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＊＊＊＊２０１４年５月 No.２９５ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊ジョークサロンもよく続いたと 言われて嬉し春の宵＊＊ 

 

春の迷惑 花粉や黄砂 増えるＰＭ２.５（正明）  

 さくらの花の～咲くらん季節～シニア煩悩も～ 

錯乱に～なりにけり ⇒ 要注意ですよ！（和夫） 

 咲いて散るのが 桜の花よ 咲かぬあたしは みれん花（俊一） 

 ジョークサロンへのご支援のお手紙、有難うございます。 

 ２５周年記念例会に是非お越しください。美味しく笑いましょう。 

 

岐阜・古川昭子    早や今年も四月・・・いつも有難うございます。 

切手送付が遅れ申し訳ありません。細々同封しました。ご査収下さいませ。 

東京・青木孝     すごい努力の集積・・・いつも思っております。 

 沢山の方々の「知」の集積がハンパでないことに驚きます。質量共に充実、ご努力に敬意を感じます。 

 

福島・松山カオリ   ７月の記念例会の前に必ず伺います。 

女性二人の同じマンションにお住いの話まさしくジョークサロンならではの話題です。びっくりして

ます。田舎に閉じこもっているのは、とんでもないと反省しております。言訳になりますが勉強はして

おりますので、許して下さい。相変らずメンバーの作品はすばらしい！  

 

千葉・田中清咊    切手を同封する際“そういえば80円→82円になったんや”と 

消費税５％→８％、３％の値上げを実感致しました。どうも国の政治・経済（特に懐具合）厳し

さが増す昨今ですが、せめて“ジョークサロン”誌上では、世の中への好奇心、批判精神を発揮し、

大いに笑い合いたいものと思って居ります。 

 

神奈川・藤倉由紀子  いつも、おせわになりまして、大変ありがとうございます。 

８０円切手を持っていらっしゃると思いますので、２円切手を・・・・ご利用頂ければと思います。 

 

愛知・加藤勝彦（気晴亭主） 創作漢字の回答・・・何度も目をこすりました。ウソダロ?! 

「忘却は流浪別離を長引かせ、記憶は贖いの秘訣である（再生の道である）」最近思い出した言葉です。

糸川英夫先生ご夫妻とイスラエルにご一緒させて頂いた時、その後亡くなった日本人ガイドに教えても

らいました。2000年後に国を再興したイスラエルの言葉は重みがありますネ。拝 

 

新潟・ 佐藤憲雄（永林寺住職）  ･･････人生で一番大切なときは 今なのだ･･････ 

何時も御法愛を感謝申し上げて居ります。四月号（294）“伝笑鳩”有難く嬉しく拝しました。 

 

春が来た 桜が咲いた 花見酒  大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】 

   替え歌：♪小保方さんよ 
おーい小保方さん 小保方さんよ 

 疑惑の声が 聞こえぬか  
しったかぶりが 見えないか 

 コピペーと まわして  
とめておくれよ 論文をＳＴＡＰ細胞を     
（船方さんよ） 神奈川・門口 泰宣 

ＪＳ情報  ＠2014年4月15日 

ホームページ訪問者   3,041名 

同 閲覧件数     12,902件 
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千葉・渡邉孝子   －ある日ある時－   心地よい風を受けて青い山脈よろしく・・・ 

自転車で（颯爽とはいかないけれど）病院へ向かっていた。正面から人が来る。ブレーキをかけた。ん

ッ？ 手に抵抗感が無い？ 緩やかとはいえ下り坂、加速ーッ!! 怪我してもいい!! 飛び降りた。見れ

ばブレーキの繋ぎ目が切れている。家へ電話「まだ病院なの。自転車の事故・・・バスで帰ります。遅

くなるかもしれません」「そうか、壊れたのはどっちだ」受話器の向こうに夫の白い歯・・・ 

古文亭南朝選 第１５９回ものは付け 「転んで気付くものは」 

 

敷居の高さ            埼玉   北沢 正嗣  

地球の硬さ            神奈川   志賀 明 

自分の歳             東京   稲葉 浅治  

わが叫び声の大きさ        東京   野本 浩一 

エアロビダンスに通おうっと    千葉   吉永 こ百合 

すぐに立てない自分        埼玉   高木 正明 

治療中の人情           神奈川  山中 静代 

骨が折れた            神奈川  藤倉 由紀子 

猿も木から落ちる         埼玉   石原 義三  

老齢               東京   樋口 七郎 

己の馬齢             千葉   岡部 千代松 

入院先をあれこれ         東京   柏谷 達雄 

金メダルは無理だあ        埼玉   奏 志 朗 

呑んだ酒の量           神奈川  浜田 頓坊  

濡れていた足           東京   藤野 哲康 

何かおちてないかなあ       東京   柴本 和夫 

借金と政治献金の違い       京都   久保 三徳 

何で転んだんだろう        福島   松山 カオリ  

エリート街道まっしぐらだったなあ 東京   高 栄子 

川の中の大きな石は滑る      東京   西川 信治 

脛（すね）に傷持つ自分      千葉   田中 清咊 

次回（第１６０回）の題             「大ゲサだなあと思うものは」 

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 

 

秀逸 

 

自動販売機の下のコイン     東京  藤井 敬三   

【評】持ってた杖で掻き出したりして 

入選 

 

柔道やってて良かったあ      神奈川  武井 美雄 

テレ笑いする嫌な自分       京都   牟禮 丈夫 

良い香り･･･オーデコロンだ     東京    三浦 邦夫 

忘れて来た杖           東京   植竹 団扇 

他人の親切            神奈川  阿部 浩 

 

佳作 
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神奈川・前田誠       編集の根源は・・・・・「萬練り」にあり 

  町に舞った桜の季節が、消費税を従えてやってきました。日頃の変集鳥の多面的なご活躍に深甚な

る敬意を表します。かつ今日まで郵送費の納入が遅れたままであったことをお許し下さい。実は消費税

の行方を見てからだったと言っても恐らくジョーク財務当局は認めないでしょうが、ともかく２年分（30

枚）を同封しました。宜しくお取り計らい下さい。 

  ところで切手のデザイン、桜かとおもいきや梅でしょう！ もしかすると敵は２月にでも税金を

８％に引き上げる魂胆だったかも知れません。いや、桜だよという向きも世の中には少なくないのです

が、それは当局の「さくら」でしょう？ もっとも世の中には「いずれがアヤメかカキツバタ」の譬も

あります。だが「味噌もクソも」だけは願い下げにいたしましょう。 

  上段はともかく、毎号、楽しく読ませていただいております。同時に誌面編集に苦労されている様

子が伺えて陰ながら応援を致します。たとえマンネリと言われようとも、編集の根源は「萬練り」にあ

り、現状維持こそがすべての根幹です。焦らずに、倦まず弛まず発行を続けて下さい。 

  毎号に登場する懐かしいベテラン各位に、異色のメンバーが移植された、そのバラエティーで笑い

のカクテルが出来るのです。どうぞ、旧友各位によろしくお伝えください。 

ジョークには賞味期限はありません。あるのは上機嫌だけです。伝笑鳩、バンザイ。 

 

神奈川・浜田頓坊       －甘辛都々逸ほのぼのランド－ 

☆「おもてなし」 すっかりお馴み 世界語となる 日本生まれの よい響き 

☆「お接待」 ご存じお遍路 巡礼四国 八十八ヶ所 温い土佐 

☆黄金色した 甘夏ミカン 隣近所に お裾分け 

☆今日は冷かな 桜の開花 キュッと一杯 鼻で呑む 

☆都々逸一首で お猪口が一個 司牡丹の 試飲杯 

☆この頃少こおし 辛口控え 甘口ほのぼの 好きになる 

☆自分好みと 身の丈にあい 好きな趣味との 自然流 

☆骨董屋 くすんだ緑油で 縁どりをした 古田織部の 剽げもの 

☆「雨だな」「雨だね」 男と女 たったそれだけ 「さあ行こか」 

 

東京・稲葉浅治  川柳「かけひき」    押せば押せ引けば引けよのこころがけ 

    かけひきとやり繰り上手内助の功   中韓の無理なかけひき日本泣く 

神奈川・若狭芳生   平家物語の回文五・七・五   ＊恋しいよ 静を貸すし 酔いし以後 

＊恋しいよ 清盛も良き 酔いし以後       ＊恋しいよ 義仲悲しよ 酔いし以後 

 

京都・大石脩         ダジャ連発！！！ 

＊「勘の良い少女をなんと呼ぶか知ってる？」 「う～ん！？」  「カンガールーです」 

＊「栗を川にほかす（捨てる）有名女性は？」     「勿論、滝川クリステル！」 

＊「どうしたん？ゼンゼン来んから心配したぞ」 「カンニン、カンニン。狩りしてたんや」 

「何やて、狩り？男狩りか??」        「うっかり、してたの。ゴメンナサイ」 

岩手・ほらえびす       さらに「ニヤリ」 

◆増税前   買いだめしたいが、カネがない！  －赤字家計簿－ 

◆自販機飲料   １０円値上げ    のめない  －利用者－ 

◆新番組   クローズアップ現会長  －NHK－ 

◆クリミアに軍事介入   私の出番がまたあるかしら  －ナイチンゲール－ 

◆飛び級合格    天才ジャンパーの面目躍如だな  －沙羅ファン－ 
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◆今月のスペシャル１：小保方さんとSTAP細胞◆ 

＊今月の一笑「船方さんよ」の替え歌は、金鳥・柴本さんも作ってました。 

柴本和夫   小保方さん、ちょっとウブでしたね・・うぶかたさん（空耳でしょうか？） 

＊三波春夫・・船方さんよ～の替え歌♪ 

おーい 小保方さん！ 小保方さんよ ♪ 世間で呼ぶ声  聞こえぬか 
割烹着姿が 見えないが エンヤサーと 着こなして 
見せておくれよ  （小保方）晴子の姿  （小保方）晴子の姿 

＊STAP細胞とは・・・（BA）万能細胞を育む細胞である   

STOP細胞とは・・・（BO） 煩悩細胞を育む細胞である 

 

香野好勇（好太）    スタップとベートーベンの似非比べ 

ストップをかけられリケジョまた涙 

 

高木正明     万能ＳＴＡＰ コピペがばれて ＳＴＯＰかかって 早や不能  

ママゴト実験 エプロン着けて 細胞科学を もてあそぶ   

和製ｷｭﾘｰやﾍﾞｰﾄｰﾍﾞﾝも メディアが持ち上げ 振り落とす  

 

笑門亭来福（西川信治）      時事呆談 

ＳＴＡＰ細胞騒動 期待していたがどうも思い込みがはげしい女性らしい 

→「理研」と「ｉＰＳ細胞を超える」ということで信じた方も思い込み 

 

◆今月のスペシャル２：あのマレーシア機いま何処に◆ 

 

米岡泰・南亭琴内氏      マレーシア機 史上最大の 神隠し 

  ＜時事川柳＞       何なのさ アベノミクスの ご利益は 

ロシア欠け エート困るな Gセブン 

             クリミアを 難なく併合 ウー暗いな 

 

曽田英夫   飛行機は 飛び立ったまま 何処行った 海の中かも つい楽をして   

 消費税 買いだめ誘い 騒動に そんなに買って 置くとこあるの 

顔違う 記者会見に 現われた 佐村河内は 偽者ではと   

高木正明   何処へ消えたか ハイジャックかも マレーシア機の 飛んだ謎  

門口泰宣   液体が 蒸発したよな 機体かな      

 

野本浩一   マレーシア ああマレーシア マレーシア   

        機体と反省 かけらも見えず           
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門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

１）骨訴訟症と診断したら訴えられた 
２）復興予算をばんばん使う膨張堤 
３）賞与還元して明るいナショナル 
４）暗い夜道は通り魔せん 
５）ラスプーチンになったプーチン大統領 
６）国会に勤務してます  NHK会長 
７）♪増産 増産 駆け込み需要で♪（ぞうさん） 
８）無効見ずの選挙だった  橋下市長 
９）ブキみです  武器輸出三原則 
10）転ばぬ先のチエ   転倒防止学会発足 

 

香野好勇（好太）  好太川柳    消費税上がれば小遣い下げられる 

話ネタちょビットコインを買ってみる      消費税嗤うバーゲン人の山 
 
昼のバスシルバー文化花盛り        月一のポチに負けてる床屋行 

 

米岡泰・南亭琴内氏    どんでん返し７2  ◎「人命救助」 

 

 物理学の教授がゼミの学生達にかなり難しい力学の理論を講義していた。 

 その最中に、医学部からの受講生が無礼にも割って入って来て 

 「こんなにややこしい学問が、我々医学部生に何の役に立つのですか？」 

 教授「人の命を救うためさ」 

 学生「どうやって物理学が人の命を救うのですか？」 

 教授「専門外の未知の世界にも興味を抱き、勇気を持って飛び込む学生を救い、 

    愚かで怠惰な学生を医学部から追い出す事によって、患者は危うい所を 

    救われるのさ」 

 学生「！？X」 

 

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜） 「新東京五輪音頭」新案トッキョん 

<２０２０に向けて>    どなたかに 快作、作曲を依頼します 

＊オリンピックだ 東京に 世界平和のお祭りだ 

 老いも若いも 犬猫も  今からみんなで大騒ぎ 

 百年二度目だ 金メダル 銀でも銅でも 同じだ（おんなじだ） 

   競うが参加で 笑顔見せ 悔し涙も 切りかえて 

   ほほ笑みにっこり胸をはる コスモポリタン 顔と顔 

   みんな来る来る おもてなし 世界仲良く 花が咲く 

   四年たったら また会える  世界平和の 道しるべ 

 

東京都２３区の地図（無地）に区名を入れよ：皆さんてこずります 

 とび出したジョーク・頓智 

＊「チイ」と目白が鳴く「目黒区」練馬大根が採れない「練馬区」 

年増（以前の）が集まる・八の日（豊島区） 葛飾生まれでない 

 葛飾北斎（本所生まれ）（１７６０～１８４９・９０歳没）葛飾区 
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奥村篤史  お洒落日記    漫画万才！安くて面白そうな本を物色！ 

 

新しいスタイルの古本屋「ブック・オフ」へ行くと漫画の本がいっぱい！アッシー君も漫画大好きで

沢山読んだつもりですが、今は学術書・歴史書も教科書？も漫画。趣味の飲食・スポーツ・ギャンブル

も皆漫画。売価105円の漫画本に限って買うことに。少しでも厚く高く！ 

★漫画、漫画だ、万画を漫画、歴史、化学に政治もマンガで～す。 

★今の若者漫画で理解、政治も漫画、科学も漫画 

★漫画・漫画で全てを理解 日本の万画を漫画で理解 

★食の文化は漫画で人気 あらゆるジャンルが出揃っています 

★買った買ったよ105円で漫画、昔は漫画は高くて買えなかった 

★105円だから買うのよ古本マンガ狙いは勿論厚く高い本 

 ★どんどん溜まるよ我が家に本が どんどん売れたよ1冊10円 

 ★漫画で読んだ三国志や史書の記憶、授業より高く成績も良し 

 ★あしたのジョーやあぶさん読めど わたしゃ少しもルールがわからん？ 

 

柴本和夫       言 葉 の 研 究 沖縄旅行に行ってきました 

沖縄で発見 ⇒ ないもの／できないもの／あるもの 

・ハブは生息するが、ハブの港はない ⇒ 波浮の港があるのは、伊豆大島 

・コンビニの店舗戦略の差： ミニストップ・セブンイレブンがない 

 ⇔ ローソン・ファミリーマートはある。 

・駅の改札口での待ち合わせができない・・・モノレールはある 

  ・なんと金鳥（キンチョウ）が生息！やんばるくいな だけじゃない・・・ 

国頭郡 金武町（町名） ⇒ 金武町はキンチョウ と読む！ 

沖縄での即興駄洒落 

 ・パパイヤのパパを発見！ 

パパイヤの雄の木を見つけて・・・ 

パパイヤは雌雄異株（しゆういしゅ）：イチョウ・キウイ・キンモクセイ・サンショ          

・それは、絶滅≪器具≫種ですよね！ 

水牛を使ってサトウキビを絞るやり方は絶滅危惧方式・・その絞る≪器具≫も絶滅の危機にある 

・それは、意思（石）が弱いからですかね！ 

   岩石とガジュマルの戦い・・・岩石が一方的にガジュマルの木に浸食される理由を考察 
 

藤井敬三 ユーモア川柳       「ああ、唇」＜解体新笑シリーズ＞ 

春風に合わせルージュの色を変え    口角を上げてにっこりハイポーズ 

唇に指一本で黙らせる         モンローの唇あせず半世紀 

投げキッス一斉にみな横を向く     クラス会唇だけの青い過去 

窓際はリップサービス磨きかけ     窓越しに唇を読むお見送り 

古希過ぎて口笛吹けど音は出ず     ローソクを梅干が吹く古希祝い 
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神代京子     おりこみ写真はめ字『はるめいて・・・はながすみ・・・おもてなし 』  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

平井幸雄         五円がありますように・・・ 

 消費税が８％に上がる。支払やつり銭に小銭が必要になる。そこで、我が家にある 

硬貨を財布や引き出し、あちこちからかき集め、小銭を確保し消費税アップに備えた。 

そして、これら小銭についての情報も集めてみました。 

 

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】 

 【書いた起請も あてにはならぬ 筆に狸の毛が混じる】 

おしろい狐が 書く起請文 筆にゃ狸の毛も混じる 

 【年季（ねん）があけたら お前のそばへ きっと行きます ことわりに】 

年季（ねん）があけたら おまえのものよ いまは静かに 寝せとくれ 
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顔 で し 切 う 



 - 8 - 

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》  
 
春はボタモチ 牡丹を眺め 彼岸の中日 墓参り  
ひっくり返した ちゃぶ台直し 大阪市長は 元の席  
税で苦しむ 中小業に 無理にベアだと 強いるアベ  

委員・会長 変人奇人 アベトモ居座る ＮＨＫ  
ラストチャンスと 増税前に 煽りたてられ 衝動買い  
孫に会えたが 娘に会えず 埒が明かない 拉致事件  

ベビー叱咤～ 窒息死させ 無法男の 子守り業  
 

２流亭転失気奴（高畑 傳）  今年は午年です。私も午です。 
 

ウマく行くかな？ 相変わらずのお惚けジョークですが・・・。 
ウマくない、下２段ヘンテコ活用例（国語） 
１．ウマたべた、熊本で 
２．ウマかった、特にたてがみの肉が 
３．ウマく、いった。今度の選挙は資金５０００万あったから。 
４．ウマる、かな、赤字 
５．ウマるよ、当選すれば、金なんか、何ぼでも  

 

上の空組・印南博之 大娯解 「春はカルチャーセンターへ・・・こんな講座はいかが」 

                                

①  埋蔵金によるマネープラン？ 

②  歌舞伎、落語、芸者遊び、吉原         江戸文化入門                  

③  俳句、川柳、狂歌、短歌、タンカの切りかた   文芸初歩  

④ 打合せ、二の舞もここから           雅楽入門           

⑤  太極拳（タイチーチエン） 師匠は孫行者悟空（スンウーコン）先生 

⑥ すっきり 整理、整頓   私の身の振りかたも教えて     

⑦  書道 かな        お手本は 仮名手本忠臣蔵 

⑧ 同時通訳         古事記を「うちなーぐち」で   

⑨  東洋医学         体中に針を刺してハリネズミかヤマアラシに変身  

⑩  モンゴル語入門      民謡のホーミー、オルチンドーも教えます 

⑪  利き酒          未成年者、よっぱらい、すぐ寝込む方御断り 

⑫  ＊＊乗象はタイ国の政情不安により予定した象が到着せず中止となりました。   

笑門亭来福（西川信治）    ★政治呆談   ☆世相呆談 

★中国の軍事費は前年比12.5％。 

その金で越境汚染（水銀、ヒ素、鉛、カドミウム・・環境省）を止めてくれ 

★大震災から3年で復興住宅3％、地元で無駄だという防潮堤建設も 

→東日本大震災復興加速本部長と言う偉い肩書の人はいるのだが 

☆佐村河内氏ＴＶ会見に→「面白すぎるからＴＶつけて」のメール飛び交う 

 ☆定年後の夫は必要ないどうして？→町会と昼寝 妻から邪魔だと言われている    

定年後の夫は必要→ただし仕事して稼いでいてくれれば 女は怖い 

 ☆攻めの養生訓（ＮＨＫ深夜便より）正岡子規仰臥漫録 病に伏していてもうまいものを食べたい 

好きなのはかつ丼 →今日が最後の晩餐と思って食べよう 

☆先日きいた幇間の都々逸→酒も煙草も女もやらず百まで生きた馬鹿がいた 
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曽田英夫        狂歌NEW門   

サラリーマン  大学を 卒業のちに 損保マン 仕事はしたが 出世縁なし     

        毎月に 給料入る 気楽さに 止められないよ サラリーマンは  

給料は 上がらず家計 火の車 断固反対 デフレ脱却 

笑顔      ランチ屋の 看板娘 いい笑顔 今日の定食 味は抜群 

一日中 笑顔でいれば 最高だ ふと思いつく ジョーク口から 

月一度 笑顔求める このサロン 笑顔笑顔の 作品作る 

世間は一体どないなってまんねん 

         消費税 買いだめ誘い 騒動に そんなに買って 置くとこあるの 

顔違う 記者会見に 現われた 佐村河内は 偽者ではと   

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）世相都々逸no.24  ◎元彼（もとかれ）に会っちゃたぞの卷 

胸キュン編      昔の彼に ばったり会えば 変わらぬ様子 胸弾み 

昔の彼に ばったり会えば ナイスミドルに 気後れし 

やっぱ切って正解編  昔の彼に ばったり会えば やっぱり良かった あの別れ 

昔の彼に ばったり会えば 亭主選択 自信持ち 

損しちゃたかも編   昔の彼氏に ばったり会えば 見るからリッチ 臍を噛む 

昔の彼氏に ばったり会えば 羽振り良さげに 腹が立ち 

年月が過ぎたのね編  昔の彼に ばったり会えば 禿げデブ加齢に 見違える 

 昔の彼に ばったり会えば わが身も同じと 納得し 

 

佐藤 俊一  アイ・マイ都々逸 川越風味   ■世の【都々逸】見立ての返歌球 

 

☆春の桜の隅田川：今は昔の物語 

【佃育ちの 白魚（しらお）でさえも 花に浮かれて 隅田川】 

春をはらんで 白魚の群れ 胡麻ぶち撒けたか 隅田川 

春をはらんだ 白魚の背に 葵の紋が 透ケルトン 

透ける心も 隠さぬ白魚 春はおまえと さくらそう 

☆吉原遊郭：今は昔の物語 

【日本から アリンス国は 遠からず】（＝川柳） 

くるわくるくる アリンスめがけ ♂な♂なの 客の波 

おいらの姐さん 花魁（おいらん）が住む オイランダ国へ 行きたやな 

憂き世忘れて 相対したい オイランダ国の お姫さま 

行くは吉原 土手八丁よ 待ってる遣り手は 口八丁 

何をくよくよ 見返り柳 カネの切れ目を みかねてか 

咲いた花より けとばし桜 食べた馬力で 華愛でる 

 

野本浩一   お洒落日記  【言い間違いひとつふたつじゃありません 溢れかえって抱腹絶倒】 
小生と同じ１９５１年生まれの三宅裕司氏の奥さんは、言い間違い連発で、旦那のみならず周りの人を

あきれ返らせる名人らしい。ということで、某氏のブログからのコピーです：出典 三宅裕司の妻 から 

＠義母に手紙で「暮も近づきまして」を、「墓も近づきまして」と書き間違い。 

＠「お名前は？」 ⇒嫁「三宅です」 ⇒「どんな漢字ですか？」⇒ 「マダム風の感じです」 

＠美容院で「耳はいかがいたします？」と言われて「耳は切らないでっ！！」 

＠（熱帯夜明けの朝に）夕べはムラムラして（○ムシムシして）眠れなかったわ 

＠ベッドイン（○チェックイン）は何時ですか？    ＠（病院で）CIA（○ICU）はどこですか？ 

 間違いも一つ二つは許しても 七つ八つじゃ泣きたくもなる 
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★2014年3月例会：3月26日＠千代田スポーツセンター    １８名 ＊太字は初参加 

一ノ瀬善秋・平井幸雄・野本浩一・高木正明・佐藤忠恕・曽田英夫・阿部浩・奥村篤史・神代京子・ 

佐藤俊一・中村史江・大島歌織・高畑傳・西川信治・柴本和夫・印南博之・米岡泰・藤井敬三 

＊佐藤俊一さんのご紹介で中村史江さん、大島歌織さんが初顔出しです。にっこりされると嬉しいです。 

女性の人数が増えると、それだけで華やかな雰囲気が漂います。もっと来て貰いたいですね。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

5月28日（水）  千代田スポーツセンター７Ｆ第２集会室  

6月25日（水）  千代田スポーツセンターの予定  

7月23日（水）  25周年記念特別例会 ＠河岸番外地 

8月27日（水）  千代田スポーツセンターの予定  

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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☆郵送希望の方は 上記野本宛、82円切手15枚を送付下さい。 

 ＊４月以降消費税アップに伴い郵便料金も値上がりです。ご理解お願い致します。 

☆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。 

 奥村アッシーさん（下写真） サロン発足直後からの古参です。 

★ジョークサロンも漫画化しよう 若いフアンがどっと集まる！？ 

（さてさて、２５周年でどんな漫画化の案が飛び出すか。楽しみです） 

 ３月例会は千代田スポーツセンター７F

の第 2 集会室で実施しました。女性が３人

参加すると雰囲気が変わって、男性陣もに

っこり顔です。 
大島さんは自己紹介の折に、丁寧に立っ

てご挨拶でした。皆さん神妙な顔でしたね。 
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