Ｖのがす 井端ひとりが 男を上げる
・ターミナル シンボルだった 渋谷駅 ついに無くなり 地下に埋没
・直通で 横浜からは 飯能へ 川越までも 地下で近づく
・200 系 新幹線の 最古参 多数見送り 黄泉の旅へと
・早々と 桜満開 願うのは 咲いててほしい 入学式に
・日銀は 白から黒へ 様変わり 金融緩和 白か黒かは
・ＴＰＰ ついにやるぞと 決断し これから先は やあべぃでないか
・オープン戦 目玉にされた 大谷は 投か打か守か どれがおうたに
・年金で 生活する人 不安増え 年金が減り 物価が上がる
・白鵬が 大鵬にむけ 黙祷を 時間イライラ ＮＨＫ
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一ノ瀬善秋 （シャレクスピア・洒落久寿飛夜）

４ツの被害

東日本大震災で３ツの被害（地震・津波・放射能）が言われているが「風評被害」で４ツである。
復興応援ツアーを組んで福島いわき市の３か所を訪問した。
すっかり家が流された跡、土台の上に立って、休日だが町の課長さんが説明してくれた。黙祷、
心打たれる話だった。建てられた市場で魚、干物、菓子などを求めて、バスにつみこんだ。帰途
みな静かで、沈黙が続いた。８０人が参加、
町会長が「見てきて風評は、話して風評で消しましょう」と挨拶をした。
東京へ帰り、バスを下りると、満開の桜、隣に座った人と近くの椅子に座って、感想を語る。
コンビニでビールを買う。年齢確認「２０歳以上ですか、いいえ以下です、記憶力が・」「ふく
ろはいりません、胃袋にいれます」と小さく笑った。
神代京子

おりこみ『写真はめ字』

絢

や

は

華

春

を

ま

な

麗

山

き

ぶ

ふ

な

は

そ

き

ぶ

碧

微

う

も

き

空

風

佐藤 俊一

２０１３年 皐月

の

可

さ

春

か

紡

夢

は

か

と

し

愛

く

め

ぜ

い

の

な

に

き

ろ

い

ら

く

さ

だ

か

い

な

は

い

乙

い

街

や

帯

け

か

が

し

肌

女

ろ

は

か

よ

ら

だ

れ

ず

アイ・マイ都々逸 川越風味

●春景色

【花の重みで 枝垂れる桜 わたし花粉で はな垂れる】
【花はまんかい 酒のまんかい なにが気（木）になる ひまんかい?】
【花粉症 知らなかったら 気のせいだけど 知って発症 木のせいだ】
【不振不調は花粉のせいよ すべて転嫁のてんかふん】
（漢字は「天花粉」なのか！）
【杉の花粉に pm2・５ とんでもないもの とんではる】
（とんでもない春だわ）
【杉が過ぎても ヒノキの舞台 はなの悲劇は まだ続く】
（は～くしょん！）
【モヤと黄砂で 景色がかすむ かすみとれたら 春が済み】
【春のさきぶれ 気（黄）になる堤 咲いた菜の花 なんの花】
【お尻青くて クチバシ黄色 巣立ちの前の 青い鳥】
（推定年齢：青二才）
【忠義一途よ 上司の前じゃ ネコをかぶって イヌになる】
【恋をした頃 かぶったネコが いまじゃ大きな トラになり】
【寒のもどりで 引っ込む春に 腹は出もどり 引っ込まず】
【寒のもどりが こたえる身にも 明日の人生 こたえなし】
●春：今昔 【春はめぐりて 来し方思う わが世の春は まだはるか】
（と思ってた昔）
【春はめぐれど 腰肩重い わが身のハリに また貼るか】
（これが今）
【寝顔見たいと 口説いたくせに 今じゃイビキで 寝られない】
【寝かせないぞと 口説かれたけど ホントいびきで 寝られない】
●飼ってたイノシシが遁走（岐阜）
【山を目指して イノシシとんずら 車に猪突 もうしんだ!?】
●サッカー
【いにしえのケルトの国で 香川のファンは しんじけるとを 待っている】
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米岡泰
◎

「時事川柳」
①
②
③
④
⑤

◎

南亭琴内氏のどんでん返し６０

ありがとう 流星撃破の 宇宙人
午後テレビ 殺人、不倫、アホ・クイズ
TPP 呉越同舟 猿芝居
飽食の テレビ小屋には 豚タレント
原発 大停電して ネズミ一匹

「ミステリー劇場にて」

話題の新作ミステリーの初演を見るため、劇場にやって来た老人が案内係に
「ワシは昔からのミステリーファンでな、今日を楽しみにしとったんだが、こんなに後ろの席では、筋も分
らんし、謎解きも出来ん。チップをはずむから、もっと良い席を探してくれんか？」
「少々お待ちを!」案内係は支配人にも相談して、何とか前から２列目の空席を見付けた。開演３分前、老人
を導いて
「ここで如何でしょう？」「でかした！これはチップだ！」と呉れたのは何と 25￠玉「！」案内係はこれを
見て、老人にそっと囁いた
「部屋にあった蝋燭立てで殺ったんですよ。執事が」「！？×」

柴本和夫

言葉の比較

世相放言

言 葉 の 研 究
・イタリアは、【白い煙】とコンクラ-ベ

日本では、【黄い砂】とコンクラベ

・詐欺の手法 昔： 錬金術 今： 年金の運用術
・昔： 死んだはずだよ、おトミさん 今： 姑さんだよ、おトメさん
・ためして○○
ガッテン（うまくいった時） ⇔ バッテン（失敗した時）
・プロジェクトＸ
エックス（うまくいった時） ⇔ ペケ／バツ（失敗した時）
【悠久】のクルーズの旅と【古代】○○10 日間の旅！【一生】に一度の旅：
【有給】の旅が一番だね、でもこれが【誇大】広告なら、【一笑】の旅

最近は、言うらしい・・・【イウラシア】大陸
① 「いいと思います」はと言わずに、「いいとも！」と言うらしい
② 「いいね！」と言わずに、「いいね！」とクリックして言うらしい
③ 「いつやるの？」と聞くと、「今でしょう！」と言うらしい（東進スクール講師）
安倍首相にＴＰＰはいつ参加するの？と聞いたなら
安倍さんは「今でしょう！」と言うらしい

息子の結婚式（3 月 24 日）・・・・・両家を代表しての挨拶
実録：花嫁の笑顔
改めて、花嫁の笑顔をご覧ください。
≪サクラ≫の花のように、満開の≪笑顔≫です。
≪サクラ≫と≪笑顔≫はいつ咲くのでしょう？ それは、今でしょう！ 今日でしょう！
ここで一句・・・『花嫁の～笑顔が今日の～引出物』
【花嫁のお父さん】・・・ご【安心】ください。この笑顔は柴本家で咲き続けます。
【ご列席の皆様】・・・ご【了承】ください。この引出物はお持ち帰りできません。
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★2013 年 3 月例会：3 月 27 日＠神田公園区民館・内神田集会室洋室 18 名
片岡隆・野本浩一・高木正明・曽田英夫・佐藤俊一・阿部浩・佐藤忠恕・松山カオリ・門口泰宣・
印南博之・平井幸雄・柴本和夫・藤井敬三・一ノ瀬善秋・神代京子・米岡泰・西川信治・奥村篤史
＊昨年９月から利用してきました神田公園区民館・内神田集会室洋室の利用は、３月例会が最後となり
ました。名残惜しい気がしますが、またいつの日か利用させて頂くことがあるかも知れません。
会場が違うと例会の雰囲気も幾分変わるのものだと思いました。
＊二次会の場所は、これまで通り鎌倉河岸ビルＢ１の「島ひで」です。よろしくお願い致します。

浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺さんから出身校、高知工業高校の創立百周年誌に掲載された同氏
の思い出話「焼け跡からの出発 どどいつ達磨人生抄」のコピーが送られて来ました。
伝笑鳩に掲載はしておりませんが、ジョークサロンＨＰを見て頂きますと、都々逸を交え
た作品を読むことができます。閲覧可能な方は、是非お楽しみ下さい。
「ジョークの宝箱」在庫僅少です。「いつ買うべきか？」「今でしょう！」
申し込みは変集鳥までメール・郵便・ファックス等でお願いします。千円しかせんえんです。
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。

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００
5 月 22 日（水）千代田スポーツセンター７Ｆ第２集会室です。
6 月 26 日（水）千代田スポーツセンターの予定
7 月 24 日（水）千代田スポーツセンターの予定
以降 8 月 28 日、9 月 25 日、10 月 23 日・・・です。
＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2013 年 3 月 19 日～4 月 15 日
埼玉県：古澤史水、田中庸浩
千葉県：田中清咊
東京都：市井雅敏、青木孝
京都府：大石脩
◆カンパ＆送付打切 松岡弘一、梅澤龍吉

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。
伝笑鳩 No.283 発行 2013.4.24
変集鳥・・・野本浩一
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
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