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＊＊＊＊＊＊２０１３年６月 No.２８４＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 みなさんゴールデンウィークは楽しみましたか。 

今年の傾向はかつて流行した「安・近・短」に戻ったよう 

だという声もありました。国内各地で、ゆるキャラと  

一緒になって遊ぶのが人気のイベントになっています。 

 お財布が少しゆるくなると景気が回復すると言われま

すが、そのためにはちょっと高齢という方々の奮発が 

必要です。元気を出して遊びに行きましょう。 

 

 「高齢になりましたので新聞・雑誌が読めなくなりました。伝笑鳩も読めませんので、残念ですが 

中断です」と書かれた手紙・葉書が届いてます。９４才の稲垣元博さんも残念ながら中断です。 

 本当に長い間のご愛読ありがとうございました。御礼申し上げます。 

 とは言え、高齢化による中断が恒例になるのは淋しいものです。 

 できるだけ遠くを見ながら、目をパチパチさせて、視力回復をはかりましょう。お願いします。 

 ＊次号は原稿受付の〆切が早くなります。お便り・作品は６月３日までに送って下さい。 

 

 今月は神山徹さんの特別寄稿を掲載しましたので、同人各位の作品や投稿をかなり割愛しました。 

 

気晴亭 加藤勝彦＠名古屋市   伝笑鳩 ご恵送ありがとうございます。 

私のダジャレの師匠が先日家族でみえました。今迄の伝笑鳩を見せながらおしゃべり。シャーベット

を出しました。「そんなに しゃべっと らんと・・・」名古屋弁？で しゃべってないで・・・。 

 

永林寺住職 佐藤憲雄＠新潟県魚沼市    本日は伝笑鳩五月号ありがとうございました。 

嬉しく楽しく毎号拝しています。元気がでます   合掌 

 

青木孝＠東京都町田市    １０頁にわたる作品群にいつもながら圧倒されます。 

沢山の方々の成果の集大成だからと納得しています。 

 ［柴本さんの言葉の研究］“ご出席の皆様、ご了承下さい。この引出物は お持ち帰りできません” 

（花嫁の笑顔が今日の引出物）とてもステキなスピーチです。良い季節をおすごし下さい 

 

瀧口庸行＠東京都品川区   いつも楽しいジョークサロン拝領有難くお礼申し上げます。 

 よくもまああとから後から日本人の智慧が生まれるとは恐れ多くも賢こくも腹をかかずして読む事

が出来ません。変集鳥のご苦労に感謝のことばもありません。この会には石井志津夫氏のご紹介から始

まりました。 青木孝さん 柏谷道雄さん 永林寺の佐藤憲雄住職達は小生の友人達です 

 

 初夏の風 受けて泳ぐ 鯉のぼり 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】 

       

く 冬 あ 夏 春 

き す き は は 

ら ば は き あ 

め る ば り さ 

く 白 ら 雨 露 

 
HP訪問者が1430名を超えました！ 

（2013年5月11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。 

おりこみ 

はめ字 

 

 

市川市／ 

神代京子 
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 選者からのお願い：①同案多数は没です。②住所・氏名を必ず記入方、署名なしは困ります。③案は３つ

程度に絞って投稿下さい。多すぎると他者と重なり没です。④面白いか否か、自問自答し「よし！」と思っ

たものを投稿して下さい。⑤「作品本位」の選考です。他のジャンルの実績 PR は無意味です。⑥締切日を

厳守方。FAXの利用をおすすめします。⑦到着作品はできる限り掲載しますが、意味不明分は不掲載です。 

       

 

自筆の書と空海の書              品川区  瀧口 庸行 

遠慮と辞退                  千葉市  岡部 千代松 

イスラムとイスラエル            鎌倉市  浜田 頓坊 

ハシブト烏とハシボソ烏           川越市  石原 義三  

懐石料理と会席料理             渋谷区  樋口 七郎 

戦災後と震災後              横須賀市  山中 静代 

八重の桜と屋台のさくら           松戸市  海郷 達人 

ホッチキスと爪切り             板橋区  植竹 団扇 

中央公論と婦人公論             横浜市  鈴木  びん子 

雁もどき                  鎌倉市   志賀 明 

アザラシとオットセイ            岩手県  片山 敦夫 

医科歯科と噺家               横浜市  阿部 浩 

変人と恋人                 大田区  高 栄子 

ノンアルコールビール            船橋市  川田 又一 

五ツ子                   文京区  稲葉 浅治 

花瓶と尿瓶               さいたま市  奏 志 朗 

ピーマンとパプリカ             荒川区  藤野 哲康 

正社員と派遣社員              福島市  松山 カオリ 

つれないあなたと釣れないあなた      世田谷区  奥苑 順子 

トラベルとトラブル            相模原市  河原 久治 

ソーメンとヒヤムギ             中央区  田中 昌子 

「にぎり」と「おにぎり」          稲城市  藤井 敬三 

 
次回（第１４９回）の題          「音はすれども姿が見えないものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2013年6月2日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

◎ものすごく早いのでご注意下さい！ （次号変集の都合で〆切が早くなりました） 

秀逸 

 

エディット・ピアフとエビ・ピラフ  大田区  野本 浩一 

【評】文句なしにおかしい。脱帽。 

入選 

 

オレオレ詐欺の息子             伊勢原市  武井 美雄 

イケメンとイクメン             世田谷区  三浦 邦夫 

英語と米語                  京都市  牟禮 丈夫 

勝ち取った民主主義と与えられた民主主義  さいたま市  高木 正明 

影武者                      所沢市  北沢 正嗣 

佳作 
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特別寄稿 「日曜随筆」掲載原稿     ＊伝笑鳩の発行部数は400部です。 
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神代京子    おりこみ『写真はめ字』  ２０１３年 水無月  

 

     

    

 

 松山カオリ  カオリエッセイ     まぼろしの船 

                   

 先日地元福島市のギャラリーで、「失われた風景」と題した展覧会を観ました。絵の題材は、

福島県内の美しい沿岸に広がるのどかな漁村の風景や、漁港にたたずむ漁船の姿。描かれた水彩

画ニ十数点はどれも、心に残るやさしさがありました。後で聞いてみると、それらの漁船はすべ

て二年前の津波で、流されてしまったそうです。持ち主の方たちの悲しみを考えると、言葉もあ

りません。 

数日前、「津波が運んだ魚」というニュースを目にしました。米国オレゴン州の水族館の水槽

に、日本が生息地のはずの黒白縞柄の「いしだい」が泳いでいます。 

津波で岩手県の浜から流失した漁船が、太平洋を二年間さまよった末に、かの地に流れ着き、

えさ箱に入っていたいしだいは、生き延びたのだとのこと。今では異国の水族館で、子どもたち

に珍しがられているそうです。津波に翻弄されたのは、どうやら人間だけではないようですが、

元気に泳ぐいしだいの姿に、ちょっとほっとさせられました。 

 

高畑傳    病気と妙薬  ｊｙｏ－ｋｕ判 高畑 傳 

       （病名）   （妙薬）    （文献） 

 「加齢です」 カレーを食べよ アユルベーダ 

  「抗原病」 「高原列車に乗れ」   交通公社  

「心臓病」 ご新造さんをラブせよ 貝原 益軒  ［養生訓］  

 「腎臓病」 人造パールを買うな   御木本翁 

 「脳梗塞」  スピード落とせ    交通警察 

「足の脚気」 駆け足禁止      体育協会 

 「肋膜」 歌舞伎６段目を見よ    歌舞伎座 

  「痔病」   写経に励め       仏教協会    

         

片山敦夫＠岩手県                 

少しだけニヤリ  

 

 

大石脩＠京都市               

ダジャレ一発！！！ 

 

 

稲葉浅治＠東京都文京区   川柳「笑う」   卒業式昔泣いてた今笑い 

    よく笑いよく食べよく寝ニキビ顔    笑い過ぎ目から涙がこぼれてる      

場 さ は 重 哀 

麗 く る な れ 

し ら あ る は 

若 の ら 水 な 

駒 馬 し 面 弁 

の い め か あ 

ま と に ぜ や 

ば お あ に め 

ゆ し お 揺 皐 

さ 命 ば れ 月 

アップルが電子書籍 

つい、指をなめた  

 ―高齢愛読者 

 

◇昨日、動物園でワニが遊んでいるのを見たわ 

◆ワニはどうやって遊ぶのだろう？ 

◇輪になって遊ぶの 

欲しいもの 

昔―クルマ   

今―内定   －若者 
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海郷達人         コント：突然 靴が破れたとき 

1．私の靴が破れたとき：ワイフと家の近くのスーパーに買い物に出かけたとき。 

私が履いていた靴の右の片方が突然パカッとワニのように口を開けたのです。サー、困った。

これでは右は裸足で歩くしかないか。ぴょっこんぴょっこん何とも情けない歩き方を想像しまし

た。しかし、ワイフがすぐに機転を利かせてくれたのです。ワイフは、丁度通りかかった薬屋さ

んに入りました。なんと絆創膏を買ってきたのです。ワイフは、この絆創膏3枚で開いたワニの

口を塞いでくれました。それで、家まで何の問題もなくすたすた歩くことができました。 

2．ワイフの靴が破れたとき：ワイフと日本橋のデパートに買い物に出かけたとき。 

エスカレーターで2階にかかったところ、ワイフが履いていた靴の右の片方のヒールが突然ポ

コッと取れたのです。サー、困った。これでは右足ヒールなしで歩くしかないか。ポッコンポッ

コン何とも情けない歩き方を想像しました。しかし、ワイフにはいつも幸運が付いています。丁

度、高級婦人靴売り場の前だったのです。ワイフは、すぐにその売り場に入り、気に入った靴を

手に入れました。おニューの靴を履き、何事もなかったかのように目的の階に向かいました。 

・・・・・・・うーん、この差は何なのだ。 

高木正明   コミックどどいつ瓦版《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  
★アベノミクスで 円・株効果 庶民の懐 寒いまま  
★栄誉賞なら あいまい基準 時の総理の 腹の虫  
★今の憂いは 改憲よりも 原発事故処理 汚染処理  

★市長選挙で 惨敗・維新 橋下カラーが ぼけはじめ  
★北の悪ガキ 過激な威嚇 ミサイル脅しの 虚言癖  
★銃の規制が 廃案されて 恥と嘆いているオバマ  

★患者が苦しむ 水俣病を いまだ司法が もてあそぶ  
★待機幼児や 詰込み保育 ママの苛立ち ままならず  
★将棋ソフトが ますます進化 三浦八段 凹ませる  

★あの手この手で 詐欺師も進化 オレオレ・振り込め・なりすまし  
★時に毒入り うっかり食えぬ 怖い中国産食材  
★食の安全 消費や賞味 よりも汚染の無い保証  

 
曽田英夫    狂歌ＮＥＷ門   川柳に7と7を足したなら 

  
  虎とサイ ライオン迫る 夢がさめ さらなる怖さ 妻が迫って 

ネオン街 彩りに舞う 夜の蝶 こちらは夜に 咲く金の花  
前夜酒 朝はへこんで 夜も酒 明日朝へこみ 夜には酒宴 
朝ラッシュ 立ったまま寢る 技磨く 時に吊り革 手から外れて 
出世する あいつとの差は ごますりか すりばち使い ごますってみる   

ストレスで 腹が痛くて 元気出ず 飲み会やれば 痛さ吹っ飛ぶ 
ハゲ頭 何処が額か 頭やら 叩いてみれば 出る音違う 

読書好き 金を注いだ 床抜けた こんどは床に 金を注いで 
連休で 道路情報 家で聞く 出て行かなくて 良かったと言い  

 
香野好勇（好太）   がん者川柳   寝遅れた病棟深夜動物園 
 

点滴棒仇の様に付いて来る     半世紀経ってワインが毒と知る 
マスクマン溢れる病院笑いなし   病院の時計はゆったり時刻み 
 

浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺  －甘辛都々逸ほのぼのランド－ <アベノミクスで盛り上がるか景気> 

 気分高揚 景気も元気 日本経済 五月晴れ 

   ゴルフ都々逸 二足のわらじ 「株」も賑わい 三つ巴 
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柴本和夫      言 葉 の 研 究  昔は○○、今は○○  

散歩の今昔 

中年時代は・・・・ハツラツとした、ちい散歩 老年時代は・・・ヨボヨボとした、じい散歩 

カミナリおやじの意味 

昔は、こわい父親 ⇒ カミナリが落ちる 今は、だらしない父親 ⇒ ゴロゴロしている 

文通から二世誕生まで 

文通・・・昔は、ペンフレンド・伝言板だった。今は、メル友・携帯メール。 

婚約・・・昔は、いいなづけと呼んだ。 今は、フィアンセとカタカナで呼ぶ 

二世・・・昔は、混血と呼んだ。 今は、ハーフと呼ぶ・・・動物学的には雑種？ 

黒田節に酔いしれる 

   昔は、酒は飲め飲め飲むならば。 今は、株は買え買え買うならば。 

       （ウハウハの人：アベノミクス、騙された人：詐欺のミクス）      

    （野球のヤンキースからは、黒田【武士】も聞こえる） 

 

藤井敬三   ユーモア川柳「ああ、あご」＜解体新笑シリーズ＞ 

頬杖をつかぬとアゴが寂しがる     何の夢見ているのかなアゴ撫でて 

体重は減ったが取れぬ二重あご     近頃の電話はアゴで挟めない 

孫の守り三日目にはあごを出し     綱引きは一斉にアゴ天に向け 

古希過ぎてあごが疲れる歯の治療    恐竜の顎は太古を語りそう 

老いのあごビッグマックが入らない   アントニオ猪木のアゴは武器になる 

ペリカンの下あご欲しいバイキング   会心のジョークを飛ばし顎撫でる 

 

奥村篤史 <アッシー君の 洒落日記>インスタント食品が最近インスタントに大発展！活用できますよ！ 

 

毎日が日曜日の生活。女房から「これから昼食は自分で作ってね。おそば、うどん、ラーメンなどは用意し

ておくから」とのお達し。ラーメン、焼きそば、おそば、ソーメン、うどん、時にスパゲティを作り続けすっかりシ

ェフの域に？・・・よしご飯ものにも挑戦しようとチャーハンや丼物を作り始めました。スーパーの食品売り場も

覗いてみると多数のインスタント食品が並んでいる。しかも昔はインスタントラーメンで代表されるようにからか

らに乾いたものにお湯を入れ3分間待つものばかりでしたが、今は多種多様、温めさえすればそのまま食べ

られるものばかり。しかも 100円ショップにも結構並んでいる。・・・ 

★ チャーハン簡単野菜とお肉炒め ご飯とチャーハンの素入れかき混ぜて終わり 

種類豊富よエビ・カニ・豚に五目、チャーハンとできたよ 25円で 

★ 丼物は親子に卵丼 中華丼などがドンブリドンブリできた！ 

★ お豆腐買ったら賽の目に切り麻婆豆腐の素と混ぜ炒めるだけ・・・意外に美味しい 

★ アッシー大好き麻婆茄子 茄子ちょと高いよ！ 安い茄子ナースか？ 

★ チンジャオロース（青淑肉）なんか名前も知らず？ ピーマン、お肉炒め 素入れて出来上がり 

★ カンシャオシャーレ（干焼蝦仁）をご存じですか知らない知らないでも作れます 

★ エビチリなんかは知ってはいたが エビ買いチリチリ炒めただけで美味しーい！ 

★ 美味しかったぜエビ・カニ雑炊 水を増水し飯入れ煮ただけで 

★ マカロニグラタンミートソース：マカロニ付いてるゆでずにＯＫ 肉・ねぎは追加美味しかった 

ゆでたパスタをまぜねばならぬが 他はいらないナポリタン・・・これもうまかったよ 

★ 豆腐・野菜をフライパンで 5分煎り スンドウブチゲは韓国料理・・・ご飯によくあうよ！ 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）   ○ 世相都々逸no.16 
 
彼女、いつもの営業編 
 あなた好きよと 呑み屋のあの娘

こ

 お願い友達 連れて来て 
 あなた好きよと 呑み屋のあの娘

こ

 今日こそツケを 払ってと 
彼女、単に条件反射だ編 
 あなた好きよと 呑み屋のあの娘

こ

 勘定の時 何時も言う 
 あなた好きよと 呑み屋のあの娘

こ

 お釣り要らぬと 言う度に 
彼女、脈なし編 
 あなた好きよと 呑み屋のあの娘

こ

 兄さんみたいと 釘刺され 
 あなた好きよと 呑み屋のあの娘

こ

 恋の相談 できるから 
最後、夢なら覚めるな編 
 あなた好きよと 呑み屋のあの娘

こ

 夢かと喜びゃ やはり夢 
 あなた好きよと 呑み屋のあの娘

こ

 さーこれからで 目が覚めた 

 

上の空組 印南博之    大 娯 解  「世界諧国名」南北亜米利加編 

 

① 国名書くならカナダ                    （既知）                

② イカがジャマして船進まず       ジャマイカ     （既知）                

③ 急場しのぎ             キューバ         同 

④  配置が悪いと怒鳴られた           ハイチ     同 

⑤ そこに居るのがばーばどす         バーバドス    元英領 

⑥  転んびあぬ前の杖              コロンビア 
 

笑門亭来福(西川信治)      ★ 政治呆談   ☆ 世相呆談  

                                             

★韓・中訪問後来日したケリ―国務長官を岸田外相が食事に招待するも拒否。前代未聞？ 

→ ケリー長官にケリを入れられた外務省 

★アベノソーリが記者会見をすると即株価が上がるらしい 

 → メディア担当秘書官がインサイダー取引にならぬことを祈る。 

☆埼玉県で救急搬送患者が３６回受け入れ拒否で死亡（１月）。医療事故が起きると「正直者は

バカを見る」から  → 社会保険中京病院では万一の場合も「隠さない、逃げない、ごま

かさない」で真実を報告、医師ではなく病院が謝る事により大幅改善。 

☆桂文珍に久し振りに会った人が名前が出て来ず「ちょっと待ってください。今調べますから」

と携帯を調べ始めた。 

→「調べ物は得意だが考える力がない。私に聞けばわかるのに」と嘆き落語を聞くのを推奨。 

 

 

若狭芳生＠鎌倉市      はてな？の数字看板は何屋でしょう。 
 
或る米国の都市庁舎に「４or５」の大看板が架かっていました。＊勿論ジョ－クですが。 
さて、この都市の名前は何でしょう。シカゴが正解です。「４か５」 ですから。 

この調子で３桁のはてな数字を作ってみました。 
 

１０８ 入れ歯 歯医者               ５３８ ごみや 廃品回収業 

２９４ ふくし デイケアサービス          ７５８ なごや（名古屋） 味噌かつ屋 
３３３ ささみ 鶏肉店               ８０８ やおや 八百屋 

４５９ しごく 全柔連               ９４８ くしや 串かつ屋 
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一ノ瀬善秋 （シャレクスピア・洒落久寿飛夜）  蟹が田植を助けた話 

 

 長野県小諸市・浅間山の東南の地に「御影用水」と言う農業用の堰がある。 

水利が不便で、南に広い土地があるが荒野であった。江戸中期に武士をやめて 

農民として新田開発に尽くした柏木家（現在１１代）がある。水が充分に行き 

わたらぬため、場所毎に分水していた。毎年田植時になると蟹が沢山湧き出て 

堤の土手を崩し、いくら修理しても駄目になる場所があった。水がきて田植が 

出来て助かった処があった。名主の柏木家は分水の見張り役として見ぬふりを 

した。農夫の知恵者が蟹の習性を知っていたからだと古老が話した。ここは北 

国街道と中山道の交差する「天領」であった。 

 

佐藤 俊一  do do it’s  アイ・マイ都々逸 川越風味 

 

●平成になって、ずっと不漁だったマイワシが豊漁に。 

【イワシてよ 下等な魚と貶められて だからふりょうになったのよ】 

●英国マーガレット・サッチャー氏逝く 

【鉄の女も 勤続疲労 神のもとへと 去っちゃーった】 

●北のしゅりょう（首領：酒量） 

【記念日に「北の家族」で しゅりょうが進み あたりかまわずクダをまき】 

●佐渡のトキが子育て失敗。 

【恋に走って 家庭を放棄 トキの女房は いくじなし】 

●認知症の女性から弁護士が遺産５億円を贈与されたのは「無効！」の判決。 

【後足で砂かけジジイが ５億ネコババ 知らぬがほっとけぬ こんちくしょう】 

●開業 25周年の瀬戸大橋に亀裂 

【瀬戸の大橋 金属疲労 昔の夢の欠け端よ】 

●国民栄誉賞 

【野茂が搗き イチローこねし 大リーグ餅 先に喰うのは ゴジラです】 

【栄誉賞 ときの総理が あげるものだよ 安倍さん好きに 決めて「えーよ」】 

 

米岡泰           南亭琴内氏のどんでん返し６1             
 

「時事川柳」    日本地下 右往左往の ナマズたち 

           マスクして イアホンしてる メガネマン 

 
  「頭脳明晰な傍観者」 

教授の運転する車がパンクしたのが、ちょうど精神病院の前だった。仕方なく予備タイヤを、
後部トランクから出して来て、ホイール・キャップを外し、タイヤの止めナットをゆるめて、４
個のナットを次々キャップ皿に丁寧に並べて置いた。 
それから新しいタイヤを付け直そうとしていたら、後ろから来た車が路上に置いたホイール・

キャップをはね飛ばして行ってしまった。ナットがなくなってしまったので、教授は困って最寄
のガソリンスタンドまで、助けを呼びに行こうとした。 
この一部始終をフェンスの中から見ていた入院患者の一人が 
「他の３つのタイヤからナットを一つずつ外して新しいタイヤを留めれば良いじゃん。ガソリ

ン・スタンドくらいまでは何とか保つよ」 
「それはナイス・アイデアだ！アンタは本当にここの患者なの？」 
「うん！俺は確かに狂っちゃいるけどね。馬鹿じゃないんだよ」「！？×」 
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門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

 

１）巨人大鵬ビッグエッグ  国民栄誉賞 

２）買い得とよばれた男  本屋大賞 

３）取り敢えず緩和及第  黒田日銀総裁 

４）ネット選挙はクリックの策 

５）人間に勝った全知電脳の将棋ソフト 

６）鮮明な映像のボストンの感心カメラ 

７）正常旗よ永遠なれ   アメリカ 

８）魚釣に 三途の川へ 行ったやら   三国連太郎 

  

片岡 隆    嗤いものですが、何か？ コント特集 

★ 肥満    Ａ：わたし、暇なんですが、出不精です。 

Ｂ：肥満なら、デブ症に決ってるだろう。 

★ デノミ効果 

Ａ：デノミをすれば、兆円とか京円とかが、ただ同然になるんだよ。 

Ｂ：豆腐は一丁円。富士山は山頂円。級長は九兆円。ということか。（ばか丸出し） 

Ａ：例えば、デノミで 1京円を 1円にする。日本の借金は、0.1円となり全ての問題は解決だ。 

Ｂ：でも、俺の給料はそのままにしておいてもらいたい。 

Ａ：いや、0.00000000・・・・0円で、ゴミというか、ただ同然になるのさ。 

 

野本浩一      【伝笑鳩読者の松野参議院議員に捧げる歌】   
                                 
 松野参議を元気つけるための応援メッセージを考えていたら、思い浮かんだ。 

→ いつまでもあると思うな国会議席 無いとおもうな国民の支持     
 ▼織田がつき、羽柴がこねし天下餅、座りしままに食うは徳川   

 → 鳩が獲り 菅がかじった天下餅 食べ終えぬまま差し戻す野田    
▼上からは明治だなどといふけれど 治明（オサマルメイ）と下からは読む 

→ 上からは平成だよといふけれど 成平（ナラヌタイラ）と下からは読む  
▼諸共に哀れと思え勤め人 イモより外に食うものはなし 

→ 諸共に助けておくれ勤め人 保護より外に稼ぐ道なし      
ああ、日本は医療費問題、生活保障問題、非正規雇用問題と難問山積だ。何問あるんだろう。 

 

平井幸雄       鶴亀新解釈  （ＮＥＷヒライ信Vol.2 No.65から） 
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★2013年4月例会：4月24日＠千代田スポーツセンター 19名  

高木正明・野本浩一・曽田英夫・一ノ瀬善秋・阿部浩・平井幸雄・佐藤俊一・米岡泰・神代京子・ 

藤井敬三・片岡隆・奥村篤史・佐藤忠恕・海郷達人・門口泰宣・柴本和夫・高畑傳・印南博之・西川信治 

＊４月から会場が千代田スポーツセンターに戻りました。今回は８Fの和室でした。半年ぶりのスポーツ

センターですが、やはり懐かしく感じます。 

＊二次会会場はスポーツセンターと通りを隔てた鎌倉河岸ビルB1 の「島ひで」です。マスターやスタッ

フの皆さんとも親しく話がはずむのは、有難いことです。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

6月26日（水）千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

7月24日（水）千代田スポーツセンターの予定 

8月28日（水）千代田スポーツセンターの予定 

以降、9月25日、10月23日、11月27日、12月18日です。 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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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。 

次号は都合により、６月３日までに届きましたお便りや作品を掲載します。 

＊先月号に天野秀雄さんのカットが掲載できませんでした。今月はその分も掲載しています。  

「ジョークの宝箱」お陰様で残部数が十数冊になりました。 

小遣いに余裕のある方は是非、変集鳥まで申し出て下さい。タッタの千円です。 
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