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＊＊＊＊２０１４年９月 No.２９９ ２５周年記念+１＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊ともかくも２５年は過ぎ行きてジョークサロンに良き仲間あり＊＊ 

１９８９年７月に産声をあげた我がジョークサロンは、皆

様の暖かいご支援を得て無事に２５周年を迎えることができました。 

７月２３日に開催しました２５周年特別例会には３０名もの参加があり、皆で快哉を上げました。 

 今月の伝笑鳩では皆様から届きました２５周年へのお祝いや笑品をお届けします。お便りや笑品が沢

山ありますので、変集に際しては割愛したものが多数あります。どうぞご了承の程お願い致します。 

     老いも若きも 日頃の憂さを ジョークで晴らして 再稼働     

洒落も駄洒落も ジョークのネタに 笑いは暮らしの 潤滑油  

飛ばし続ける 伝笑鳩を もっと元気に 飛ばしま笑 

 

●ジョークサロン２５周年をお祝いして：音合わせ７７７５ 

「ジョークとお酒 楽しみながら ４半世紀で みな師範」 

「ジョークが上手 上戸で丈夫 寄り合って午後 ２５年」 

 

東京・大島歌織        祝☆25周年！  25周年、おめでとうございます！ 

世の中いろんなことがありますが、皺寄せより幸せ。いや待てよ、笑い皺が寄るのも幸せ、か。 

ってことは、皺寄せも幸せの仲間、なのかなぁ。ともかく日々面白がって過すのがいちばんですね。 

私なぞは色が白いと言われるので、はなから面白い、ってことになりましょうか。 僭越ではございます

が、手を締めさせていただきまする。  25周年を祝しまして、タタタン タタタン タタタンタン！ 

 

永林寺住職・佐藤憲雄    笑薬は人生の必需品 

 

東京・亀山光昭  ２５周年 誠におめでとうございます。 亀サンマ、 死ぬまでには いま一度 

 例会に参上し今までのお礼とご挨拶を申し上げねば とも思っておる今日この頃でございます。 

会のご盛会と 皆々さまのご健康を 心よりお祈りしております 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊    ２５周年記念おめでとうございます。 

始めるのも大変ですが、“続けた”ことに尊敬。今後共よろしくお願いします。 

 

東京・青木孝   “笑いはガンの特効薬”なるほどなあと思います。暑さにまけませぬよう。 

 

夏が来た 25年だ 早いもの 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】 

 

 

☆アナグラム★ 

－ジョークサロン女子トリオ－ 

岡山まつり・教師こく麿・男が

咲き ⇒ まつやまカオリ・くま

しろきょうこ・おがきさとこ 

      東京／柴本和夫  

高木正明  

 祝２５周年 

執念のコミック

どどいつ 

庭野ち草  

ジョークサロン 

 初登場 
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庭野ち草（コピーライター）    ●小噺：柳の根方で夫婦の会話 

女房「この辺りでゆうれいが出るって、おまえさんはいうけど、本当かい？」 

旦那「おう、ようでる、ようでる。ユーレイ、ユーレイヒィーってな（笑）」 

古文亭南朝選    第１６３回ものは付け  

 「うやむやにしたいものは」（川田又一さん出題） 

                

蒲焼の出自            埼玉   石原 義三  

臨時収入             東京   西川 信治 

消費税の引き上げ         東京   藤井 敬三 

ばれそうな浮気          神奈川   志賀 明 

「この度は･･･」に続く科白     東京   植竹 団扇 

選挙の公約            埼玉   北沢 正嗣  

少年時代の貸し借り        東京   柏谷 達雄 

借金の返済               高知   高橋 満子 

スキャンダル           東京   樋口 七郎 

一度だけの過ち          千葉   皆合 かず子 

神の教え             神奈川  浜田 頓坊 

銀座で飲んでしまった給料     東京   稲葉 浅治  

買ったバッグの値段        神奈川  藤倉 由紀子 

自分の年齢            神奈川  武井 美雄 

名前が出てこない顔見知り     福島   松山 カオリ 

カラ出張の中味          東京   高 栄子 

海水浴の失禁           京都   牟禮 丈夫 

借りっ放し            東京   柴本 和夫 

自分の体重            千葉   吉永 こ百合 

学生時代の成績          東京   藤野 哲康 

次回（第164回）の題      「こねくりまわすものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

9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 

 

親子のＤＮＡ        千葉  大久保 信子   

【評】小学生の頃、バリカンを当てながら、頭の後ろの突起を見て「コイツ

は俺の子だ」とオヤジが言いました。それまで？だったようです。 

入選 

 

表沙汰になっていない客先とのトラブル 千葉   海郷 達人 

酒の上での約束            千葉   岡部 千代松 

夫婦となったいきさつ         神奈川  山口 栄子 

政治活動費の使い道          埼玉   高木 正明 

寸借                 千葉   遊佐 怜 

佳作 
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 《ジョークサロン発足２５年を祝う》  
 
ジョークサロンは クリーンなクラブ 今日も楽しく こんにち和  
誘い誘われ 笑いの渦に 来ればジョークの 感染者  
飲むも笑うも ジョークが絆 歳を忘れて 熱中笑  
ジョークサロンに 生甲斐見付け 知恵を出し合う 笑ルーム  
企業戦士も 足腰萎えて 前期・後期の 高齢者  

  皺や白髪も 増えればショック それもジョークに すり替える   
  サロンの仲間に古稀・喜寿・八十路 ジョーク語れば老春期  
  月の例会 脳トレ談義 右脳左脳を 磨く会  

政治家だったら金目でしょうが サロン仲間は ジョークで笑  
 

柴本和夫     アナグラム（文字並び替え）ジョークサロン男性陣 
 ひだ出そう   （ひだでそお）     ⇒ そだひでお    （曽田英夫） 

高知と鋳物   （こうちといもの）   ⇒ のもとこういち  （野本浩一） 

受けいいぞ自負 （うけいいぞじふ）   ⇒ ふじいけいぞう  （藤井敬三） 

平たい丘    （ひらたいおか）    ⇒ ひらいたかお   （平井幸雄） 

きよし愛の世知 （きよしあいのせち）  ⇒ いちのせよしあき （一ノ瀬善秋） 

広いみんな雪  （ひろいみいいなゆき） ⇒ いんなみひろゆき （印南博之） 

また赤き詐欺  （またあかきさぎ）   ⇒ たかぎまさあき  （高木正明） 

おら蒸し暑く  （おらむしあつく）   ⇒ おくむらあつし  （奥村篤史） 

顔豊かよね   （かおゆたかよね）   ⇒ よねおかゆたか  （米岡泰） 

顔貸した方   （かおかしたかた）    ⇒ かたおかたかし （片岡隆） 

 

奥村篤史   ジョークサロン 25周年おめでとう！ アッシーは 24周年でオメデタイ！ 

 

2５年間も馬鹿なジョークを作っているのは曽田会長と野本変集鳥。奥村アッシー君はわずか 24 周年です。

1990年9月に一般の参加呼びかけを小さな小さな日経記事で。10名弱が内神田社会教育会館に集まりました。 

翌月伝笑鳩10月号が発行され参加者奥村篤史の名前も活字で載り大感激しました！  

10月のジョークサロンには作品も出さねばならぬということで大苦戦をしました。 

  ★同巣会出席したし作はなし 口に冗談心に負担 

  ★同巣会出席したし作はなし 期限ギリギリ心キリキリ 

 ★冗談を作る才なし能無し智なし 仕方なしなし冗談顔だけ 

俺のジョークは果たしてマスコミに載るのだろうか。意外や一番難しいと思われる朝日新聞かたえくぼの年

末特集（1990年12月）にどさくさに紛れ掲載された。 

 ★キリンビール巻き返す：社員絞ったのが一番搾りだった・・・年末特集入選 

 

神代京子   おりこみ写真はめ字   ◆祝ジョークサロン25歳おめでとう◆ 

 

 

 

 

に ま め ５ 笑 

綴 た も 年 求 

る あ り も め 

歴 ら あ 今 て 

史 た る は ２ 

虹 神 わ 笑 し 

の 田 ら 顔 あ 

わ の い ら わ 

き 空 の ん せ 

立 に わ 漫 な 
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神奈川・若狭芳生                                            

★駄じゃれ・破れかぶれ五七五                                     

 

ヒカリモノ好きな淑女に鯖贈る 

間違いは５階で降りたエレベ－ター 

つゆ知らず北海道に蕎麦屋なし 

金融道ナニワと言えばカンサイだ 

９回を投げ切る投手関東人 

投げやりで出来る種目は槍投げか 

三段跳び三段腹で踏み外す 

タイガースハンシンハンギのAクラス 

年寄りの冷や水で防ぐ熱中症   

 

 

瀧口庸行  祝創設２５周年 

「伝笑鳩」快鳥に贈る 

か・快調に 飛ばす笑いも 

い・いい調子 

ち・智慧と頭脳の 駆け引きで 

よ・夜昼ジョークで 明け暮れて 

う・右往左往の 思案顔 

そ・相談相手も 無いままに 

だ・駄目を承知で 汗をかき 

ひ・ひとの噂も 気に掛けず   

で・でたとこ勝負で 賽を振り 

お・お主もわしも これからよ 

でん・伝笑バトとは しゃらくせえ 

し・心臓強く 世の中を 

よ・よもやま話で 

ば・馬鹿騒ぎ 

と・とんだ無礼を 致します 

陽耕詠む（庸行・つねゆき） 

 

稲葉浅治  川柳「暑い」 

玉の汗ものともせずに阿波踊り 

海からの風をさえぎる暑いビル 

ただ耐えるクーラーこわれ熱帯夜 

故郷がない子供等の暑い夏 

暑いから燃えて応援甲子園 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  ～甘辛都々逸ほのぼのランド～ 

ほんと極楽 ほのぼのランド 笑顔ユーモア 満ちる里 

－神様も罪深いよなあ、誠に－ 

☆イスラム圏では どこでもモテる ムハマドさんって 言う訳よ 

☆「イスラ」同じで その後につく字 「ム」なのか「エル」かで 命取り 

☆嫌らしいのは 問題ユダヤ 厳しい監視の イスラエル 

☆二度とはご免だ 行きたかないな ガザへの攻撃 やり過ぎだ 

☆エルサレム 嘆きの壁にも 触ってみたが ガザへの猛攻 神知らず 

☆「宇」とは空間 「宙」とは時間 交わる座標に 生きる我 

 

岩手・ほらえびす  言いまつがい 

ある時電車の中の車内アナウンスで、 

「車内でのケータイの使用は、心臓のヘルスメータ

ー等・・・・お控えください」 

車掌自身は「ペースメーカ」などの医療機器の誤作

動を起こす原因になりかねないので車内でのケータ

イ電話の使用を控えて下さいとの事。・・・オラは

「ヘルスメーター」で心臓の重さを計ってどうすん

だとつっこみを入れたくなりましたが、降りる駅に

着いたので何も言うことができませんでした。残念。 

 

香野好勇（好太） 好太川柳   

歯の治療も少し生きるつもりして 

人の歯の痛みでメシ食う歯医者さん 

病持ち仮病使わず生きている 

優先席いつの間にやら化粧席 

 

フォト川柳（好太） 

＊お日様を捕まえお

うちにお土産に 

＊抱きつかれいい子

いい子にしていマス 
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紙ぷーせん（中村史江）  <ジョークサロン>25周年 おめでとうございます。 

 

 乳呑み子だって モノココロつき 声も変ろうグレもして 25になりゃドンと恋(来い)!  

 どうぞ、ますます ♪恋するフォーチュン<ジョー・サ>でありますように。 

4月に初めてうかがったとき、皆さま方の大真面目なジョーダンに「ワッ! 本気じゃん」と、どえらくも大

ユルの衝撃を受けました。 

 自分、てものが一生判らずに生を終えると思われますが、笑いのエッセンスをバラ撒きながらの暮らしは、

ちとやそっとじゃ叶いません。大型バキュームDYSON(東芝サイクロンクリーナー・トルネオもまた、軽量に

してゴーリキアヤメちゃんデス)でガバァッと吸い取らせていただくショゾン、シボン  C’est si bon ! 

  

コーレイワールド 何より大事は 不良のココロ 人情折りなす ゆるあそび 

ユーレイワールド 何より大事は 浮つくココロ 人の世で会い 宙で逢い 

あすんであそび 真面目にあそぼ ケンカ友だち 有りゃサイコー 

これからも、ずずずいと一つ、町(腸)内お引き回しのほどを。 

 ← 元・山ガール憬れの花「オオヤマレンゲ」in阿蘇 (写真/戸澤さん) 

 

吉永こ百合   はめ字でにっこり「願い事 ささと書いたの 七夕に」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

曽田英夫       狂歌NEW門   自作川柳＋7＋7  その2 

 

リストラで 社長もいない この会社 代わりに増えた リスとトラたち  

新幹線 高速道路 縮む地図 リニア走れば もっと縮んで  

   女房は 声は甘いが 舌に毒 歯には牙生え 舌は二枚か 

 苦労聞き 生きる力の 糧とする 今日の糧は ドリンク剤か  

明るいか 未来が見れぬ 墓の中 そこは暗く 明かるはなく 

 胃袋に 次々届く 酒五合 足に届いて もろ千鳥足  

   

藤井敬三 ユーモア川柳       「ああ、関節」＜解体新笑シリーズ＞ 

★ダイエット関節だけがよく目立つ    ☆古希古希とラジオ体操骨が鳴る  

★関節のリハビリに効くほめ言葉     ☆震度６病んでた腰がすっと立ち 

★関節に残る昨夜の安い酒  ☆膝痛も加齢によりと診断書  ★突き指でタイムが掛かる草野球 

★有段の妻は関節攻めてくる ☆関節が太り指輪がはずせない ★翌日は関節痛む山登り   
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門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

＊サンバの国のザンパイ    ＊Ｗ杯優勝を射止メルケル 

＊泣きっ面にハジ 野々村県議 ＊首相の掲げる事例はキライ！ 

＊次は砲整備にかかります 集団的自衛権 

＊撃墜の疑いをハラショ プ大統領 

＊♪久しブリに 手に入れて 親子で 

食べる 照り焼きを 安い頃が 浮かんできますよ  

オッ魚屋さん ここが ここが  

特売日 記念の写真を とりましょね♪ 

      （東京だよ おっ母さん） 

 

海郷達人        対 文 （逆さに読んで応答を楽しむ文芸です） 

 

 

 

 

 

 

 

平井幸雄   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波木博信   「爺～ジ、爺～ジ」の暑い夏： 外ではジィジジィジと蝉が鳴き始めました。 

 

私は初めてジィジジィジと呼ばれる夏を迎えます。娘が出産したのです。夜、初孫を見に行くと

すぐに娘は私を「ジィジ」と呼ぶは、カミサンまでが「ジィジジィジ」と私をはやしたてる。 

私がジィジなら、おまえは「バァバ」だろ！と言うと、 

「ううん、私は（美佐子だから）『ミーちゃん』って呼ばせるの」だと。 

私のことをジィジと呼べるのは孫だけのはずなのに。 

ワールドカップ  

応：ワールドカップ見ずや。 

答：休み二日取るわ。 

 

電車で痴漢 

応：すやすや眠る技。 

答：触る胸、やすやす。 

 

歩行中の屁 

応：スー、屁（へ）見事放（ひ）れば、・・・。 

答：ばれ、人ごみへ、スー。 
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野本浩一   【浅草の落語帰りは伝法院 お店掃き分けかなや刷毛（ぶらし）へ】 

 

 伝法院通りを歩くと「かなや刷子（ぶらし）」を見つけたので、ジョークサロン２５

周年記念例会で使えそうな品を探すことにした。箒は大きいので放棄だ。お店の女性に

尋ねると、馬の毛で作った歯ブラシを薦められた。アナ

ウンサーの徳光さんが、まとめて１００本買ったりしま

すよ、とけしかけられたので、３６本大人買い。歯垢を

しっかり落としてくれるだろうし、我々の思考もすっき

りさせるだろう。上昇志向にもぴったりの品である。お

まけに国産のシュロタワシを追加購入。ゲームの景品と

してワタシがタワシをテワタシしよう。 

馬の毛の歯ブラシしこうよくおとす そこのけそこのけお馬がとおる  

お土産にかなや刷毛（ぶらし）のシュロタワシ ワタシガタワシテワタシシタワ 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  世相都々逸no.30   ◎頑張って料理したぞの卷 

幸せいっぱい編 

腕をふるった 自慢の料理 家族の笑顔 食卓に 

 腕をふるった 自慢の料理 この次何と 尋ねられ 

家族の率直な評価編 

 腕をふるった 自慢の料理 次回は出前と 子がねだる 

 腕をふるった 自慢の料理 待ってたせいか 美味しいと 

何かしらの効果あり編 

 腕をふるった 自慢の料理 見た目悪いが 味良いと 

 腕をふるった 自慢の料理 食器洗いは 合格し 

子供に自信持たせた編 

 腕をふるった 自慢の料理 娘が料理に 自信持つ 

 腕をふるった 自慢の料理 今度は私と 子が意欲 

  

一ノ瀬善秋（シャレクスピア）洒落久寿飛夜    病院ジョーク （熊と童謡）に動揺  

 
＊外出許可の時「熊と車に気をつけて下さい」と看護師が注意、空家も多い。 

ある日曜日おばあちゃんを見舞いに孫と姪が来た。姪が「この歌をよく歌っていたわね」と、「鉄
道唱歌・汽笛一声 新橋を・・」 ベッドから半身を起して歌い始める。 
「汽笛一声新橋を はやわが汽車は離れたり 愛宕の山に入り残る 月を旅路の友として」なんと
３番まで歌う。ナースセンターから看護師も出てくる。廊下に5，6人が驚きながら聞き入る。「祖
母さんに教わったよ」と、長期記憶が甦った。（明治３３年の作詩・昨曲）そのあと４００番まで
あり暗唱にチャレンジしたと精神科医・斎藤茂太氏・・好奇心で「老年快感を」の言。 
 

東京・菅谷信雄    毎週末夫婦で顔面指圧：顔のコリには、とても「イタギモ」！ 

  

  僕が妻の顔を指圧すると、妻は痛いが気持ちよさそうなので、 

僕：「イタミ十増だね」 

妻：「まだ、イタミ倍増よ」 

僕：「それならこちらはどうだ、これならイタミキクゾウかい？」 

妻：「イタミイリマスです」 
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佐藤 俊一          アイ・マイ都々逸 川越風味    

 

 [口上] 小学館「ＷＥＢサライ」〈どこの・ど・どいつ：返歌球〉を連載中です。毎月第一・第三木曜日の掲

載で、現在 21 回目。ジョークサロンのお仲間（正明、駒公、コウイチ、るり子、紙ぷうせん、洋介の名の作

品）も常連です。ぜひご覧になってください。http://serai.jp/dodoitsu/8961 

■世の〈都々逸〉見立ての返歌球 

〈岡惚れ三年 本気で二年 思い叶って 二分半〉 

思い叶った ばかりに一生 重い鼎（かなえ）の 二分半 

〈から傘の 骨の数ほど 男はあれど 広げてさすのは 主ひとり〉 

傘をひろげて かしたばかりに あたしひとりが ぬれてゆく 

ぬれるから 傘をかせとは 何さまなのよ けっしてかすには かさぬかさ 

■神鳴り異聞 

雷鳴が ふたり添わせる きっかけくれた 結びの神なり ありがたや 

雷鳴に ふたり慌てて 逃げ込む蚊帳で いつの間にやら なんやカヤ 

■ユウレイ 

貧乏恨んで 幽霊になりゃ お足なくとも ふゆう層 

お足なければ 三途の川も 浮かぶ瀬あっても 立つ瀬なし 

狸寝入りの 可愛いキミが 寝入る狸に 化けていた 

なぁお前 ほとけさまさえ お盆にゃもどる 心ほどけて もどらぬか 

 

笑門亭来福（西川信治）    ★政治呆談   ☆世相呆談 

 

★野次議員「私がやらなくて誰がやるんだ」と「都議会改革党」立ち上げ→「議員 

辞職をやるのかと思ったが・」「やめないよ」報酬2，400万円/年だもの。（都民税） 

 

☆「叱らない子育て」でなく「教えない社会」？ 

〇保育園で おもちゃ箱のフタに指を挟む→モンママ「危険だから」フタを取れ 

→ドアに指を挟んだら「ドアを外せ」ってか（？）おいおおい泥棒に入られるぞ。 

〇小学校長の嘆き ある父兄「学校で箸の持ち方をきちんと教えてくれ」と 

→その前に父兄に「常識」を教えてくれ 

 

☆日本のベートーベンのゴーストライター 週刊誌依頼で新曲発表。 

記者「あの方に聴いてもらいたいですか？」「そうですね」 

→記者「聞こえますかね？」作曲家「・・・心できいてもらいたいですね」 

 

田中清咊      松本 清張  作品名折り込み川柳 

 

やじ議員頬被りして 告訴せず         「尖閣」「竹島」領海巡る 点と線 

物価は上がるが給与は増えぬ けものみち   「死ぬまで働け」ブラック企業の わるいやつら 

オスプレイわが物顔の 空の城        アベノミクス見込み崩れる 砂の器 

野党再編視界不良の ゼロの焦点       ウナギのルーツ解明至難の 深層海流 

１～４号機 タンク満杯 球形の荒野 

 

http://serai.jp/dodoitsu/8961
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 上の空組 印南博之     大娯解  「ことわざ換笑」 

 

１．耳が公文   長く通ってるうちに此処でしか聞けないようになっちゃった 

２．事後自得   待ってるとよいことが有るかも 

３．歯科を追う者は山を見ず     やっぱり山を張っちゃあ受からねえよ 

４．地獄でほっとけ    そのうちなんとかなるよ 

５．セイコウは失敗のもと   デキちゃったんだってネ 

６．死人（働き）口無し    ｢求む！解剖用 

７．自GO自得      進んでやればよい事も 

８．じゃの道（大蛇、忍者、行者、の）道はヘビィだぜ 

９．十良く五を制す     そりゃあ二倍じゃ敵はなかんべ 

10． 十人十色、百人百色、千人千色、万人万色、億人億色ダレカ止めてくれー  

    

片岡 隆    どどいつ（ 3・4  4・3  3・4  5 ） 

集団的自衛権行使をたしなめる 

お下がり憲法 解釈次第 いずれ新品 まといたい 

頬を打たれりゃ こちらも打たす これぞ日本の 生きる道 

言語道断 憲法無断（憲法無断） よらば撃つぞと 見えを切る 

過ぎる喉元 熱さを忘れ 国が破れりゃ 山河なし 

俺に任せろ 心配するな ちゃんとやるから ダイジョブダー（志村けん風に） 

日本憲法 介錯（解釈）不要 お腹めされよ 阿部総理 

二度としません 戦争だけは 誰か封じて 蟻の穴 

 

米岡泰    どんでん返し７６  「時事川柳」＆「エレベーター」 

   

  ◆拉致されて 恩着せられて 埒あかぬ    ◆領海の 侵犯裁く 審判なし        

 ◎エレベーター 

ビル清掃の派遣社員として行っている会社のエレベーターの扉に張り紙。 

「お客様専用につき社員の使用禁止。ただし荷物ある場合は可」 

ある日のこと、５階の通路掃除をしている時、中年の男性が手ぶらでエレベーターに乗って来

た。 

「どうせ、おれは会社のお荷物だから・・・・・」 

ところが、エレベーターは急にストップ。その男性社員が慌てて降りたら、エレベー

ターはドアを閉めて行ってしまった。 

その男性社員は翌日退社した。エレベーターは平然と今日も動いている。 

 

柴本和夫     ２５周年飲み会音頭（元歌は炭坑節） 

 

ダジャレが～出た出た～大笑い （ヨイヨイ） ジョークサロンの～飲み会で 

あんまり～ジョーク～が～おもろくて さぞや～お客が～うるさかぁろ（サノヨイヨイ） 
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★2014年7月25周年記念特別例会：7月23日＠河岸番外地  ３０名  ＊太字は初参加 

阿部博、石井志津夫、一ノ瀬善秋、印南博之、尾垣聡子、奥村篤史、海郷達人、片岡隆、神代京子、 

幸崎雅哉、小杉正毅、佐藤俊一、佐藤忠恕、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、高畑傳、辻恭子、 

中村史江、西川信治、庭野ち草、野本浩一、東省三、平井幸雄、藤井敬三、松山カオリ、森忠靖、 

門口泰宣、米岡泰、ＮＭ 

＊阿部博さんは佐藤俊一さんの紹介で初参加です。自己紹介のときに「あべひろし、です」 

 と言った途端皆さん「エッ」と笑顔に。阿部浩さんが欠席で、阿部博さんが出席だから。 

＊幸崎雅哉さんは変集鳥と高校で同級生でした。大手町に勤務しているので、今後時間が 

 ある時には顔出しして貰えたらと思います。よろしくお願い致します。 

＊庭野ち草さんは佐藤俊一さんの仕事仲間で、コピーライターとして活躍中です。 

＊森忠靖さんは小杉正毅さんのお知り合いです。ジョークサロンの活動を聞いて、興味深々で足を運

んで頂きました。ジョークサロンが気に入って頂ければ光栄です。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

（例会参加費：男性1000円、女性500円 ＊25年間変わってません） 

9月24日（水）   千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

10月22日（水）  千代田スポーツセンターの予定 

11月22日（水） 、12月17日（水）・・・予定  

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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☆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。 

石井志津夫さん（写真下）が久しぶりに例会に参加でした。１９９１年から始まりました「今年の一笑」

を１１回獲得は不滅の大記録になっています。ここ数年は療養のために例会への参加はままならないよ

うですが、「笑いでガンをなおす」をモットーに健康増進に努めて元気にしています。 

 いつまでも 笑顔絶やさぬ 石井さん 笑いでガンを しっかり治す 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

