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＊＊＊＊＊２０１５年１０月 No.３１２＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

 今年は例年よりも台風発生が多いと、気象予報士の方がコメントしています。 

 台風の影響で大雨となり、河川の氾濫・道路の冠水・土砂災害のニュースが流れます。被害がで

きる限り少ないことを祈ります。台風も怖いですが、もっと怖いこともあります。要注意ですね。 

さてジョークサロンへの読者の方からのお便りに加えて、メールも届く様になりました。 

今月は初めて頂きました宮城・宗田淳さんのメール紹介から始めます。よろしくお願い致します。 

 

宮城・宗田淳（楽家笑遊：伝笑鳩愛読者） 毎月伝笑鳩ありがとうございます。 

Ｎｏ・310（２０１５年８月）の大石脩作品を特に面白く感嘆しました。 

    「つまりさぁ、瞳孔からおみあしのヒールまでだよ。 

     あらあらあ～ら、じゃ眉毛から上は？どうなるん？」で終わっていますが、 

   そのあとに（例えば：頭脳が・・・・・黒髪が・・・とか）あれば最高ですが！ 

   そのあとに落ち（さげ）はないのでしょうか？（落ちがあれば最高の小噺と思いますが） 

 ご教授を宜しくお願いします。（結論をいそぎませんので・・・） 

 

福島・松山カオリ   今月は松野様の作品久し振りに楽しく読ませていただきました。 

私も忘れられないように出さなくてはと緊張いたしました。先月テレビで認知症にならない予防に「知的な

ことにかかわると良い。例えば川柳などが良い」という話を耳にしました。ジョークサロンのメンバーは川柳

などよりもっとむずかしいジョークを考えてますから皆さま頭の方は健康でいらっしゃいますね。 

 

長野・松原伸伍     いつもありがとうございます。とても元気がでます。 

新潟永林寺・佐藤憲雄   残暑厳しき毎日御精進お大切にと祈りつつ・・・合掌・合唱 

 

東京・菅谷信雄     妻が、きのこを干すかごを買ってきました。 

シメジを干して、夕食に・・・半日の日干しなので、セミドライです。私が「先日ベランダにセミが止まっ 

ていたけど、この干しかごに止まれば、セミドライだね」と答えると、妻は大爆笑でした（^ω^） 

 

神奈川・箱田忠昭  そろそろ会費の時期だと思います。切手を送ります。よろしくお願いします。 

「京都には学校の先生が多いそうですね。なぜかっていうと、教頭（京都）先生っていうでしょう」 

 

東京・高栄子 2004年アテネオリンピックアーチェリー銀メダリスト山本博さんのお話訊いてきました。

シルバーカフェ（はせさんずＮＰＯ）の100円コーヒーで憩った折、向かい側の紳士夫妻と非常に盛り上が 

り、ジョーク矢継ぎ早に出る人なので、（ジョークサロンを）おすすめしたところ、私が（伝笑鳩を）お送り 

することにしました。一部いただけませんか（？）ヨロシクオネガイシマス 

 

秋風が ススキを揺らす 涼しさを 大いに笑おう  ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】 

  世相都々逸 台風編 

我が家の 夫婦喧嘩は 台風に似て 

亭主が何時も 後始末 

台風襲来 本当に怖い  

お前の襲来 なお怖い 

東京／信用亭駒公（佐藤忠恕） 
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若狹芳生   「桂枝雀（かつらしじゃく）」◆回文と並べ替え（アナグラム）◆ 

「桂」の回文：「桂は落下（かつらはらっか）」…惜しい爆笑王を亡くしました。 

「鬘」の回文：「鬘が落下（かつらがらっか）」…坊主頭に被っても滑ったことでしょう。 

「枝雀」のアナグラム：「しじゃく→じゃくし(弱視)」…私は重度の弱視です。 

古文亭南朝選    第１７６回ものは付け  

             「ホッとするものは」 

バトンタッチが上手く行ったランナー    千葉       川田 又一 

飛行機の無事着陸            東京   稲葉 浅治 

うまく出来たスピーチ          東京   藤野 哲康 

ふたりで飲んだ夜明けのホットコーヒー  東京   柴本 和夫 

相手のホッとした顔            東京   植竹 団扇 

ピンチのあとのチャンス         千葉   遊佐 怜 

悪法の廃案               埼玉   高木 正明 

妻の旅行                神奈川  織田 元康 

ｈｏｔな夏のあとの涼風         東京   市井 雅敏 

あなたの笑顔              千葉   皆合 かず子 

真夏日の緑陰              千葉   岡部 千代松 

子供の結婚               東京   樋口 七郎   

おじいちゃんの帰宅            神奈川   阿部 浩 

お父ちゃんの寝息            東京   高 栄子 

我が家                 千葉   吉永 こ百合 

ホットコーヒーの一服           京都    牟禮  丈夫 

秒差で乗車に間に合う           神奈川   山中 静代 

芥川賞「火花」のエンディング      神奈川  浜田 頓坊 

腹痛でトイレに間に合う         東京   高橋 通男 

フン詰りの解消             埼玉   石原 義三 

借金の解消               神奈川  佐藤 勇二 

次回（第177回）の題     「人に見られたくないものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

10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 

 

電車の運転再開     埼玉   北沢 正嗣  

【評】ベンチでゴロ寝かと思った。良かったあ！ 

入選 

 

孫たちが帰って行った          千葉   海郷 達人 

駆込み乗車成功！             神奈川  志賀 明 

蝉の声から虫の声に           神奈川  藤倉 由紀子 

定年退職                東京   奥苑 順子 

イジメ学校からの転校           東京   柏谷 達雄 

 

佳作 
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊       甘辛都々逸ほのぼのランド 

   <自由学校  ジョークサロン> 

天・地・人など どこ吹く風と 自由きままに 伝笑鳩 

馴染み商店 笑顔と共に 尻尾切ったり 「おもてなし」 

<さあさ祭りの季節だ> 

祭りじゃ祭りじゃ 久方振りに 同窓会も 祭り調 

掛け声笑顔が 巷に充ちて 天まで届けと 昨ぶ声 

雨に小路は 互いに少し 注意しながら 傘傾げ 

混んだ渋谷の スクランブルは 巧くすいすい 肩傾げ 

花魁てえのは 尻尾じゃなくて 手練手管と おい知らん 

 

京都・大石脩   ・・・・ショート・笑と・翔と・祥と「ボクは郵便ポストです」・・・・ 

 

少女の素足が春風を軽やかになびかせてハミングする。           素足にも歌う春風三千香 

お母さんどうしてますか。熱い夏に追いかけまわされるね。        夏に雪みんな楽しきかき氷 

ボクは郵便ポストです。ボクのおうちの色彩が赤いのは何故でしょう。 

色々な方が「ふみ」を入れ、ボクの心に伝わってくるのです。     夏のふみ冷そうめんの向うがわ 

感動し共鳴する心情・気持ちで、心のハーブが細やかに打ち振るえ、 

赤く染まり赫怒したかのように、赤色なのです。             あか赤き郵便ポスト常夏ね 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手・ほらえびす      「ニヤリ」連発 

 

営業収益最下位転落   ドコにも負けた      －ＮＴＴドコモ－ 

メニュー    緑茶とコーヒーを追加       －病院食－ 

埋め立てで対立                  －中国と周辺国－ 

安倍内閣支持率低下   同情します        －朴大統領－ 

東の芝は黒かった    

「ママ、お婆ちゃんどこ？」 

「鬼ケ島じゃない？」 

「なんでなんで???」 

「お兄ちゃんとバケーション（婆化粧）

楽しみらしいわ」 

 

「お母さん好みの柄行きだね」 

「う～ん、そうよ。でも、一寸冒険するっかな・・・」 

「ありゃりゃ、カエルが居るよ」 

「ウッソーホントニ～？？？」 

「ハハハハ・・・着ガエルだよ 

 

東京・稲葉浅治 川柳「つかむ」 

被曝者の苦労乗り越え幸つかむ 

猛暑日に子供等鮎のつかみ取り 

一億をついにつかんだ宝くじ 

四十過ぎやっとつかんだ赤い糸 

幸せを二人でつかむ赤い糸 

 

東京・菅谷信雄    

自民党の武藤議員が金銭問題で自民党を離党しました。 

これで無党派となりました。 

今、無糖のコーヒーを飲みながら、反省しています。 

 

長野・松原伸伍  川柳「老いの秋」         老いの秋ギシギシきしむ骨の音 

   老いの秋食べるそばから口ざむし        カラオケで皆んなで合唱老いの秋   

   損なこと 馬に念仏 老いの秋         老いの秋風呂の中ではがなり節 
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香野好太      好太川柳               フォト川柳   

三途川泳ぎ切れずにＵ（ユー）ターン   

終電に急かされ家路付くのんべ 
暇なのはわかっちゃいるが手帳だし     

ダイエット秋の味覚に脱帽し 

初体験最後の最後は冥土行 

病院を梯子する程まだ元気         

ケンカする元気無いんで仲が良い        ギンギラを逃れ一息ヨット達 

平井幸雄     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神代京子    フォトはめ字   ひっそりとモンブランやらりんごパイ 

                      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な ひ ひ は 人 

み と っ す 影 

と り そ っ ひ 

戯 佇 り か き 

る み と り 海 

愛 や も き 誰 

し わ ん げ で 

ん ら ぶ ん も 

で か ら 栗 超 

る さ ん 色 ご 

へ 籠 り な 秋 

あ 一 ん も 便 

い ぱ ご ん り 

こ い ぱ 香 に 

め 君 い る し 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕） 世相都々逸 no.39 台風と残暑にちなんで・・・ 

 

○台風編    また来たぞ 台風襲来 狂ったようだ そうだよ台風 左巻き 

 次から次に 気移りしたら 次から次と 嵐呼ぶ 

あの人の 恋の嵐は 終わったらしい でもこれからが 一波乱  

 

○残暑編    何時まで続く この蒸し暑さ やっぱり貴方も 嫌ざんしょ 

残暑見舞いの お前の手紙 中身読んだら 汗が引く 

残暑過ぎても 暑さは去らぬ 去ったお前を 思い出す 

残暑中 お前と過ごした この夏だけど あっと言う間に あき風が 

残暑去ったら アツアツだった 二人のハートが あき（飽き）あきに 

 
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》  

深い反省 追悼お詫び 毎年八月十五日  
 

安倍と天皇 意見の相違 憲法守る派 無視する派  
法の安定 関係ないと 言った男が 総理補佐  
寄らば大樹と 同盟頼み 盗聴されても 泣き寝入り  
安保説明 ポンチ絵出して 呆れられても 屁の河童  
 
安保通れば 赤紙かもと 急に若者 デモる街  

はやる原発 安全・命 よりも金目と 再稼働  
花火シーズン 「火花」も人気 活字離れに 火を付ける  
天津爆発 天津と聞き 栗の爆ぜ過ぎ 早とちり  
 
裏でコソコソ 極秘に決める 暗い五輪の 表無し  
五輪マークが 真似リンピック パクリンピックの エンブレム  
サメが優先 猛暑の時期に 海水浴場 閑古鳥  
彼氏射止めた ゴールドシュート 見事でかした 澤穂希  
 

門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 
 
１）談話及第と自画自賛の安倍首相 
２）議員枠は思惑はずれだった  武藤議員 
３）創価学会がそうかと言ってくれない 
４）♪お湯かけて お湯かけて カップラーメン♪（雪国） 
５）Ｙｏｕは何死に中学生 
６）お家騒動でロッテこマリーンズ 
７）「清宮君、人気抜群だね」 「僕はしあワセダ」 
８）♪疑惑が出た出た疑惑が出たヨイヨイ 

    五輪エンブレムの上に出た 
あんまりデザインが似てるので 

      さぞやオリンピック煙たかろう 
      佐野ヨイヨイ♪（炭坑節） 
９）爆発は天津爛漫の咎め 
10）元気なく減速した中国経済 
11）“恋燃ゆ”と電撃結婚の堀北真希 
12）二作目も又良しと構想中 
13）♪母さんが夜なべをして宿題してくれた♪ 
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柴本和夫                    言葉の研究              

 
１．新国立競技場 

   【キール・アーチ】全長370メートル・・東京タワーより長い 
⇒ 2本のアーチにこだわった理由・・それは２本（日本）のアーチだったから 

    アーチら（複数）を立てれば、競技場が建たず 【日本のことわざ】 
２．五輪エンブレムのプロブレム（問題）・・ノープロブレムで決着 

①佐野氏は良いのか悪いのか・・・・炭坑節の歌詞で判定しよう 
   あんまり～デザインが～似てるので 

      さぞや～安倍さん～けむたかろ～佐野良い良い 
②盗用疑惑～デザイン酷似がなぜ発生したのか・・・言葉の研究の解説 
  それは、東洋（盗用）での国事（酷似）だからと判明 

 ３．小話  ①突然のカミナリに驚いたひと言。 
アラ！カミナリよ！・・・・アラーは、神なり（雷）よ 

②久しぶりに歯医者に行った 
歯槽膿漏かもしれないと不安だったが・・ 
⇒ 思想NO労＝頭脳労働なき仕事～が原因だったようだ 

 
海郷達人    雑談 目くそ鼻くそ   「目くそ鼻くそを笑う」という俗諺がある。 

 

 目くそが鼻くそのことを汚いと馬鹿にして笑ったことを、傍（はた）の者が目くそだって汚いの

は同じだよと言ったわけだが、考えてみると、鼻くそをいじった指を目には持っていきにくいし、

人前で目くそをいじる人は見かけても、鼻くそをほじる人はあまりいない。したがって、鼻くそよ

り目くその方が少し分（ぶ）がいいということかもしれないが、まあ五十歩百歩か。 

 とは言え、だいたい鼻には高慢ちきなところがあり、「鼻にかける」「鼻であしらう」などと言

うように嫌われ者。それに比べて、目の方は、「目をかける」「目は口ほどにものを言う」などと

誉め言葉だ。 

 一方で、「目から鼻に抜ける」という誉め言葉がある。目で見たものをすぐに嗅ぎ分けてしまう

という意味というから、目と鼻両方で協力しあうことが大事ということだろう。 

 美顔の表現で「目鼻立ちがいい」というが、これも両方揃っての話だ。 

 最初に戻って、やはり目くそたる者は鼻くそめなどと馬鹿にしたりせず、自らの分（ぶん）を弁

（わきま）えろえろということか。 

 

南亭琴内（米岡 泰） 南亭琴内氏どんでん返し88 「時事川柳」「冴えた推理の結論」 

◎「時事川柳」   突風と豪雨の次に荒れる妻   トヨタでは出来過ぎ女性でエンストに 

辺野古ではコンクリ石も汚染源   安保法再軍備には良い理由 

◎「冴えた推理の結論」 

 シャーロック・ホームズとワトソン博士は犯罪捜査のため、ある郊外に出かけ、野宿する事になった。 

野原に持参のシートを敷き、横になって暫くしてから、ホームズが声をかけた。 

｢ワトソン君、見上げてごらん。何か見えないか？｣ 
 ｢えーと、たくさんの星が輝いていますね｣ 
 ｢そのことは、君にとって何を意味するか推理してみたまえ｣ 
 ｢そうですね。明日も素晴らしい天候になると分かりますね、 

これはホームズ君にはどういう意味があるのだろう？｣ 
  ｢なーに、ごく簡単なことだよワトソン君！ 誰かが我々のテントを盗んだのさ｣ 
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野本浩一  お写落日記  【楽しみは未来を背負う子供等と 目を合わせつつ笑い合うとき 】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

８月某日＠神田和泉町・いずみこども園、縁日ごっこ。０才児から５才児までを預かるこども園にボランテ
ィアとして参加。担当は「三匹のこぶた」のお話を聴き終えた子に手作り手裏剣を手渡す役。最後は盆踊り。 

 午前中でボランティアを終えて、一緒に出向いた先輩達と昼食を食べる。 

 その折に、最近相次いで亡くなった先輩二人の名前が出て、暫し箸をおいた。 

「本当に良い人ほど早く亡くなって惜しまれますね」と小生が言うと、皆さん苦笑い。その中で 

「野本君は大丈夫だよ。君は間違いなく長生きするから」と声あり、皆さん大笑い。 

人生長生きを楽しむには、笑いは必要ですねぇ。 

 

良い人は惜しまれつつも早逝し 後に残るは憎まれし者かも 

長生きに欠かせぬものは数多あり プラス思考に笑顔も大事 

 

吉永こ百合    はめ字   わっしょいと朝顔の中打ち水を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

●元気そうねといわれむくれる 女心と夏太り 

●戦争知らぬ子供がもはや 古希を迎える盆休み 

●一目惚れして熱中症に 醒めて気づけば あきがきた 

●ねぶた見たことないよといえば 鏡差し出す我が息子 

●若い女と隣りの旦那 セミも木陰で みーんみん 

●寒い暑いのエアコンバトル 修復不可の温度差 
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佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   

 

■夏の思い出   シュモクに注目 遊泳禁止で サザンも泣いてる サメざめと 

■きりぎりす（昔は、その鳴き声から「機織り虫」と呼ばれていました） 

ギースチョン 夏中かけて 機（はた）を織ります 秋にゃ間に合う ギリギリす 

機織り虫は ハタらきづめよ 気力体力 ぎりぎりす 

きりぎりす ハタらきづめは はた迷惑よ 立場ないわと 蟻が言い 

■蝉 ツクツクボウシとヒグラシ 

あたしの美貌を 讃嘆しきり ウツクヨーシ（美し容姿）と 親衛隊 

奥方恐い 亭主の耳にゃ ツクヅクホーシ（奉仕）と 嘆く声 

夕立一過 梢から降る しずくと蝉の なみだ声 

■秋きぬと    なつきあっても すぐあきがきて もはやふゆかい どつきあい 

春につきあい なつトクいかず あきてふゆかい どつきあい 

どつきあったは 昔のことよ 茶飲みのツナは おまえのみ 

初手は本気で 中頃義理で 今じゃ互いに 大笑い 

 

奥村篤史       愛猫ミーちゃん家出！失踪捕獲五七調騒動記 

 

☆ミーちゃん家出、さよなら、さよーなーら！ 

☆今まで何回も家出はしたが帰ってきました我が家が好きで 

☆今回失踪２０分気が付かずどこにもいません女房と探せど 

☆他の捨て猫ミーちゃんを襲う追って追ってでミーちゃんへとへと 

☆痛めつけられミーちゃん不信、大好き女房に寄りつけず 

☆女房の出す餌見向きもせずにフーフーギャーギャー手と爪を出す     

☆女房ミーちゃん捕まえようとかまえたビニール袋には爪と歯が 

☆枝でつっつくアッシー君にもミーは応戦爪と歯で 

☆大好き女房を爪と歯で攻める女房全身血だるまになる 

☆アッシー君は血液サラサラ治療ミーに噛まれて血だらけタラタラ 

☆女房重症全身血まみれ 整骨医に行った全身に包帯 

☆ミーちゃん家に戻りすっかり安心ママにゴロニャンパパにフー 

 
笑門亭来福（西川信治）      ★時爺呆談  ☆世相呆談 

★もう一件 戦争法案反対の共産党「若者を戦場へ送るな」と言ってるが 

→「年寄りを送れと言うのかな？」 

★「万一の備えであればもっと幅広い支持を得た方がいいのではないか？」（ＮＨＫキャスター）

→「アメリカと同盟を固くすることが日本を防ぐことになるのでこの法案が必要なんです」

（きかないアベ） 

★再選へ向けて「継続は力ですのでアベノミクスで経済を良くするには山口出身の歴代総理が 50

年ごとに再選している。私もそうありたい。」 

→早く辞めて欲しい（国民） （自民）は再選確実だが・・。 

☆東大テニス部コンパ長一気飲み１リットルで昏睡したのを4時間放置。 

警察と救急車が来ると全員逃げる。→心が育ってない「逃大生」 

☆「戦争をするのはバカですよ。10人でも戦争はやめようという人がいてくれたら、あんな 

ことにはならなかったのに」→元従軍看護婦92才の証言。 
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藤井敬三 ユーモア川柳   「ああ、裸」＜解体新笑シリーズ＞ 

体重計全部脱いでも増えている     使用後の裸を見せるコマーシャル 

初孫のヌード写真は定期入       爺ちゃんの頭はいつも裸です 

寒中の裸祭りに湯気が立ち       彫刻のギリシャの神は露出症 

芋虫は裸になれば蝶になる       ゆるキャラは着ぐるみ脱げばバイト生 

秘めた恋赤裸々にするワイドショー   グラビアの裸で売れる週刊誌 

アクセサリーいっぱい着けて野球拳   宴会は裸踊りで幕が閉じ 

曽田英夫            狂歌NEW門   

 

一度限りが 二度も三度も 

少しだけ 帰りに呑み屋 誘われた 一度限りが 二度も三度も   

神参り どうもご利益 あるみたい 一度限りが 二度も三度も 

この日には 年金が出る 孫が来る 一度限りが 二度も三度も   

 やってみたなら かなりむずかし  

狂歌では ＮＥＷ門はずす はずなのが やってみたなら かなりむずかし  

ど演歌を 唄ってみるが 小節なし やってみたなら かなりむずかし     

川柳で 投稿するも ボツ続き やってみたなら かなりむずかし 

 何といっても 笑顔一番 

寝不足で 気分が悪い でも笑う 何といっても 笑顔一番 

  月一度 ジョークサロンで 盛り上がる 何といっても 笑顔一番  

  団地内 おやじ集まり 呑み会を 何といっても 笑顔一番  

 
上の空組 印南博之  大娯解   ♪さあさあ これがオジンの替え歌だぁ！         
 

はるばる来たぜ「箱だけ」 空けたら中はカラッポで とてもがまんが出来なかったぜ  （函館の女） 

アア北国の貼る    北国薬局の推薦品！ 千さんもご愛用 ！           （北国の春） 

北波止場には サメがうようよと               ピピー立ち入り禁止 ！ （北酒場） 

おーい中村君   アごめん  東京じゃ佐藤や鈴木が多いんだよね        （おーい中村君） 

ここにさっちーあり またですかモウいいかげんにして下さいヨ          （ここに幸あり） 

難波武士だよ    ほんの少ししか居りまへんのや             （浪花節だよ人生は） 

 

帰って来いよ 帰ってこいよ シェーン カムバック ん どこの唄だ？      （帰ってこいよ） 

 いかがですか！ 誰よりも ダレよりも 君のアイス ！           （誰よりも君を愛す） 

鼻先はな散る宵は ギンザの柳の下で ひとりで鼻をかむ 鼻をかむ ちり紙抱え （東京ラプソデイ） 

ヘリコがくるりと輪をかいた        とんびですよ             （夕焼とんび） 

長崎屋 今日も飴だった  ママ バーガー買ってよ！          （長崎は今日も雨だった） 

いつでも梅を いつでもウメを もいで漬けましょう               （いつでも夢を） 

 モシもしペンチで線切るお二人さん それは交番の電話線 ！          （若いお巡りさん）  
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★2015年8月26日 １５人  残念 ２０人超えとはいきませんでしたね 

野本浩一、高木正明、曽田英夫、海郷達人、印南博之、阿部浩、佐藤忠恕、西川信治、柴本和夫、 

高橋通男、米岡泰、神代京子、門口泰宣、尾垣聡子、藤井敬三、 

＊仕事や所要で欠席連絡を受けた方が多かったのですが、それでも１５人とは嬉しい限りでした。 

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 ・・・印刷代・会場代です） 

10月28日（水）千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

11月25日（水）千代田スポーツセンター の予定 

12月16日（水）＊第３週 千代田スポーツセンター の予定 

2016年1月9日（土） 新年会 内神田ラ・リヴィエール 

2016年1月27日（水）、2月24日（水）、3月24日（水）・・・ 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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高橋通男（写真下）ペンネーム奈菜子は新聞各紙で活躍中   

◆奈菜子 投稿成果選◆ 

7.27 東京新聞 笑ケース       中年の星 「スター」になれました － 油井亀美也 

8.1  読売新聞 USO放送      高裁も夜間禁止  耳を塞いだ  － 自衛隊機 

8.22 読売新聞 よみうり時事川柳   手も足も出さない人が良い上司 

8.24 毎日新聞 ふんすい塔       離党届  株を下げた  －  武藤貴也衆院議員 

 

変集鳥から 

今号（No.312）の版下入稿は9月10日でした。通常は例会日の一週間程度前に入稿しています。 

今回は皆様からの原稿〆切が一週間以上早まりましたが、ご協力を頂きまして有難うございました。 

変集上の都合で〆切が早まることがあります。これからもどうぞご理解のほどお願い致します。 
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