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＊＊＊＊＊２０１５年１月 No.３０３＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

＊＊３００回伝笑鳩は飛び続け 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

 年末年始はジョークサロンのメンバーが一番楽しみに

している時季です。忘年会、新年会、年間笑の開票です。 

 2014年はサロン発足25周年を祝い、伝笑鳩300号を 

発行しました。お便りを沢山頂きました。例会に参加したいという方もありました。

楽しみましょう！ 

恒例の２０１４年の一笑総選挙を行います。今回同封の投票用紙で３笑品を選んで

郵送をお願い致します。  

また、２０１５年新年会を１月１０日（土）に開催します。会場は恒例 神田多町ラ・リヴィエールです。 

 関東近郊の方々には新年会の案内を同封しております。是非、遊びにお越しください。待っています。 

 

＊＊＊2014から＊＊＊来年もよろしくお願いいたします。＊＊＊2015へ＊＊＊ 

 

新潟・永林寺住職・佐藤憲雄  越後は冬ごもりの準備中です。越後への御尊来心待ち申し上げて・・・。 

 

東京・鳥居晴美  いつもご盛況のようで何よりですね。私も変わらず元気に働いております。 

              

高知・高橋満子  皆様のご活躍今年もすばらしく 土佐の地で楽しませて頂いております。 

 

広島・香川信子  いつも伝笑鳩が届くと、その日に、完読せずにはいられません。 

次の日からじっくりと再読するのが私の読み方です。いつもありがとうございます。 

 

愛知・加藤勝彦 エサ不足で高山ではくまさんに襲われ死者迄出ました。エサ補充遅くなりました。 

 初雪が降りました。一気の大雪で高速道路立ち往生の車続出で通行止。行きはよいよい帰りは恐いです。 

 

埼玉・石原義三     爆、快、微、苦、美 ＥＴＣ。 各笑鳩 待っております。 

 

神奈川・山口栄子       また年貢を納める暮がまいりました。 

一度は例会に参加させていただきたいと心掛けてはいますが、未だ実行しておりませんがいつか!! 皆様も

若くはありません（？）のでお体に気をつけて私達を笑いとかしこくなる世界へお導き下さいね。 

 

東京・青木孝      本年も大変お世話になりました（ちょっと早目ですが） 

あいかわらず満載の記事に圧倒されています。沢山のエネルギーが一緒につまっているからでしょう。 

 

東京・柏谷達雄      新年も笑いに明け暮れる日々を送りたいと思います。 

 

風寒く 風邪をひかずに 頑張ろう 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】  

  大娯解  ｛芸術の秋－♪音楽｝ 

♪愛寝暗いね夜の無宿     

アイネ クライネ ナハトムジーク 

♪正常気よ永遠なれ        

アメリカは大丈夫？ 星条旗よ（スーザ） 

♪黒い鶴そなた   クロイツエル ソナタ 

       千葉／印南博之 
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神奈川・志賀明  毎年お世話になり多謝！ 毎回「ものは付け」に参加し楽しんでおります。 

 

東京・高栄子   ジョークサロン特にものはづけコーナーに応募します。 

 にぶくなりがちな頭脳を盛り上げようとしています。これからはウォーキングを体に、頭をジョークサロン

で維持していきたいものです。今後共よろしくおねがいします。 

京都・牟禮丈夫   新年度もよろしくお願い申し上げます。 

古文亭南朝選    第１６７回ものは付け  

       「じれったいものは」（川田又一さん出題） 

 

恋愛中の男…なかなか意思表示しない   東京   柏谷 達雄 

急いでいる時の赤信号          京都   牟禮 丈夫 

減らない体重              神奈川  藤倉 由紀子 

おくてとおくての会話          東京   高 栄子 

選挙しても変わらない政治        埼玉   高木 正明 

もうちょっと右、いや、もっと上、下かな 千葉   川田 又一 

長久命の長助の名前           神奈川   志賀 明    

下手な司会者              神奈川  浜田 頓坊 

雨で中断されたテニス中継        東京   植竹 団扇 

針の穴へ糸を通す            東京   藤野 哲康 

土俵ぎわのうっちゃり          高知   高橋 満子 

お互いにわかっているのに出ない名前   神奈川  佐藤 忠信 

一向に本題に入らない会話        東京   奥苑 順子 

少女Ａ････中森明菜           東京   柴本 和夫 

飼い犬との散歩             千葉   岡部 千代松 

口下手のプロポーズ           東京   稲葉 浅治  

次回（第168回）の題  「いそいそするものは」 （川田又一さん出題） 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

1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 

 

授業参観日に手を挙げないわが子   千葉  遊佐 怜    

【評】わかった子は右手、わからない子は左手をあげる。 

え？ 右と左がわからないって 

入選 

 

開きそうで開かない踏切         東京    三浦 邦夫 

発毛剤の効き目             東京   野本 浩一 

いっこうに進展しないドラマ       神奈川  山中 静代 

999円小銭で払うおばあちゃん      神奈川  阿部 浩 

乾杯の長いスピーチ           東京   藤井 敬三 

 

佳作 
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福島・松山カオリ   とうとう１２月のカレンダーを眺めて今年の反省をしております。 

 

１年間皆様の作品がすばらしいと感心していましたが、私自身は何も出さないで過ぎたことを反省して今年

を締めることになりました。女性のメンバーが増えて活気のあるジョークサロンうれしいことです。私も元気

を出して、若い方について行きたいと思います。どうぞよろしく・・・。 

 

浜田頓坊＠鎌倉極楽寺     ☆ 甘辛都々逸ほのぼのランド ★ 

 

<よい年でありますように>  ☆七福は 恵比寿・大黒 毘沙門・布袋 弁財・福禄 寿老人 

              ☆福神信迎 どうやらみんな 富裕羨望 有徳人 

            ☆街歌・俚謡に 都々逸詠んで 長生きできれば 儲けもの 

☆傘寿・米寿や 卒寿に白寿 元気じるしの 長寿歌＊ 

☆そっと触れてる 都々逸だけど 時によい風 吹いてくる＊＊ 

<正月の酒呑み風景>     ☆土佐の正月 「可杯」（ベクハイ）てのは 飲み干す習いで 杯置けぬ 

☆底がとんがり おまけに穴を 指でおさえて 呑むおちょこ 

 

＊この一章は「しぐれ吟社」700号記念誌宿題『長』選者、山崎美津氏に佳作に選んで頂きました。 

特に「しぐれ吟社」では、「一首」ではなく、「一章」と言っています 

 ＊＊湯島天神「都々逸之碑」建立記念の第六回都々逸全国大会で、尾藤三柳氏（川柳公論主宰）と、毒蝮三

太夫氏（俳優・ラジオパーソナリティー）の両氏に佳作に採って頂きました。 

 

大石脩＠京都   もう気が付いたら師走ですね。何かしら、し忘れたこと色々あったと 

想い起すも、忘却の彼方。ボクの信じてた方も、ボケギャグの彼方。なのに、ギャグのみノーミス。それで

も、ミスにミスして呑み～～い過ぎ、着いた所が心の我が家。 

 

ほらえびす＠岩手      ニヤリ連発 次から次と あちらこちらに 笑いあり 

１２月１４日  １．討ち入りじゃ！  －野党－ 

        ２．総選挙近し  皆さん投票に行きましょう    －スコットランドより－ 

新聞休刊日  「ニヤリのネタがないよ」 －ほらえびす－ 

ここにネタと所得隠しがあるよ   ここ掘れワンワン   －お父さん犬－ 

金持ちケンカせず ―青色発光ダイオード発明者三人― 

８から１０へ  どちらが先になるか？  WINDOWSと消費税  －朴念仁－ 

マイナスも２乗すればプラスになる  禁（禁酒禁煙）  －タバコ好き－ 

若狹芳生＠鎌倉    「駄じゃれ政党名」シリ－ズ第３回 

だらしない野党に任しておけない。とばかり名乗りを上げた 

政党に歓声と罵声とため息が交錯する。 

株価高党・・・年金運用でもＮＩＳＡでも何でも高騰期待！ 

痛散党・・・痛散湯飲んでて大丈夫？ 

議論沸党・・・口角泡飛ばすより額に汗してね 

半額殺党・・・薄利も多売で景気も浮揚！ 

日本列党・・・津々浦々まで目配りしてくれる？ 

遺族黙党・・・戦没者の英霊に黙祷！ 

葡萄党・・・酸化しないで鮮度を保っていてくれれば 

稲葉浅治  川柳「残念」 

甲子園涙の沁みた土を詰め 

目の前でいつもチャンスが曲れ右 

あと一歩扉閉まった終電車 

あと一秒箱根駅伝予選会 

一億円一番違い宝くじ 
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追悼 高倉健 さま 

紙ぷーせん（中村史江）  ◆へん破綻調滅茶都々逸風嘆雑戯詠言◆  

ここはいっちょ 珠玉のマンネリズムに酔うた日  々   

こよい よいましょ 竹輪を齧って観たスクリーン 

◆健さんが逝くあゝ健さんが どのケンさん?て  健さん、つったらあの健さんヨ 

◆唐獅子牡丹も 網走だって 全部見た観た 緋牡丹博徒 人生劇場飛車角も 

◆わたしゃ東映チャンバラ育ち ひばりに錦ちゃん橋蔵さん健さんが居た 

饐えた匂いの映画館 

◆風邪っぴきニュースにうんざり 岡っ引きもの見るよりましか  

いい人ばなしの 健さん追悼 

◆追悼番組 健さんだらけ それでも文句 たれ云うか 

◆ハンカチも 八甲田山 チャン・イ―モウ 駅にホタルに DVDで咳のゴホン立て 

香野好太  健サンのニュースが解散小さくみせ  

阿部 博       健さんに なれない男 酒を飲む 

高木正明    寡黙・不器用 愚直を売りに 演じきり逝く 高倉健  
   

神代京子 

 

 

 

 

 

 

 

笑門亭来福（西川信治） 「死んで貰います」→解散を軽く蹴散らす高倉健 

門口泰宣   悲しみの黄色い半旗  高倉健 

♪消費税とＧＤＰを 秤にかけりゃ  
      増税が重たい 政治の世界 
      ことばなじみの アベノミクスにゃ 
      民の心は 見通しできず 

不器用に吠えてる 空元気解散♪（唐獅子牡丹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

背 哀 け 和 は 

中 か ん 歩 る 

の ん さ ん け 

記 漂 ん だ き 

憶 う の 男 昭 

阿部 博  ☆手始めはまずおとなしく川柳で☆ 初めまして、どうぞよろしく  

           

木枯らしの駅を降りればジョークサロン       あの人は来る来る来ると風車   

伝笑鳩笑い届けと天翔ける              ふふふふふ月が出るなり伝笑鳩  

つながりは指先だけのスマホかな          金ウンが呼び寄せたりしスカイツリー 
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庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

●やや寒の日の お福わけなり 我が家に少しふゆう柿 

●見えないものが見えるのならば かたや覚悟も菊枕 

●保存されるは元カノなれば 上書きされる元カレよ 

●着ぶくれてるといわれたくない薄着のあたしむくれてる 

●秋を惜しまず冬を厭わず 麦まっすぐにすくすくと  

●お酒大好き 寿老人さま シャクヤクよりも 百薬ね 

●群れることなく作林道の 恋紫よ 凛として 

●暖簾かきわけ入りぐち出ぐち 愚痴は１つね濁り酒 

香野好太    好太川柳＆フォト川柳   

人生の余白に書き込む感謝状      

   生き延びてまだ手付かずの明日がある 

   同窓会気が付きゃ健康座談会 

   喜寿越えて泌尿科歯科行き頻繁に           江の島も富士も楽しむ波の音  

高畑傳 二流亭 転失気奴   平成ストトン節  
１ 先ず私は右翼でも左翼でも有りません。無欲です 

２  ストトンとヤジ飛ばし、政治資金不明朗 議員諸君、淑女の我儘かって、かなわぬ時はどう

する、どうする、大声張り上げ泣けばよい ストトンストトン、ストトン 

３ 政治家先生円安、円安と喜んでいます。日本の資産価値下ります。それでも輸出伸びません。

今輸出で伸びているのは、日本米、ラーメン、日本の木材、こりゃま、あれまと驚いて、 

ストトンストトン笑います。 

４  お前この世に何しに来たか？ 税や、保険料金払うため、ついでに住宅ローン払うため、 

こんな浮き世へ生まれて来たのが、我が身の不運と諦めて、ストトンストトンとジョーク

サロン、休まず通います。 

５ 経済発展、経済だ、発展だと政治家皆さん申すが、ワタシャ、地球温暖化、異常気象、地震、

津波、放射能、火山噴火、大雨災害、戦争、テロと多すぎます。心配で、心配で、ジョーク

サロンでストトンストトン笑います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一ノ瀬善秋（ｼｬﾚｸｽﾋﾟｱ）洒落久寿飛夜 ◆認知症予防法 ﾜｰｷﾝｸﾞメモリを鍛える◆    

1-1  次の四つの数字を覚えて下さい （３・ ５・ ２・ ６） 

1-2 バッタの足から（６本）、カエルの足（４本）を引いてください 

1-3 そこで最初の四つの数字を言ってください。（言えなくても、認知症・軽度） 

2-1 つぎの県名を覚えて下さい     大分・三重・岩手・福井 

2-2 １００から七を引く、更にそこから７を引く、５回引いてください（６５） 

 １０回引くと（３０）になる。５回で止めてよい。 

2-3 富士の山（フジノヤマ）を逆に言って下さい 

2-4 最初に覚えた四つの県名を言って下さい。言えなければ地方症（県呆症） 
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内田清子          どどいつ「イロハにソラシド」     

 

＜携帯から小さなパソコンへ＞  ●小さく進化 携帯電話 再び大きく 成長中 

＜食欲の秋＞          ●秋の夜長に 仕事で夜なべ  せずに朝まで  鍋囲む 

＜捨てない！ もったいない！＞  ●断捨離せず 保管のおかげ 大宅壮一 文庫なり 

＜羽生結弦選手の激突で＞    ●ゆづるゆずれず 激突するも ゆづるゆずらず 銀メダル  

 

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 

〈去年の今夜は 知らない同士 今年の今夜は うちの人〉 

去年の今頃 出会い重なり こうしてああして こうなった 

〈川という字は そりゃ後のこと せめて「り」の字に 寝てみたい〉 

やっとふたりは 「り」の字になって 「こ」をしてああして 子をなした 

〈岡惚れしたのは 私が先よ 手出ししたのは 主が先〉 

手出ししたのは あたしが先ね 手抜きしたのも あたしから 

〈色がくろうて 惚れてがなけりゃ 山の鴉は 後家ばかり〉 

色がしろうて 惚れられるなら 誰もくろうは しやしない 

■また選挙～ 

かいさんしたら あいつとこいつ もうかいさんぞ 衆議院 

モウソウ・ネマガリ いマダケばかり 増えるこの世は 妙チクリン 

 

曽田英夫            狂歌NEW門    

わぁーと楽しく 笑って終わる 

このサロン ジョークジョークで 盛り上がり わぁーと楽しく 笑って終わる 

居酒屋で 酒変えながら 赤い顔 わぁーと楽しく 笑って終わる 

落語会 真打トリに 現われて わぁーと楽しく 笑って終わる 

 懐さびし 吹く風寒い   

     忘年会 あちらこちらで 誘われて 懐さびし 吹く風寒い 

ボーナスが 無くてどうして 年越せる 懐さびし 吹く風寒い 

クリスマス 孫へおもちゃを 贈りたい 懐さびし 吹く風寒い 

 新聞読んで 一喜一憂 

大鵬に 白鵬並び 目に涙 新聞読んで 一喜一憂   

     青酸の 京都向日市 わが故郷 新聞読んで 一喜一憂   

 

上の空組・印南博之    大娯解   { 芸術の秋 }   ♪音楽    ◆美術   

♪突き肩と風雅        トッカータとフーガ 

 ♪朱鷺の踊り           時の踊り        （ポンキエッリ） 

   ♪あんだって？ 寛太 ビリかよ！      アンダンテカンタービレ 

◆見ろ！この美茄子            ミロ  ヴィーナス 

◆美茄子誕生      ナスよりももだっぺ         ヴィーナス誕生 

◆猿ば捕る誰？              サルバドール・ダリ 

◆苦労人 ・モネ              クロード・モネ 

◆巴風呂 ピカ素    汚れ良く落ちまっせ！      パブロ・ピカソ 

    ◆江戸悪徒 金（マネ）   出た！ 銭形平次の新作     エドワルド・マネ 
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吉永こ百合      はめ字   「輝夜姫さま雨宿り」 

   

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  世相都々逸no.34   

               2014年の流行語大賞候補の卷 

 

ダメよダメダメ編 

ダメよ、ダメダメ あなたの浮気 ダメよ、ダメダメ 絶対ダメ 

STAP細胞はあります編     

STAP細胞 揉めて越年 理研改革 道半ば 

デング熱編          蚊が消えちゃえば デングは消える 消しちゃならない 対策を 

マタハラ編          セクハラに次ぎ パワ・マタハラも ハラハラさせる 事ばかり 

 少子化なんぞは どこ吹く風さ 職場に横行 マタハラが 

危険ドラッグ編        危険と知りつつ 止めない薬 そのうち止める 人生を 

ありのままで編        ありのままでと 放っておれば 消滅都市化で 街滅ぶ 

ありのままでと 思っていたが ありのままでは すぐ振られ 

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》  

 
アベノミクスの 実感ゼロで 中途半端は 安倍の癖  
信を問うなら 身を切る話 格差・原発・秘密保護  
消費増税 延期と言えば それで済むのに 無駄解散  
多弱野党が 解党離党 徒党再編 大慌て  
政活費ならば 生活費にも ポッケに入れたら 遊興費  

 
道徳教育 語った口で カジノ賭博も 語る口  
安倍が嫌いで いやいや握手 むっつりチャイナの 習近平  
サンゴ密漁 船団組んで 無法チャイナの 海賊船  
寿司の食い過ぎ 世界に和食 絶滅危惧種に クロマグロ  
カネにならなきゃ ポイ捨てペット むごい仕打ちの ブリーダー  

遺産稼ぎに 亭主も殺す？ カモは 結婚相談所  
大鵬記録に 並んだ白鵬 32度目の 優勝杯  

 
海郷達人      小 話  岸壁で拾った話    ホタテ漁 

その昔、仕事で青森を訪ねた時のことです。 
青森県むつ湾は、ホタテ貝の養殖が盛んなところですが、岸壁で一服している漁師さんが問わ
ず語りに言うには、「昔っさー、ホダデッコの値がずーっとえぐっで、このあだりホダデ御殿
がずらーっと並んでだもんだべさー。」と。 
「そうですか、今は大量貧乏をなんですねー。」と応えながら、私は、「ホタテだったら、普
通は“小屋”じゃないのかなー。」と思いました。 
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神代京子   おりこみ写真はめ字  ◆大晦日は琥珀色◆ 

 

 

笑門亭来福（西川信治）    ★政治呆談   ☆世相呆談 

★今だけ金だけ自分だけ 3だけ主義自分の利益中心に考える生き方（偉い人に多い） 

★（大義なき）解散総選挙 前代未聞の万歳二度 中には万歳しなかった与党議員も  

★アベノミクス解散 ＧＤＰは減ったが「アベノミクスで国民の信」を問う 

  「この道しかないのです」→戦前のセリフのようにならなきゃいいが 

★アベノミクスケーキ値上がり不景気に 

☆凍結できず汚染水トレンチ（取れんち）→セメント固め 東京電力 

☆シニア夫婦の会話「このお餅冷凍しなきゃだめだろ」「大丈夫よ、あれが入っているから」 

「あれってなんだよ？」（答：エージレス） 

☆手をつなぎ歩いている高齢の夫婦はどちらかが認知らしいときいた。先日そんな 

光景を見かけたら向こうから「こんにちわ」、近所の人だったので思わず笑いが。 

 

野本浩一 お写落日記 【長崎のアジは格別いいお味刺身でも良しひものでも良し】 

 

11 月 6 日午後に、長崎市内江戸町にある山道水産（株）に立寄り、頼んでおいたお土

産のひものを購入。太っ腹な社長さんと暫し懇談。今年新装開店した店舗の中には、飲食

コーナーがありお茶菓子を頂きました。ごはんと味噌汁も勧められましたが、昼食後だっ

たのでひものだけ試食させて頂きました。アジのお味もよろしいようで・・・。 

 「いらっしゃいませ」とお辞儀をしている可愛い人形の眼と、社長の笑顔が追加の土産

になりました。 

 

 ☆江戸町の山道社長超えーど ひもの味噌汁 飯もサービス 

☆頭下げ 客を迎える 人形は しっかり見ている オアシの具合 

 ☆お辞儀する 人形の眼は 来る客の 足とオアシと 明日（あした）を見るか 

 

門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

１）バターっと止まった供給 
２）この道は いつか来た道   ああ そうだよ  

まやかしの 公約が咲いている（この道） 
３）みんなの党が難民の党に解党 
４）美貌の未亡人に貧乏は似あわない 
５）リンクで衝突せぬようwarning アップ 
６）白馬の王子は来ず大地震が来た 
７）紅白では北島三郎が引退してサブしくなる    

出 ふ こ 並 き 

浸 る は 木 み 

ろ い く は こ 

う 思 い 秋 ぬ 

か い ろ 色 か 

て 家 お い 甦 

暖 族 お き る 

か そ み お お 

な ろ そ く さ 

夕 っ か よ な 
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藤井敬三 ユーモア川柳       「ああ、手」＜解体新笑シリーズ＞ 

 

かじかんだ手に息かけて朝ゴルフ      手が触れて電気が走る初デイト  

  候補者は白手袋に爪隠し          手の込んだ嘘ほど顔に表われる 

手を広げ逃げた魚の自慢する        お賽銭よりも柏手派手に打ち 

手拭と扇子で落語盛り上げる        海外で手振り身振りのショッピング 

手話通訳ギャグや駄洒落が通じない  モンゴルに今やお手上げ大相撲        

手を挙げて痛さ伝える歯の治療        新しい手帳先ず書く年金日 

柴本和夫      言葉の研究  SとM・・あなたはどちら様ですか？ 

 

 政治とカネ（＝マネー）・・まさにS様とM様 

  ①騒動の主犯：よういちのS様とM様・・宮沢洋一（M様）枡添要一（M様）菅原洋一（S様） 

  ②太陽と月どちらがお好き・・・・太陽（SUN）月（MOON） 

③曜日の確認・・・日曜日（SUNDAY）月曜日（MONDAY） 

 ④財閥の名前・・・住友（S）三井（M）三菱（M）  

  ⑤待ち合わせの場所は・・・スタバ（S）西友（S）、マック（M）三越（M） 

  ⑥コーヒーに入れますか？・・・砂糖（S）ミルク（M） 

  ⑦どちらの時代が好きですか？・・・昭和（S）明治（M） 

 

平井幸雄          ものの名前の由来  

 

  知ってるようで知らない物や人の名前の由来を調べてみた。どうしてこんなネーミングなのか、知る

と思わず得した気分。それを知ったからってどうってことはないが・・・  

因みに、私・平井幸雄（ひらいたかお）は、八王子・高尾から飛来するから「たかおからひらいする 

ひらいたかおです。目（メ）を入れると「ヒラメイタカオ（閃めいた顔）」になる。 

 

 

 

★2014年11月26日  21名  お陰様で２０名突破。女性が5人も参加で花盛りでした。 

藤井敬三、野本浩一、曽田英夫、高畑傳、一ノ瀬善秋、佐藤忠恕、門口泰宣、高木正明、海郷達人、 

平井幸雄、印南博之、柴本和夫、西川信治、佐藤俊一、阿部博、庭野ち草、中村史江、内田清子、神代京子

米岡泰、尾垣聡子   

 

 年末年始 ジョークサロンは大賑わいです。 

 カンパの切手送付が沢山届きます。ありがとうございます。 

 「２０１４年の一笑」投票をお願い致します。「２０１５年新年会」に是非ご参加下さい。 
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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） 

2015年1月10日（土）12：00～ 新年会＠ラ・リヴィエール 

1月28日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

2月25日（水） 千代田スポーツセンター の予定 

3月25日（水）、4月22日（水）、5月27日（水）・・・ 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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米岡泰 （写真下） 

南亭琴内氏のどんでん返し79 

 ◎「時事川柳」 

ついに来たフォッサマグナの股ずれが 

詐欺女しめて7人10億円 

相棒や科捜研でも追いつかぬ 

モンゴルに国技とられて恥知らず 

見たくないモンゴル場所のテレビ相撲  

 

◎｢大いなる神の恵み｣   人間が神に尋ねた 

「神よ！百万年は貴方にとっては、どの位の長さですか？」 

「ワシにとっては、ほんの1分くらいじゃなあ」 

「神よ！百万ドルは貴方にとっては、どの位の値打ちです

か？」 

「ワシにとっては、ほんの１ドルくらいじゃなあ」 

「神よ！どうぞ私に1ドルを恵んで下さい」 

「よろしい！ほんの1分くらい待つのじゃ」「！・・・」 
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