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川柳：虫になりたい
（虫に生まれ替わり、歓びを体験したい）

蟻となりまじめにコツコツ働くぞ

きりぎりす遊びほうけてさようなら
蛍火で夜道行く君照らしたい
東京都／片岡隆
＊＊笑いは明日のエネルギー
笑顔一回一日ええ顔＊＊
７月初旬の梅雨明けと同時に暑い日々が続いています。熱中症への注意喚起のニューステロップがテレビで
流れています。皆さんもどうぞ水分補給や炎暑対策を十分に行って下さい。
さて、伝笑鳩の人気コーナー「古文亭南朝選ものは付け」は今回が１５０回目です。秀逸や入選の作者

へ送られる図書カード資金は、選者（神山徹）の個人負担として続いております。本当に有難いこ
とであり、感謝しても感謝しきれないほどです。個人負担の原資は、年金の一部と聞いていますの
で、日本の年金制度が破綻しないように願っております。そのためにも、日本の再生復活が一日も
早く果たされるように祈ります。
石井志津夫＠千葉市
今月も伝笑鳩をありがとうございました。高畑先生も活躍されて
うれしく存じます。又インターネットの方も参加者が増えてお慶び申し上げます。
本日東京の知人から伝笑鳩を購読したい要望あり、伝笑鳩エサ代同封します。
高栄子＠大田区
ジョークサロンのＨＰ（ホームページ）に初めて侵入、到達しました。
今迄、わたしはパソコンが出来なかったんですが、パソコン教室に入会、最初はワード学習、１６時
間で６千字打ち込んでまず冊子用の原稿を作成。
次にインターネット打ち込み、検索を覚え、三度目にＨＰへ侵入というかつながりました。昨夏宴会
の写真に太めの私も載ってました。ものはづけ南朝宗匠の満面の笑みも。案外すぐにＨＰって開けるも
のですね（？）
・・・ という訳で、私にとっては、人生の大事!! すごい事がスタートしたのでご一報
します。これから毎月一度はＨＰに侵入します。皆さんお元気ですか？
嶋田紀之＠杉並区
「ジョークサロン」をいつもありがとうございます。
すみからすみまで毎号楽しく読ませて頂いています。そろそろ切手代が不足しているのではないかと
心配し、とりあえず二年分を送らせて頂きます。
気晴亭・加藤勝彦＠名古屋市
サマースキーでウィングヒルに来ています。
１００ｍ程のウェーブもできました。“伝笑鳩”ありがとうございます。

青木孝＠町田市
『伝笑鳩』ありがとう存じました。内容が大量かつ味わい深い
ため読むのにもかなりの時間がかかります。自分の年を感じる時でもあります。
米岡さんの川柳、いいですね。その他、沢山の迫力ある作品群に、毎度圧倒されています。
ゆっくり時間をかけて、楽しませていただいてます。

夏が来る 強い太陽 せみ時雨 ジョークサロンで おおいに笑おう 【快鳥・曽田英夫】
ジョークサロンのツイッターを開始しまし
た。伝笑鳩で披露した作品や、投稿作品のつ
ぶやきもしています。

ホームページでは、お便りやサロン同人が
例会で披露した作品を笑介しています。
「ジョークサロン」で検索して下さい。
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秀逸

クマのぬいぐるみ

世田谷区

奥苑 順子

【評】捨てましたら 雨の日に「クマちゃん濡れているだろうな」
と娘が泣いていました。

入選

佳作

虎の皮のパンツ
そのうちきっと役に立つ品物
花嫁衣裳
原発のゴミ
やせたらはけるスカート

鎌倉市
所沢市
大田区
横浜市
福島市

伝笑鳩のバックナンバー
シワだらけの紙幣
恩師の写真
使用済の切手
故郷の写真
初任給で買ったスーツ
くさやの塩汁
初恋の古傷
使い馴れた万年筆
頭の中の脳ミソ
小学校の通信簿
日本国憲法
女房
新婚旅行の８ミリ
ラブレター
自分自身
背を向けて去りし人の忘れ物
古本の積ん読書
若い頃の着物
作品が載っている伝笑鳩

横浜市
三鷹市
港区
千葉市
川越市
渋谷区
鎌倉市
世田谷区
船橋市
東久留米市
京都市
松戸市
板橋区
稲城市
荒川区
横須賀市
高知市
さいたま市
横浜市
伊勢原市

志賀 明
北沢 正嗣
高 栄子
阿部 浩
松山 カオリ
加畑 高治
市井 雅敏
柏谷 達雄
岡部 千代松
石原 義三
樋口 七郎
浜田 頓坊
大久保 信子
川田 又一
柴本 和夫
牟禮 丈夫
田中 清咊
植竹 団扇
藤井 敬三
藤野 哲康
山中 静代
高橋 満子
高木 正明
鈴木 びん子
武井 美雄

次回（第１５１回）の題
「涼しく感じるものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
2013 年 8 月 10 日ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈

久保寺るり子＠目黒区
初めてメールいたします。デビュー作品送付します。
一ノ瀬さん、藤井さんとは「ユーモア・スピーチ」でご一緒させていただいています。さらに一ノ瀬さん
とはご近所です。先日「伝笑鳩」６月号と「ジョークサロン」についての丁寧なお手紙を一ノ瀬さんから
いただきました。よろしくお願いいたします。
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久保寺るり子＠目黒区

じぇじぇ！な川柳 「年とれば…」

年とれば 窓際さけて 暗い席
年とれば 食べ放題は ムダと知る

香野好勇（好太）

年とれば 中腰続かず くずおれる
年とれば 飲み放題で あの世行き

がん者川柳

終の道教えるガン病悪くない

ポンポン船脈打ち知らす生還を
痛み止め眠剤カクテル我が寝酒
採血用腕が欲しいなもう一本
極楽はオペ後の初ブロ初洗い

手術後の一発順調祝ッペ
術後水甘露にまさる美味教え
術後食味わい尽くしカスを出す
病院のナースに囲まれ鼻毛のび

若狭芳生＠鎌倉市
回文落語・アベノミクス景気談義
八っつぁん
“ご隠居、「アベノミクスは竦(すく)みのベア」 になっちまって、
給料が逆に減っちまうなんてことにならないでしょうね。
ご隠居
“ほう、八っつぁんかね、ずいぶん回文の腕あげたねぇ。
円安株高の相場だけど、「相場は嘘」 つくかもしれないね。
八っつぁん “「予想は嘘よ」 ですかい？
ご隠居
“いずれにしても、アベノミクスは 「いざ行け経済」 だ。
安倍晋三だけに心臓が頼りよ。”
大石脩＠京都市

ダジャ連発！！！

「サンマって、昔の人達は食さなかったって知
ってた？」
「ふ～～ん、じゃあ誰が？」
「勿論、神サンマよ」
「そう」
ほらえびす（片山敦夫）＠岩手県

「雨欲しい！ほしい」
「でも、うちらにとってもイイじゃない」
「あぁそうか！彼氏にも振られないやん」
「ハハハ・・・こっちから振ろうかな？」

ニヤリ連発！！！

ブラジル大統領、トルコ首相殿
ＤＪポリス派遣しますか －警視庁－

外れ馬券「必要経費」
外れクジは・・・？

ＮＨＫ朝ドラ「あまちゃん」大人気
岩の隙間から見ている
－天照大神－

強硬派大統領

－ファン－

要らん（イラン）
－国民－

浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺
－甘辛都々逸ほのぼのランド－
<鎌倉の夏>
☆ 世界遺産の 登録辞退 それもよいだろ 鎌倉市
☆ 武家では通りが 悪いじゃないか やはり<サムライ> 国際語
☆ 静かな街並み 季節の花に 江ノ電ごとごと 海の風
<河童の季節>
☆ 妹尾河童の 「少年Ｈ」 同じ時代の 夏の空
☆いつのまにやら 「河童」が本名 藤原義江が 名付け親
☆ 龍之介「河童」の中には 常談の字が 冗談じゃなくて これ本当
<どぜうの涙>
☆どぜう総理で イメージダウン 首都の東京 きつい灸
☆東京都内の 柳の下にゃ どぜうの仲間は いなかった
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片岡 隆

嗤いものですが、何か？
虫になりたい
（次は虫さんに生まれ替わり、その歓びを体験したい）
現代俳句の大御所・池田澄子氏の「じゃんけんで負けて蛍に生まれたの」を見て卒倒。
あなたも、以下の名川柳で卒倒してください。

蜂となり 悪人どもを 懲らしむる
ハエとなり 旨し酒肴を 舐め回る
糸みみず 流れにゆだね たゆたうぞ
高畑傳

蚊となりて 大空自由に 飛び回る
みみずにて 土中を深く 探検だ
蚤となり 高く遠くへ 大ジャンプ

歌舞伎名セリフ集８つ

１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位

こいつあ春から縁起がいいわえ
株高で踊る資産家達の乾杯セリフ
知らざあ言って聞かせやしょう
何時までもつかなー 株乱高下
絶景かな、絶景かな
エベレスト山頂での爺様の感激セリ、そして貴方はと問われて、
問われて名乗るもおこがましいが ８〇歳の三浦 雄一郎でござんす。
雉子も鳴かずばうたれまいに
橋本維新の会の副代表の嘆きセリフ
いやさお富、久しぶりだなあ １０００円拾った年金男の再会感激セリフ
しがねえ姿の横綱の土俵入りでござんす
久ぶりに娑婆にでて、見えを切る 堀江 貴文さんのセリフ
８位 しばらく、しばらく
グー作（愚か goo か本人も解らないように工夫した）を持って
ジョークサロンに出席した、誤魔化しセリフ
米岡泰

南亭琴内氏のどんでん返し６2、63

「安産の秘術」
新婚夫妻が初のオメデタとの事で病院へ行った。
医師「最新の精神療法で夫が出産の痛みを分かち合うセラピーがありますが･･･」
夫「妻の痛みが和らぐなら是非！」妻「アナタありがとう！」やがて臨月・陣痛。
医師「20％の痛みを旦那様に回します。如何？」
妻「あら！軽くなったわ」数時間後、
医師「かなり難産ですよ」
夫「麻酔せずに大丈夫です！私が 50％受けますから」妻がまだ痛がるので
夫「先生！私は不思議と余り響かないので 100％にして」妻の痛みは治まり無事に出産。
夫が産院からご機嫌で帰宅すると、玄関脇に牛乳配達夫がノビていた。

「アメリカ人の思い込み」
世界一幸せな男は、
→アメリカの家に住み
→イギリスで給料を貰い
→チャイナの料理を食べ
→ジャパンの妻を貰う

世界一不幸な男は、
→ジャパンの家に住み
→チャイナの給料を貰い
→イギリスの料理を食べ
→アメリカの妻を貰う

「時事川柳」 ・おずおずとアベノミクスについて行く ・お受験も焼場も番号で呼ばれます
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平井幸雄

晴耕雨読

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）

雨アメふれふれもっとふれ 雨の漢字はつゆ知らず

○ 世相都々逸 no.18

夢物語編

女性転んで 助けに行けば 素敵な笑顔が 忘られぬ
女性転んで 助けに行けば それが機縁で 昵懇に

それはないよ編

女性転んで 助けに行けば 相手俺見て 嫌と言う
女性転んで 助けに行けば この人のせいと 叫ばれる

選り好み編

女性転んで 助けに行けば イケ面、目がけ 手を伸ばす
女性転んで 助けに行けば 良い人来ないと 立ち上がる

今のご時世編

女性転んで 助けに行けば 助ける前に 先ず写真
女性転んで 助けに行けば バッグ離さず 怖い顔

俺の好み優先編

女性転んで 助けに行けば 年齢判って 手を離す
女性転んで 助けに行けば 好みじゃなくて 引き返す

予想外の展開編

女性転んで 助けに行けば 後で気がつく スリ被害
女性転んで 助けに行けば なんとお釜で 抱きつかれ
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松山カオリ
カオリエッセイ
琥珀色の百寿
先日「１００歳を祝う会」という集まりに出席しました。
ぜひ長生きの秘訣をお伺いしたいところですが、会場に入ると最近では珍しいタバコの煙がモウ
モウでまずびっくり。甘い香りのパイプタバコのメンバーが多いのは、白いジャケット姿で颯爽と
挨拶されている本人が、永年パイプスモーキングクラブの代表をなさっているから。
銀座８丁目のカフェ・ド・ランブルというコーヒー専門店のオーナーとしてコーヒー博士のよう
に生きられているＳ氏は、このパイプの煙とコーヒーに囲まれながら、ゆうゆうと１００歳を迎え
られた訳です。
私が最初にお店のドアーを開けた時、カランコロンとカウベルの音色に迎えられましたことを、
昨日のことのように覚えています。カウンター席でパイプをくゆらす客たちの姿を見て、私の父親
と同類と感じ取り、その日以来４０数年間も通うことに。
信念を持って好きなことをすることが、何よりの長寿の秘訣なのでしょうか。後に続く高齢者の
一人として、生き方の参考になりました。
奥村篤史 <アッシー君の 洒落日記>
女房嬉しや地中海旅行 2 週間 私しゃ大変猫と自分の飯作り！・・・洒落日記
今月 6 月中旬、女房は友達と 2 週間の地中海旅行に出かけました。アッシーは仕事で何回か行ってい
るのと、猫の世話をしなければならずお留守番。猫と自分の朝昼晩の餌つくりは勿論、色々指令が出ま
した。女房旅行中は寂しいせいか 4 日目頃よりニャーニャー鳴いて女房を探してました。
★女房 2 週間地中海旅行 あんたは留守番猫の世話よ！
★女房は友とふたりで 2 週間旅行 アッシー猫とふたりでお留守番ですよ！
★旅行中には猫の世話してね 餌にウンチにトイレの掃除
★取ったウンチは燃えるごみ？燃えないごみ？燃える燃えない聞き忘れ
★花の水やり雨の日はどう？ 水やりしました怒られるの怖く
★朝昼晩 3 食我が飯作り 旨いもんだを連発します
★専業主夫を 2 週間つづけ 女房死んでも生きられる自信
★2 週間後に妻やっと帰る 土産はちょこっとチョコ１つ・・・3 万円も餞別あげたのに！
★女房帰ってヤレヤレ！？アッシー ジョークサロンじゃ やれ！やれ！アッシー
出来はヤレヤレ！？ アッシー？かな？

上の空組 印南博之

大 娯 解

「となりの笑い」

♪頭を日月に照らされて 成層圏をば見渡せば
手を振るアポロやボストーク
富士は世界遺産の山
（富士山祝賀）
「世界地名諧釈」南北亜米利加編その２
① 頭をボリビア掻いてたね
② 塵も積もれば破産する
チリ
③ 私ノクニ「唐笠」ナイデス
カラカス （ヴェネスエラ）
④ 「産婆さんがぶら汁作ってくれたよ」
サンバ、ブラジル
⑤ 年寄の豚ばっかりだな
アンティグア・バーブーダ 元英領
⑥ 博多の猟師はなにを捕るの? 「猿ばとる」
サルバドール
⑦ 聖パウロ様が４人?
じゃあ４パウロだね
サンパウロ
⑧ すんません漢字で書かんといて「キトウ」
キトー（エクアドル）
、
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門口 泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）濡れ手でパワー
日本原発の黒字決算
２）息もトギれトギれの民主党
３）アシモトがあぶなくなった日本維新の会
４）スマ歩は危険
ながら族
５）八尾移管 スタンドプレイの 臭いする
６）高い位置からみると実相が見えない
自民政調会長
７）天は自らタックスる者を助くる
節税天国
８）ＤＪポリスを派遣してほしい
トルコ、ブラジル
９）♪松原尊く 見ゆるところ 富士の姿は浮かぶ♪（海）
10）海女ドルからアイドルへ挑戦
11）ふて寝ワザが得意です
上村会長
12）助勢理事のつもりかしら
やわらちゃん
藤井敬三
ユーモア川柳「ああ、眉」＜解体新笑シリーズ＞
爺ちゃんは眉毛の長さ自慢する
プールから上がれば顔に眉が無い
年金日しばし眉間の皺が消え
電車揺れ化粧の眉が揃わない
眉尻を伸ばし味わう吟醸酒
急なメモ眉ペンシルをちょいと借り
熟考の碁敵の眉そっと読み
隠し芸マンガのような眉を描き
候補者の眉八の字で頼りない
眉に唾つけながら読むマニュフェスト
眉に手を文化遺産の峰仰ぐ
金髪を裏切っている黒い眉

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》
事故や被災者 ほったらかして 総理は原発 セールスマン
再稼働だと 経団連が 安全神話の 更新中
共同代表 暴言同士 突つき合ってる 不信の会
サイバー攻撃 止めろとオバマ ハッカー止めろと 習近平
正規・不正規・限定などと まるで社員の カースト制
ネット販売 薬の効き目 旨く行かなきゃ 副作用
妻に介護を してよと亭主 妻は嫌だと 言う調査
飛んだウソ球 こっそり変えて 知らんとウソぶく コミッショナー
患者様だぞ 名前で呼べと 騒いだ県議が 死んだ訳？
富士と松原 切れない訳は 見れば納得 湯屋の壁
秋の入学 当分やめて サクラ咲くのは やはり春
真似て蒔いたら つい儲かって 本家無視した 柿の種
交通整理の 渋谷のポリス 人気上がって 総監賞
不祥事だらけの 全柔連が ヤワラ担いで 隠し技？
エジプト出身 大砂嵐 土俵に嵐を 呼ぶ力士？

高木正明

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
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13.
14.
15.

神代京子
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野本浩一

ハロー ロンドン、イェー リバプール
【６月１０日から２０日まで、初めてのロンドンツアー】
６月１６日（日）12 時 ビートルズのメンバー達の故郷リバプール駅前警察署のＤＪポリス。
小生「ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞﾂｱｰを行うﾀｸｼｰ会社があるはずですが、ご存知ですか？」
ﾎﾟﾘｽ「昨日は潜水艦の沈没事故・タイタニックもどきがあって大変だったんだぞ。知ってるか？
今日は時間があるから、調べてみよう。シェイラ！そんな店知っているか？」
ｼｪｲﾗ「知らないわ。どこかホテルツアーがあったはずよ」
ﾎﾟﾘｽ「2 時からのツアーがある。それまで時間あるから、市内のお土産屋
見物でもしない？」
小生「その店は、どの方向に行けばいいですか？」
ﾎﾟﾘｽ「道に迷った人を助けるのもポリスの勤めだ。よし、案内してやる。
ついてこい。パトカーで連れて行くよ」
という次第で、生まれて初めてパトカーに乗りました。
曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

時に追われて 金に追われて
・ 請求書 受け取って早や 十日過ぎ 時に追われて 金に追われて
・ 定期代 使ってしまい 定期切れ 時に追われて 金に追われて
・ 借金を 返そうとして 借金を 時に追われて 金に追われて
右か左か大いに迷う
・ ハイキング やってきました Ｔ字路に 右か左か 大いに迷う
・ 注射する さしだす腕は どっちかな 右か左で 大いに迷う
・ キャバクラが 二軒並んで 店開き 右か左か 大いに迷う
・ 居酒屋で 女性に囲まれ 好みの娘（こ） 右か左か 大いに迷う
世間は一体どないなってまんねん
・ 富士山が 世界遺産に 登録へ いろいろあるが 何とかぶじに
たまでない 三保の松原 ぼやいてる 実力あるぞ しっかりとみほ
・ プロ野球 反発をする 調整し ホームラン増え ファンが反発
佐藤 俊一

do do it’s

アイ・マイ都々逸 川越風味

●梅雨（つゆ）どきの人生模様
【梅雨どきの ふったふられた ほれたはれたにゃ 傘はあっても役立たず】
【梅雨の候 じっとり濡れるの うっとうしいが しっぽり濡れりゃ 気はハレる】
【雨にふられて ぬれるの飽きた ふられずぬれたい てんき（転機）待ち】
【つゆの晴れ間に 濡れ場があって 露の干ぬ間に あま（尼）かえる】
【あたしが火でも あなたは水ね 想いをみずに 流すだけ】
【酒で話に花咲くうちに ふたりさけない仲になり】
【万馬券 夢がかないて しがない亭主 かないに内緒が おっかない】
【母親似ねと 言われてきたに 鏡のなかで 亡父（ちち）と会い】
【あたしかまとと？ なんにも知らぬ ととがかまってくれぬから】
【粋なお方と いわれてその気 さんざ貢いで いきだおれ】
（
「粋だオレ！」
）
【落し物だと 気づいてあわて 探しに戻って 肩落とす】
【同乗禁止 なさけにのまれ のっちゃ危ない 口車】
【どこで鳴ってる携帯でんわ いつもでんわと あきれられ】
【音はすれども姿は見えず どこで鳴ってる でられんわ】
-8-

笑門亭来福(西川信治)

政治呆談☆ ＆ 世相呆談★

☆慰安婦問題発言「政治家としての資質を疑う」
（曽野綾子）→良く言ってくれました（マスコミ）
☆中国首相 わざわざポツダムで「日本が盗んだ領土は中国に返還されなければならない」
→（戦勝国らしからぬ）発言。
☆与党政調会長 発言を全面撤回 被災者から猛反発され
→「言い方が拙かったかも知れない」
（本人） 「政治が拙かった」
（日経春秋）
★80 才エベレスト「虎屋の羊羹で世界一をめざす」に街頭で
（64 才男性）
「俺達もボーッとしちゃいられない」
、
（76 才水泳中の女性）
「私達もあの年まで泳ぎ
たい」
、
（83 才ジムでランニング中の男性）
「負けちゃられないよ」
。
→下りはヘリコプターで「年寄りの冷や汗」ならぬ「年寄りのヒマラヤ」
★ＤＪポリス称賛の嵐 Ｗ杯出場決定後の渋谷交差点
→「おまわりさんもさむらいブルーだ」の声も
★他人事全柔連 公益認定委員会に報告書を再提出させられる（前代未聞）
遵法精神、ガバナンスの欠如。 全くガバナンス無し→バカナンス？
「第三者委員会に委ねる」と言いながら三回もクレーム。一本勝ちの潔さはどこへ。
国際柔道連盟（IJF）ビゼール会長「上村会長はクリーンな人」発言もどこか空しい。
★「理事の方たちは全柔連や組織でなく「柔道」を愛して欲しい。子どもたちは今柔道を
やってると「バカか」とまで言われてる」
。
（山口香 女姿三四郎）
柴本和夫

言 葉 の 研 究

昔は○○、今は○○
停電とは
・昔は飛んだもの・・・・・ヒューズが飛んだと表現 （歌世界では、カモメも飛んだ）
・今は落ちるもの・・・・ブレーカーが落ちると表現
三浦さんのエベレスト登頂成功のニュースを聞いて
・週刊誌で、三浦さんと言えば・・・・・昔はロス疑惑の三浦さんだったのに
低反発とは
・野球のボール・・・昔は飛ばないボール。なぜか、今年になって突然反発力がアップ
・妻の態度・・・・去年までは従順な態度。なぜか、今年になって突然反発力がアップ
ドリブルとは
・手でやるもの・・・昔は、バスケットが浮んだもの
・足でやるもの・・・・今や、サッカーです。
三本の矢とは
・昔は・・・三ツ矢サイダー、三ツ矢歌子、毛利の教訓の三本の矢
・今は・・・・アベノミクス
聞いて思い起こすこと
① 気象予報のはずれと気象庁の対応
大雪予報のはずれの時・・・・・あの時、一番滑ったのは、気象庁でした
梅雨入り宣言しても雨降らず・・・・今は必死で、雨乞いの儀式をしているのかな？
② オレオレ詐欺の呼称変更決定と聞いて
ツイッターの名称変更案を検討・・・本音発見器、本音ゾロゾロ、本音ホイホイ
③ 桜新町のサザエさん像に課税とニュース聞いて思わず、歌詞を口ずさみ。
納税忘れて♪、陽気なサザエさん。みんなが笑ってる。お日様も笑ってるルルルルル
たとえ、納税を忘れても、例会では、陽気で笑いの声を！
～おおいに笑おう～ジョークサロンで
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★2013 年 6 月例会：
6 月 26 日＠千代田スポーツセンター 17 名
阿部浩・印南博之・門口泰宣・平井幸雄・奥村篤史・ＮＥ（匿
名希望女性）・高木正明・曽田英夫・野本浩一・佐藤忠恕・
柴本和夫・高畑傳・藤井敬三・佐藤俊一・米岡泰・西川信治・
神代京子
＊佐藤俊一さんの紹介で新人女性が加わり華やかな雰囲気が
漂いました。二次会にも参加頂きました。右の写真 →

伝笑鳩用の作品は毎月末を目途に送付して下さい。翌月発行の伝笑鳩に掲載します。

８月例会は、通常よりも終了時刻を早めて、納涼会＠島ひでを実施する予定です。
通常の例会通り、６時すぎから伝笑鳩の送付作業を行い、作品披露（配布）を早めに終了します。
７時過ぎあたりから「納涼会」を行い、ジョーク・駄洒落で盛りあがりたいと思います。

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００
8 月 28 日（水）千代田スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室
9 月 25 日（水）千代田スポーツセンターの予定
10 月 23 日（水）千代田スポーツセンターの予定
以降、11 月 27 日、12 月 18 日、2014 年新年会・・・
＊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 6 月 6 日～7 月 11 日
千葉県：大久保信子
東京都：嶋田紀之、青木孝、関野美和、久保寺るり子、
金京姫（キムキョンヒ）
神奈川県：織田元康、浜田頓坊
京都府：大石脩
◆カンパ＆送付打切
石井達也
ご愛読ありがとうございました。

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。
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