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＊＊＊＊２０１４年２月 No.２９２ 新春特別＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊＊四半世紀だジョークサロン 反省しつつ天駆ける＊＊＊ 

 曽田英夫会長の挨拶から2014年が始まります。 

 「新年おめでとうございます。ジョークサロンは７月 

で２５周年を迎えます。９月には『伝笑鳩』が３００号を    

迎えます。今年は大切な１年となります。会員の皆さんの 

ご協力を得て意義のある年にしたいと思います・・・ 

対外的にアピールする年になるよう頑張りましょう」 

  

 新年会を１月１１日（土）神田多町のレストラン「ラ・リヴィエール」で開催しました。 

「２０１３年の一笑」開票結果は下記の通りです。 

柴本和夫さんが栄冠を獲得しました。 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬の年 心新たに 年が明け 大いに笑おう ジョークサロンで【快鳥・曽田英夫】 

喜寿馬年初春都々逸 

呆ける手前の トボケで偽装 

  馬く誤魔化す 馬の年 

明けて初春から 縁起がいいと  

当り馬券を 買った夢 

        埼玉・高木正明 

２０１４年１月１３日現在 

ホームページ訪問者  ２、６１０名 

同 閲覧件数    １１、６３６件 

ツイッター フォローワー   ３６  

 フォロー中    ７０  

「２０１３年の一笑」開票結果：有効総数64 

１月 佐藤俊一  27   ７月  門口泰宣    18 

２月 佐藤忠恕   4   ８月  片岡隆       6 

３月 奥村篤史  17   ９月  曽田英夫      9 

４月 神山徹    9   10月 らぴすらずり  5 

５月 高木正明  29  11月 柴本和夫    35  

６月 神代京子  15   12月 波木博信     10   

＊１位 柴本和夫 （右写真＆作品） 

２位 高木正明  ３位  佐藤俊一 

    P6高木さん p7佐藤さんの写真掲載 

２０１３年の一笑！ 

 おじちゃん（皆さん）への禁句 
せがむ孫のひと言・・・早く、たかいたかいして  

（高い⇒他界と誤解） 
送迎運転手のひと言・・・お待たせしました。 

お迎えに参りました。 
             

新年会は２４名の参加。新年の快鳥挨拶・香

野さんの乾杯挨拶、年男海郷さんの一声の後

は会食を快食。恒例になった高齢メンバーの

新年祝賀都々逸・音楽クイズ・脳トレジャン

ケン、軍師官兵衛の講談さわり、そして都道

府県ビンゴ。オークションで寄付を募り、 

「２０１３年の一笑」発表を実施しました。 

最期は集合写真でにこやかに終了です。 

大きな報告があります。当会は２５年前の発足時から「同巣会ジョークサロン」として活動

してきました。今般、同巣会関係者の了解を得て、「ジョークサロン」と改称します。 

２５周年に向け新生「ジョークサロン」は明るく元気に笑顔で進んで行きます。 

一位嬉しい 

柴本さんと 

負けて笑顔の 

  同志かな 
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  選者 

  古文亭南朝 

 

 

 

 

 

 

 

  補聴器を 

  神様付けた 

  今年こそ 

  願いは届き 

  馬く行くかも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京・小柴常雄      いつも皆様の頭の柔らかさに感心しています。 

神奈川・藤倉由紀子    １月号楽しく拝読致しました。神山様にもよろしくお伝え下さい。 

東京・青木孝       あいかわらずの力作揃いに敬服します。 

門口さんの阿呆リズム＆パロディ 藤井さんのユーモア川柳  さすがだなあと敬服しました。  

   

 

一度お姿を見せて下さい        京都   牟禮 丈夫 

〃               神奈川  加畑 高治 

ピンピンコロリ            神奈川  藤倉 由紀子 

ＰＳＫ（ピンシャンコロリ）で天国へ  東京   柏谷 達雄 

山の神がヘソ曲げないように      埼玉   高木 正明 

世界中の神様が仲良く         東京   稲葉 浅治   

大吉のお神クジが当たりますように   埼玉   石原 義三  

最期までワッハッハと笑っていたい   東京   市井 雅敏 

瑠璃色の地球を永遠に         千葉   吉永 こ百合 

ウイットあふれる人になれますように  千葉   川田 又一 

７億円が当りますように        東京   樋口 七郎 

幸せが「うま」く続きますように    神奈川  武井 美雄 

欲する人に食、住、仕事を       京都   久保 三徳 

どん底からの脱出           高知   高橋 満子 

駄目と思っている人から返金      神奈川  阿部 浩 

老いらくの恋の成就          神奈川   志賀 明 

お願いすることが無くなりますように  東京   高 栄子 

天災をなくして下さい         神奈川  山中 静代 

年齢を半分にして下さい        福島   松山 カオリ   

トイレの神様、運が尽きませんように  東京   柴本 和夫 

心願成就               千葉   岡部 千代松 

賽銭の多少は気にしない        千葉   田中 清咊 

次回（第１５７回）の題              「鬼が逃げ出すものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2014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 

 

ぜひ補聴器をつけて下さい   神奈川  浜田 頓坊   

【評】歳とって聞こえないんじゃないかって？ そうかもね！ 

入選 

 

冬を暖かくして下さい        神奈川  鈴木  びん子 

無理難題              東京   植竹 団扇 

妻が優しくなりますように      神奈川  織田 元康 

仏様によろしく           埼玉   北沢 正嗣   

死んでも命がありますように     神奈川  佐藤 慶征 

佳作 
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ジョークサロン同人・読者 年賀状  みなさまへのメッセージです 

 

埼玉・石代強       運動と 真っ正直な のほほんが とし相応の 幸せを 呼ぶ   

いつもいろいろとありがとうございます 

千葉・黒木二三夫・洋代  第二の人生を、抱腹絶倒、明るく実りに充ちたものに。 

福島・松山カオリ     ジョークが上手に表現できないのがくやしい思いです。 

埼玉・高橋友季子     新年会に楽しみにしておりましたが残念出席できません  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京・高栄子      相変わらずものは付け続けていきたい 

京都・大石脩      賀春迎春 逢お笑月 

  今年も宜しくお願い致します ドデカイ幸をゲットよね 

  貴女は本当に優しい姿に咲くすみれさんだね 

  うちの繊細なバラードで愛のレッスンを奏でましょうよ 

  ハイッ、清福をも祈念しつつyouの美果に酔っちゃいます 

埼玉・北沢正嗣    新年 うけまして おめでとう  オカリナにはまっている弟からの年賀状は 

馬がオカリナを吹いている絵柄に「奏春」とありました。思わず“ウマい！”  

東京・稲葉浅治  川柳「お正月」    暮れお寺新年神社日本人 

買ったもの重箱に詰めお正月     十円でお願い多く困る神 

出せば来ず出さねば来る年賀状   パソコンの馬競い合う年賀状 

 

神奈川・渡辺達雄   伝笑鳩ありがとうございます。当方、ユーモアのセンスなく絵と歌ばかり

で失礼しています。今年もニューオータニで「描き初め」です。 

愛知・加藤勝彦    「笑っちゃう門には福来ちゃう」 

千葉・石井志津夫   「笑いの医力」の恩恵とご縁に感謝しています。 

福井・山崎正剛    ちょっと心配･･･ 秘密保護 裏へ隠して おもて（表）なし 

埼玉・岩間清       トレッキング山行50日・読書文庫100冊・初孫今春高尾山デビュー予定 

長野・柏木易之  私共も足腰さすり乍ら九十一才と八十八才の坂をのり越えて 

         道祖神祭りと天領太鼓を見られます  もう少しいけそうです 

         来年もお宅様に御挨拶が出来る事を願って一日一日を 

大切に転ばぬ様にと思っています 

         日溜りに翁媼（じじばば）黙りこくって豆えらび  空茶（からっちゃ） 

千葉・堀川静雄 

 益々豊年 

 元気にウマれる 

 勇気ウマれる 

 お金ウマれる 

 やる気ウマれる 

 仕事ウマれる 

 子供ウマれる 

 ウマれ貯まる 

 金銀財寶 

 こころの栄養 

   萬事ウマくゆく  

京都・牟禮丈夫  

 午年にちなみ  新春なぞなぞ三題 

 ◆「お馬さん」と掛けて、何と解く？ 

  「歯の弱いお年寄りが好む食べ物」と解く。 

  その心は――「馬耳東風（婆爺豆腐⇒とうふ）」 

 ◆「お馬さん」と掛けて、何と解く？ 

  「二重人格の犯罪者」と解く。 

  その心は――「馬脚を現わす」 

 ◆「お馬さん」と掛けて、何と解く？ 

  「じゃがいもの踊り」と解く。 

  その心は――「じゃがいも⇒馬鈴薯⇒バレエショー」 
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東京・瀧口康行（つねゆき）   中延厩舎より年始のご挨拶を申し上げます 

 お・お馬の親子は仲良しこよし 

 も・猛烈ダッシュで高原を 

 て・てんでんばらばら駆け抜けて 

 な・何でも手にする我が家の名馬 

 し・しっかりゴールを決めたなら、きっと、あなたに「倍返し」 

埼玉・高木正明    悲観するなと 塞翁が馬 良い事あるよと 馬の年 

馬齢重ねて 喜寿まで過ごし 先は後期の 下り坂 

 感謝感激 感動すれば 人生明るい 馬の年 

東京・柴本和夫    ことしは、自分自身が変化する年です。 

 ジョークサロンで笑いある人生を！ 

神奈川・門口泰宣     「ワビ」「サビ」は、日本文化の特質だが、 

お「ワビ」の乱発はご免こうむりたい。五輪 誘致に名刀を振りかざした猪瀬知事は、 

所詮“借りた物”では「酸化することに意義があるとばかりに、「サビ」付かせて馬脚を現した。 

  せめてソチ五輪で女子スキージャンプの高梨沙羅ちゃんに期待しましょうか。 

♪「ケ・ サラ・サラ」♪。 

 

東京・奥村篤史アッシー君   バババ馬ーン！明け馬しておめでとうございます！ 

 

 ☆今年は 旨ーい年になりそうな 

 ☆人間万事塞翁が馬 良いことばかりだと最高が午 

 ☆悪い話は馬耳東風と聞き流す 馬の耳に念仏じゃないか 

 ☆馬子にも衣装と着飾った正月 どうでも絵ー馬という人ばかり 

 ☆竹馬の友ですじゃじゃ馬だけど 子作り楽しもじゃじゃ馬だけど 

 ☆尻馬に乗ったぜ 馬脚は出さずに 結果良かった塞翁が馬 

 ☆野次馬根性で大道芸します 馬脚出さずに篤史は馬史（上手し） 

 

千葉・印南博之（右写真）  春よ来い 補聴器片手の 吾も待つ   

  

埼玉・曽田英夫     皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします 

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます 

東京・波木博信    何ごとも「続ける」ことの大切さを思うこのごろ 

 学生時代に始めたクラシックギターが４０年続いています。落語愛好歴も同じくらいです。 

 次に川柳の勉強会で今年で３０年。仕事に役立つかと興味本位で始めた手話は２０年目です。 

 振り返るとよくも長続きしているなと感じます。似顔絵勉強会も５年が過ぎました。 

 何故続けられるの？  それは仲間がいるから、それが好きでたまらないから。 

 でも一番は「健康」であることでしょうか。続けられることって大切ですね。 

千葉・海郷達人   舞うの、新年は。勝ち聞いた予想。買うぞよ、大吉買はん、年始の馬。 

  （中山にて新作回文） 

浜田頓坊      －甘辛都々逸ほのぼのランド  <年賀都々逸> 

☆ 馬に跨り 稲村ヶ崎 富士を仰いで 翔ける歳 

☆ ほっとするよな ほのぼの一首 ほんとにほんとに 欲しい春 

長野・松原伸伍     皆様の御健康と御活躍を祈念致して居ります。 

人生や社会問題について「笑い」というベールで包んで訴えられている皆様の作品に感動しています。 
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浜田頓坊       －甘辛都々逸ほのぼのランド  

福よ福家 福井福山 福島福生 福江福岡 福の神 

さあて幸福 人びとの謎 お金でもなし 満足度 

 

ほらえびす         ニヤリ連発！！  

 

特定秘密保護法案  好きにさせとけばいい  どうせ政治家は金と女に弱い 

            すぐに洩れてくる     －外野席－ 

日展「書」の審査  汚点を残した         －墨－ 

お金  大金が怖い  －猪瀬－ 

    大金が欲しい －庶民－ 

５０００万、無利息、無担保借ります。徳洲会どの  －中小企業－ 

増税  軽～く言うな               －軽自動車－ 

新島  早く宣言しないと、中国船がやってくる   －心配性－ 

香野好勇（好太）   好太川柳   増税になったらケイの名“ゾウ”でどお？ 

隠し事良いと教える特秘法  特秘法破れ石破のやけ本音 

妖怪が孫に託した自衛権   交際費国が負担でミニバブル 

作家知事お後よろしくとお笑いに   

若狭芳生       百人一首パロデ・恋愛が変なんです！ 

ながらへばまたこの頃やしのばれむ 憂しと見し世ぞ今は恋しき  

藤原清輔   ながらへば曽根崎あたりが偲ばるる 浮名流せしお染恋しき 

めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に 雲がくれにし夜半の月かな  

紫式部    めぐりあひて見しや祇園の春の宵雲の間に間に月さん雨が 

花さそふ嵐の庭の雪ならでふりゆくものはわが身なりけり  

藤原公経   花競う嵐司会の紅白のふりゆくものは拍手なりけり 

  

松野信夫    ますますジョーク満載で賑やかに新年を迎えられましたことと存じます。 

２０１４年も景気だけでなくジョークも盛り上がれば本当に喜ばしいことです。新年会には出席できま

せんが、皆様に宜しくお伝えください。最近、私は肥後狂句の作品を作っては肥後狂句勉強会に投稿し

ていて、優秀作品に選ばれてもいます。肥後狂句は、「笠」（かさ）というお題が与えられて、それを

最初に用いて肥後弁なども取り入れて作ります。最近の私の作品を笑介します。 

「のさんねえ」・・ のさんねえ 路上キッスも ほどほどに  

「やっぱり」・・・ やっぱり うまい話にゃ のらんごつ         

「押し迫り」・・・ 押し迫り 気ばかりせいて 傷だらけ   

「すんなりと」・・ すんなりと 胃カメラ入って ガンもにゃあ 

※のさんねえとは、肥後弁で、あらいやだねえ、駄目だねえとか勘弁してくれよなど、 

ちょっと否定的な意味合いがある言葉です 
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高木正明 コミックどどいつ瓦版   《明けて午年 馬馬ずくし 馬で七七七五調》 

去った巳年は 偽装で騒ぎ 明けた午年 馬ラチオン  
馬齢重ねた 後期の爺も 頭は光輝の 昇り馬  
馬く知恵出す 年金暮らし 値引き時間に 馬に合わせ  

馬い話は ハナから注意 匂い嗅ぎ分け 馬く生き 
馬い話に うっかり乗って 落馬せぬよう 馬の年  
馬く当たるか 官兵衛ドラマ 馬力掛けてる ＮＨＫ  

ジョークサロンは 馬面目な集い いつも楽しい お笑月  
 

《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  
秘密保護法 無理矢理通し いつか魔法に なる怖さ  
決める政治が 暴走始め 監視効かない マスメディア  
北の粛清 世襲の恐怖 あの世で亡霊 恨み節  
融和語った マンデラさんは 夢も半ばで 黄泉の旅  
世界遺産へ 和食の文化 こんぶ・しいたけ・かつおぶし  
使い捨てする ブラック企業 ホワイト企業を 認定化  
見本通りの お節が来るか 付いて来るかも 正誤表  
世相表す 今年の漢字 その輪なんの輪 五輪の輪  

ジョークサロンも うっかりしてりゃ 引っかかるかも 秘密法  
 

 

神代京子       おりこみ『写真はめ字』  ２０１３年如月 

 

 

 

 

 

 

 

 

平井幸雄    私は「うま」年「うま」れです。 何事も「うま」く運ぶように・・・ 

 

   

 

 

黄 冬 ら 馬 眼 

ご ぞ す の 清 

ん ら と す ら 

の 輝 ら が か 

髪 く ん た 天 

＊馬の字が逆さに

書かれた「左馬」は

福を招く縁起物 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）○ お蔵（入り）百人一首（小倉百人一首もじりで２０１３年を詠う） 

 

         ＮＨＫ朝ドラ『あまちゃん』の熱烈なファンが詠める 

朝ドラの あまちゃん終わる 心あらば いま一度の じぇじぇじぇ聞かなむ 

（本歌 小倉山 峰のもみじば 心あらば いま一度の みゆき待たなむ 貞信公） 

 

東京に2020年オリンピック招致決定で高齢者が詠める 

永らへば またこの東京で 見られるぞ オリンピックが 今は生きがい 

（本歌 ながらへば またこのごろや しのばれむ うしと見し世ぞ 今は恋しき 藤原清輔朝臣） 

 

佐藤 俊一  アイ・マイ都々逸 川越風味  【どこの・ど・どいつ返歌球】 

■世の名〈都々逸〉への【返歌球】 

〈とっくに他人じゃ ないふたぁりを 世間が他人に させておく〉   

【朝が明ければ 素知らぬ顔で 世間に帰る 一夜妻】 

■今様どどいつ「おまけのクスリ」 

【白を黒だと 師匠がいえば しらけ気分で 「はい（灰）」と言い】 

【寒い夜は 馴染みの店の おかめのそばで てっとり早く 温まる】 

【人生の 預命通帳 残高増えず 開きゃ数字が 減るばかり】 

●和食が世界文化遺産に 

【わ～ショック 文化遺産の 和食だからと ダメよ食べ過ぎ いさん飲む】 

 

曽田英夫              狂歌ＮＥＷ門   

元気に遊ぶ 歳を感じず 

歌舞伎町 ネオンの海に 溶けていく 元気に遊ぶ 歳を感じず 

  若い娘と カラオケルーム フィーバーし 元気に遊ぶ 歳を感じず  

 手帳には 今夜飲み会 あすもまた 元気に遊ぶ 歳を感じず 

 大いに笑う 血行によい 

採血時 血の出が悪く シャレ飛ばす 大いに笑う 血行によい 

 山手線 酔って眠って 又元へ 大いに笑う 血行によい    

  酒を飲み 酔いがまわって ほおゆるむ 大いに笑う 血行によい 

漫才を ラジオで一人 聞いている 大いに笑う 血行によい 

 

藤井敬三 ユーモア川柳 「ああ体温」＜解体新笑シリーズ＞  体温も財布も冷えた初詣 

高熱も無視されている定年後      飲み会と聞いて仮病の熱を下げ 

体温が伝わってくるラブレター     ラッシュ時は美女の体温感じつつ 

知恵熱を出してパソコン習うパパ    手の中の駒が湯気出すへぼ将棋 

寒い朝便座の熱がありがたい      湯冷めして今では待てぬ神田川 
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上の空組 印南博之    大 娯 解   「地名諧笑」 

・飲みタイ 食いたい ねむりたい  ・兄さんは印度の人ダッカ     

・体重計腹断食三日でカルカッタ   ・文無しで何をクエート言うのやら     

・アンマン 肉まん ピッツアまん  ・アルジェリア 思った財布がナイジェリア 

・カットして鏡を見たら半刈り（ハンガリー）（同国語ではマジャール） 

門口泰宣     阿呆リズム＆パロディ               

１）敵罪敵処で粛正     金正恩 

２）議論をつくした  与党  

議論をつぶした  野党 

３）チェックは代参者機関で行う   安倍首相 

４）石破をたたいてわたる  デモ隊 

５）「でかい鼻でかいで秘密を知ってるだろう？」  

「いや、知らぬ・ド・ベルジュラック」 

６）♪輪輪輪輪輪 輪が五つ♪と席巻した象徴漢字    

７）かつお「武士の献立」 和食が世界文化遺産 

８）♪僕等はミンナ知っている 知っているからおん出るんだ♪ （手のひらに太陽を） 

 

柴本和夫         言 葉 の 研 究    

米倉涼子 ⇒ ドクターＸ（エックス）・・・私絶対に失敗しませんから 

 ヤブ医者 ⇒ ドクターＸ（バツ）・・・私いつも失敗ばかりですから               

 その心は？ ①特定秘密法案が可決しました。・・これからは、日光のサルになります 

その心は・・見ざる・聞かざる・言わざる（老兵は猿のみ・・日光猿軍団の高齢化） 

②新年会が無い時は、まっすぐ家に帰って、家でゆっくり飲みましょう。 

           その心は・・ イエのみ～は～エコのみ～ 

 

南亭琴内氏             どんでん返し６９               

「時事川柳」 秘密保護 秘密は何か 秘密です 

「自由化前のソ連のジョーク」… 

①1980年のモスクワ・オリンピック。ブレジネフが徐に原稿を開いて開会 

演説 「オー！」(拍手)「オー！」(大拍手)「オー！」(さらに大きな拍手) 

ここで側近が気付いて駆け寄る「閣下！その色のついた丸五つは 

文字でなく五輪のマークですから、読まないで結構です」「！？×」 

②ブレジネフ首相が養豚場を視察した時のプラウダ紙の写真の説明は 

「右から３番目が首相」 

③赤の広場で酔っ払いが「ブレジネフは馬鹿だ！」と叫んでＫＧＢに逮捕され、懲役２２年を言い渡

された。国家侮辱罪は２年だが、それに国家機密漏洩罪が２０年付いた。  
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笑門亭来福（西川信治）    ★政治呆談   ☆世相呆談 

★特定秘密保護法案「私自身が丁寧に説明すべきだった。」「国民の皆様の叱声である」と 

失政を認めるが→採決しちまってから言われてもな・・ 

★「一般国民は絶対に罪になりません」と総理に保証されても何の保障にもならない。 

★★特秘法大戦前に逆走し       

★★5000万ただより怖いものは無い   

★★大（おお）しん[慎太郎]がつき小しんがこねし五輪もち笑いこらえて食うは新知事  

☆新華社ウェブ報道 大気汚染で8億人が呼吸困難に→それで防空識別圏を拡げたのか？ 

☆10ケ月で383億円と去年の364億円/年を上回る振り込め詐欺 被害者は60才以上が80％ 

最近「警察をかたる」手口が横行 「きかれても警察と言うな」と答えまで用意する周到さ 

→人の意見に耳を貸さない（信念が強く自分の意見を曲げない）人が引っ掛かりやすい。 

☆高齢者万引 金は持っているんだが独り暮らしで楽しみが無いらしく近年増加 

 

片岡 隆   嗤いものですが、何か？  お勉強コント 渡る世間は義理ばかり 

熊さん：義理の親は、義母とか義父と言うけど、義理の子とはどういう関係なんすか？ 

ご隠居：義理の子は、お前からすれば子供の旦那や奥さんのことだ。 

熊さん：義息（ぎそく）とか義娘（ぎむすめ）って言うんですかい？ 

ご隠居：義息とは言わない。娘婿（むすめむこ）とか女婿（むすめむこ）だ。 

    息子の嫁は、義娘と書いて「ぎじょう」という。 

熊さん：なるほど。それじゃ、義祖父とか義祖母というのはありますか？ 

ご隠居：そう言うこともあるが、あまり使わないようだな。 

    そう言えば、お前の同居人の女の人は誰だ？ 

熊さん：義理の女房、つまり義妻でござんす。義理でもらった女房ですからね。 

    この前、振込み詐欺で息子を名乗ってきた野郎がいたんですがねぇ・・。 

ご隠居：それは、偽息野郎だ。 

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）  医者の言う加齢、妻の言う加齢   

足の指の上（中骨）骨折で３ヶ月かかり、未だ治らない「先生、なかなか痛みが

とれません、こんなに長くかかるのですか」「それは加齢でしかたありません、

治療を続けて下さい」妻に「誕生日が来たよ、明日だが何をご馳走してくれるか

な、お頭つきかな」翌日の夜、「誕生日祝いはこれよ、一歳加齢だから、カレー

ライスよ、おめでとう」「イチロウ選手はほとんど毎日カレーを食べているそう

よ、ウコンは力がつき、健胃になると聞いたわよ、そして「鬱金」と書き金も貯

まるのよ」「本当かな？」 

 

野本浩一   お洒落日記  【楽しみは 富士を見た後 古民家で 落語を聴いて ランチするとき】  

１２月１４日箱根にある浜美枝さんの古民家風自宅で柳家三三の落語 

独演会があった。三三の「一目あがり」は絶品だった。 

美味しいランチもついて楽しいひとときを過ごした。 

●箱根では一目上がりは最後まで  

三三（さんざ）が九（く）で締めオチは十分 

●箱根では浜見えずとも富士を見る 浜美枝さんの古民家も見る 

●楽しみは 後ろランチで 前落語 ワイン飲みつつ 語り合うとき 
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★2013年12月例会：12月18日＠千代田スポーツセンター １７名  

一ノ瀬善秋・野本浩一・高木正明・阿部浩・片岡隆・曽田英夫・門口泰宣・平井幸雄・松山カオリ・ 

海郷達人・佐藤忠恕・佐藤俊一・西川信治・神代京子・藤井敬三・柴本和夫・印南博之・ 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

2月26日（水)   千代田スポーツセンター７Ｆ第２集会室 

3月26日（水)   千代田スポーツセンターの予定 

4月23日（水)   千代田スポーツセンターの予定 

5月28日、6月25日、7月23日は25周年記念特別例会 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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℡＆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。 

☆ツイッター「ジョークサロン」で変集鳥がつぶやいています。 

★2014年新年会：1月11日＠内神田ラ・リヴィエール    ２４名 太字は初参加 

青木孝・阿部浩・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・香野好勇 

黒木二三夫・黒木洋代・佐藤俊一・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・寺本紳一・豊田康江・西川信治・ 

野本浩一・東省三・藤野有樹・門口泰宣・米岡泰 

＊寺本紳一さんは変集鳥と同郷出身。渋谷のスナックでの出逢いから参加して頂きました。 

＊豊田康江さんは変集鳥のシニアエアロビ仲間です。同時にインストラクターになりました。 

曽田会長（下写真）メッセージ このサロンは皆さんが一か月考えたジョークを持ち寄り、笑い合う 

会です。それがこの会の良さです。他にない会ではないかと思います。 

今年も愉快に笑い、伝笑鳩を飛ばす一年にしたいと思います。 
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