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さあ、もう、春ですよ。みんなで元気よく、外出しましょう。

【 おおぼけ川柳 】
カミサンが
カミサンがと言う もて男
うぬぼれ屋
振られているのも 気がつかず
中央区／土屋妙子

千葉市／藤森清彦さん

毎号楽しく拝読し、話のネタに活用し、ジョークの輪を拡げさせ
ていただいて居ります。ますますのご発展を祈ります。

大田区／斉藤光正さん

いつも、いつも、楽しく読ませて頂いております。
本当に、頭の柔らかさに驚かされています。

メディアの力は大きいですね。メンバーが残り、広がってい
くとよいですね。奥村さんに、よろしく。久保庭は、老人デ
イサービスで、
「あやのこうじきみこ」の芸で笑いをふりまいているとお伝え下さい。
さいたま市／久保庭洋子さん

西多摩郡日の出町／
川島 奈緒美さん
＊川島さん曰く：
文字数が多くて
すみません。

昨日（２月２７日）初めて例会に参加させていただいた川島です。
（家が遠方なため、二次会に参加できず残念でした）皆様の格調高い
作品の数々に感嘆し、また発表中にも遠慮なくツッコミが入るのが
可笑しくて笑い通しでした！
日経に掲載された日ははからずも私の誕生日。
ご縁を感じます。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

【 伝笑鳩痛心 】
「マジックリハウス・２２巻が出たよ」とうながす七歳の孫
に、
「おじいちゃんが子供の頃は、一冊の本を大切に何度も読み返して楽しんだものだよ」と諭した
ら、
「そんなことしていたら遅れちゃうよーーー」にギャフン。
嫁さんに孫に甘いと叱られる
卯花月今年の干支は何だっけ
船橋市／山田三郎さん

１月例会、２月例会で３０名を超える盛会で、何よりお慶び申
し上げます。例会の内容も少しずつ変えて来たようで、何よりで
す。小生の方は、患者のプロに徹して、行く所存です。支えは何と言っても笑いです。皆さんの作
品に力を頂いております。感謝、感謝！！
千葉市／石井志津夫さん

練馬区／井手裕子さん

毎月、伝笑鳩をお送り下さり、誠にありがとうございます。
毎回、クスクスと笑い、しみじみ「笑い」が生活に欠かせないと
感じております。

（クスクス笑うから、笑いはクスリかも知れません。かつて「笑薬」というのがありました、ね）
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「かわいがっては いけないものは」

秀逸：寝ている家族

横浜市：阿部 浩

【評】
「太郎も花子も寝てます。寝てるって言ってるでしょ。あーあ起こしちゃった」
入選
泣き上戸の呑んべえ
（さいたま市：高木 正明）
野生動物へ餌付け
（広島市：香川 信子）
特定の教え子
（稲城市：藤井 敬三）
自分の甘え心
（京都市：牟禮 丈夫）
佳作
ボーフラ
（横浜市：鈴木 びん子）
話のわからない人
（中央区：土屋 妙子）
ライオンの子供
（荒川区：藤野 哲康）
メタボの腹
（松戸市：堀 秋人）
ノミの多い猫
（横浜市：織田 元康）
妻以外の女性
（板橋区：植竹 団扇）
息子の嫁
（船橋市：山田 三郎）
他人の奥さん
（渋谷区：樋口 七郎）
隣の川合さんの奥さん
（さいたま市：北沢 正嗣）
可愛い部下
（大田区：高 栄子）
可愛い子
（文京区：稲葉 浅治）
三毛猫
（高知市：高橋 満子）
猫可愛がりの猫
（佐倉市：笠原 宏之）
猫
（千葉市：岡部 千代松）
火中の栗
（岩沼市：山木 たみ）
次回の題 「あると面白いと思うものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹
〆切 ：4 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123
秀逸･入選に図書券進呈

堀川 静雄
自己紹介というか、自己笑介というべきか
（ペンネーム：堀 秋人）
馬
ディープインパクト
僕
ショートインパクト
ジョーク川柳
冗句選 たった失敗で 夜も眠れず
ジョーク会 頭回転 夜も止まらず
＊例会参加の夜（２月２７日）は、失敗（笑いがとれなかった）と頭がフル回転して、あまり
眠れなかったのです。
（堀川さん、２月例会に初参加。積極的に、自己笑介されておりました）
-2-

では、まずは恒例かつ高齢になりつつある・・・・・いつものやつ
春はもう そこまで来てる 後少し ジョークサロンで 大いに笑おう

曽田英夫

大暮景亭 惚樽（おおぼけてい ほたる）
：土屋妙子
浮気者尻に敷かれたふりをする
惚れられたと思い込みする田舎者
世の不思議ブ男に酔う美人妻
世の不思議美男が手を組むブスな妻
りこう者バカなふりして得をする
朝帰り言い訳せずに真実面（まじめ）がほ
ボロまとい裸王子が橋の下
参議・松野信夫

国際的ちょいジョーク

民主党代表団の一員として２月２４日から２６日まで韓国新大統領就任式に参列しました。
２５日の夜には大統領主催の晩餐会にも参席しましたが、有名外交関係者が多数同席していまし
た。アメリカのライス国務長官や北朝鮮交渉で有名なヒル次官補ともいささかミーハー的に握手し
たり、懇談したり、写真取ったりしました。
そこで詠む ： ライスさん黒人女性ですらりとし ヒルは背高眼光キラリ
「ライスはどこの長官でしたっけ？」
「ライスだから米国に決まっている！？」
「ヒルはかっこいいね」
「ヒルに近づくと血を吸い取られますよ！？」
（ジョークサロンの見識者、松野信夫氏を「参議」と呼ぼうかと、思ってます・・・・）
一ノ瀬善秋

シャレクスピア（洒落久寿日夜）のひとひねり
－ 山手線内回り（怪速山手線めぐり）－

＊宮沢賢治も啄木も着いたところは上野駅 西郷どんを上に見て １００年たった山手線
今日はぐるりと 内回り
＊お菓子たくさん御徒町
＊火の神様の秋葉原 ビック
リ・カメラと電気街 メイド喫茶とつくば行き
＊なんだ神田で本の町
＊ちょっと一
服 御茶ノ水 おっとそっちは中央線
＊みんな上りだ 東京は 終着 始発 高い駅
＊楽しいフォーラム 有楽町
＊汽笛一声 新橋を 今は辰巳へ「ゆりかもめ」
＊ずっと君待つ 浜松町
＊きっと田町で待ち違い
＊分かって隣の品川へ 新幹線
も止まります
＊大崎その先「りんかい線」
＊合点 五反田だ
＊ドレメとポーラ
おしゃれ町 ばっちり目黒い可愛い子
＊彼氏と一緒に恵比寿顔
＊ひらひらファッ
ション派手すぎて ジロジロ見られて渋谷顔
＊右へ行くのは女子高生 お腹が原宿マ
ック食べ 左は玉砂利 鳥居過ぎ 合格祝いの祭神は 明大総長なんだとさ おじさん聞
いて 怒り出す・・
「この！」
（明治神宮）
＊ヨゼミ駅だと答える子 ここが代々木の駅ですよ
＊真ん中走るは中央線、ぐるりっと
回るは山手線
新宿（真実）混むよ ターミナル
＊新大久保の碑は哀し
＊がらりっと変わってこの駅へ 高田のばあさん旗を持ち （高田馬場）
＊仲間とじい
さん目白押し
＊さあさあ、行きましょ池袋
＊更に大塚（大勢）集まって
＊老人
ホームだ 巣鴨駅 シニアの原宿 縁日だ
＊願い駒込 六義園
＊ば・たばた（田端）
やめて ゆったりと
＊お主（西）日暮里 笑顔にて
＊主に仕える舎人線 速くなっ
たと にっこり（日暮里）と
（０８年３月連結）
＊うぐいす声でカラオケや ダン
スも楽しく 鶯だ（鶯谷）
＊最後は見下ろす 西郷さん 新装上野の レストラン
＊ぐるりっと回って 一時間（５８分）
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織田元康
☆民主党予備選
桜のように散るわー
－ヒラリー－

【駄洒落つぶやき】
☆オバマ氏へ
宣伝に使わせて頂きます
－小浜市長－

☆温暖化
温男化、温断化なら大歓迎よー
－全女性－

☆殺虫剤
人にならジャンジャン
使っていいよ
－虫－

☆再生紙偽装
☆楽天イーグルス
内部告発でないと判らない
逆転イーグルスにならんかのー
かみわざね
－野村監督－
－うちのカミサン－
【ダダ駄洒落五行歌】
走って来た人を
農薬、殺虫剤が
防衛省不祥事多発
乗せずに発車した
次々出ますねー
ちょうから
バスのアナウンス
はい！
しょうへのしょうかくが
「このバスは空港行
せいきょう
しょうしょう
リフジンバスでございます」
です
早すぎた感あり
ウルー年だから
株は下がって
当たり前
カウ年まで
待とうっと
岡田幸子
招き猫に
ならないよ
客見て
逃げる
うちの猫

渡辺達雄

老人力
鈍感力
ユーモア力
行き着く所は
力化力

考える力を付ける
教育を
考える力のない
政府、役人を交代させる
考える力が国民に要る

【ダダ駄洒落五行歌】
お手
じゃないよ
握手だよ
犬より器用な
僕は猫

チュウに
舞うよな
ステキな
年になり
マウスように

（日本語崩壊に寄せて・・・）

１．ウッソー イイカモ トカ テカ 的（てき）
スンゴーイ 日本 ダイジョーブ？
２．専守防衛 まさかのＤ．Ｖ．
日本が誇る イージス艦
３．賞味偽装に 毒入りギョーザ
そしてとどめは チリトテチン
４．むかし末廣 いまジョークの会
チクリ風刺で 世直し修行
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ちょいと
ドジって
ネコにかじられ
ネズミの気持が
よーく分かる

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕） ○ 四字熟語崩し、珍妙八字熟語
①
（ 理 ）路（ 整 ）然
① （恋）路（突）然
（末）路（唖）然
彼らの恋路は突然だったので驚かされたが、その僅か 3 日後喧嘩別れの末路には唖然として言葉も無かったよ。

②
（ 冷 ）眼（ 傍 ）観
② （象）眼（参）観
（老）眼（諦）観
象嵌細工の見学会に参加したんだが、余りに細工が細かくて老眼じゃー無理とあきらめざるを得なかった。

③
（ 論 ）功（ 行 ）賞
③ （成）功（激）賞
（奏）功（懸）賞
あの成功は激賞されてるが、本当のところ成功の鍵は多額の懸賞金にあるに違いないってーが専らの噂だ。

『KY 式辞書』
ご隠居

： おや、八っつあん、相変わらず閑そうな顔してるじゃーないか、ちょいと寄ってきなよ。
で、早速でなんだけど、なんか面白い話はないもんかなー。

八っつあん： 面白い話ねー、それじゃー、若者が使うんでご隠居さんは多分知らないでしょうが、
近頃街で話題になってる KY 式日本語辞書って知ってますかい。
ご隠居

： そいつかい、ああ知ってるよ、大修館書店で出したローマ字略語解説書『KY 式日本語～
ローマ字略語がなぜ流行るのか』のことじゃな。

八っつあん： どうしてご隠居さんみたいな年寄りが知ってんですかねー、実のところ、あっしは
ついさっき熊の野郎からそのネタ仕入れたばかりなんですがね、ところで、KY 式辞
書の KY って一体なんでやんしょう、人の名前かなんかで。
ご隠居
： そんなことも分かってないで、
『多分知らないでしょうが』
とは恐れ入った奴だなー、
KY 式ってーのは、それ「空気が読めない」の略語だよ、若者中心に携帯メールやな
んかでローマ字略語が流行ってるんだが、分かんない人も多くてな、それでローマ
字略語の解説本が出たってことなんじゃよ。
八っつあん： 最近、上の娘なんぞがあっしのことを KY だとか、PM（パンツ見えてる）だ、何とか言
ってやがったのはそのことなんですか。そんな解説本だか辞書だか、あっしは絶対
認められませんね。出版しないように版元に掛け合いますよ。
ご隠居
： お前さん、そんなに息巻かないでもなー、こういったもんが出版されるのも世の中
の流れで、必要とされてるからじゃーないのかい。
八っつあん： そういやーそうですねー、納得です。
ご隠居
： えーっつ、意地っ張りのお前さんにしてはずいぶん折れるのが早いねー。
八っつあん： そりゃそうですよ、今回はことが辞書だけに、簡単に引くことができます。
そこで狂歌を
『KY は 空気読めぬと 誰言うた 結構やるなと なぜ言わぬ』
『HK は 確か香港の 略なのに 話変わるに 何時変わったか』

稲葉浅治
川柳「へそ」
海外で へそが旅券を 守ってる
桐箱に そっと納めた 宝物
呆けてても へそくりだけは 忘れない
へそ曲がり 言われ続けて 名人位
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奥村篤史

アッシー君の沖縄三線に参戦 苦戦実践洒落日記

二年半程前、沖縄ダイビングの折、通常３万円はする沖縄三線（さんしん）を１万円で売っている
のを発見。本物のハブの皮、蛇皮線ではなく合皮だが中々きれいな仕上げ。好奇心旺盛なアッシー
君思わず買ってしまう。
「☆技量より安さで手が出る年金者」
「☆買ったけど空振り三線なる予感」
「☆三味線は無理無理あんたは口三味線」
。三本の弦は張ってあるがそのままでは音は出ず、弦と胴
の間にウマを立て音の出る準備をし、音合せ（チンダミ）をします。昔は耳や音叉・音笛ですが、
今はギターチューナーが便利。三本をド・ファ・ドに調律。ここまでは順調々々。
「☆ウマ立った！
三線弾けそう上手たった？」
「☆音叉チン、ダミだ合わないチューナーだ」
。三線の楽譜は工工四（く
んくんしー）という漢字譜面。合乙老四上中尺 工五六七八がドレミファソラシ ドレミファソに
該当、他に下老（≒ファ）下尺（≒シ）もあるがそれで全て。左指は勘で押さえるので勘所です。
バチは水牛の角だが指で十分。因みに日本三味線はシ・ミ・シに調律しバチで弾く。竿は長いが原
理は全く同じ。調子により本調子・二上り・三下り等あるも同じ。和三味線は繊細、津軽三味線は
豪快で難しいが、三線は余り気にせずテーゲー（大概・適当に）との事、自己流で何とか？「☆三
線はテーゲだ気にせずチントンシャン」
沖縄踊りカチャーシーを目指し早弾きの挑戦ですが、まずは安里屋ユンタを。
「☆指導書とビデオで
安里屋 あっさあどうや」
。ギターは六弦で大きく手の小さいアッシー君は大変苦戦、三線は楽器が
小さくしかも三弦。
「☆六線のギターを九線（苦戦）で弾くアッシー」
「☆三線は実践（十線）でも
楽 チントンシャン」
。だが問題は工工四 「☆これ楽譜？珍ぷん漢譜ん 工工四」
。でも五線譜の
ドレミに変え、更に三線譜のＴＡＢ譜に書き換えると good! 「花」も「十九の春」も「さとうき
び畑」も「島唄」も。
「涙そうそう」も弾けそうそう！「☆工工四（くんくんしー）工工四（こうこ
うし）たら譜面弾け」
「☆ああ弾けた花も涙もある三線」
。そして新年会で発表。
最後に我が家でガンガン三線を弾くアッシーに女房殿は大迷惑。頭に来たーと怒りの唄二曲！
♪ざわわざわわざわわ 狭い我が家の部屋の中を ざわわざわわざわわ 三線の騒音が通り抜け
るだけ 今日も休まず遠慮なく 三線の音がうねる 夏の日差しの中でも
ざわわざわわざわわ 騒音が通り抜けるだけ
（♪さとうきび畑で）
♪あなたが三線を弾き風を呼び嵐が来た 騒音が荒れ狂い近所に届きゃ苦情が来る
繰り返すこの音は苦情を呼ぶ波のよう 我が家の中で騒音と出会い
我が家に響く千代なこの音 三線よ風に乗り鳥と共に海を渡れ
三線よ風に乗り届けておくれ私の涙
（♪島唄で）
・・・女房よスマン！

山口幸子

山ちゃんの独り言

① 彼女はシロガネーゼ（白金）
、私はカネガネーゼ（金）
② この頃髪の毛はうすくなるし、人の名前をすぐ忘れるし・・・
そう言うのをオイル（老いる）ショックと言うんだよ。
③ さくらんぼ、桐箱に入れば別世界（高価）
④ ‘スーパーチューズデー’ 今度オープンするスーパーの名前？
⑤ テロとの戦い？ そんなの関係ねぇ～、俺は肥満との戦いの方が深刻なんだよ。
⑥ Ｊポップのコブクロ？ 何だかしらないけど、私しゃ～オオブクロ（大袋）の方がいいねぇ～。
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印南博之

大娯解

♪ ドンと当たった自衛艦の名は愛宕
レーダーも見張りも役立たず
ドンと当たった漁船は清徳丸
再発防止でも浮かばれぬ

海は真っ暗水兵いびき

二つに割られて水の底
（合掌）

「酔中浴船ていい気分だなあ」

（花火）

今月は「船」づくし

１．渡し舟
昔は船頭６０歳で 今じゃドライブ、カーフェリー
２．口じゃふくらまないって
ゴムボート
３．乗りたいひとはヨットいで！
４．エジプト行きは船旅で、待てばカイロの日和ありってネ
（海路）
５．船で花火を運んできました どんな船で？ カヤックです
６．海上自衛隊に海産物担当隊員がいるんだってさ ええっ？
３等かいそう ２等かいそう １等かいそう 海藻長・・・
７．イカが大漁だって！ どの船 あの筏（いかだ）

藤井敬三
定年後手帳の予定歯医者だけ
歯に衣着せても本音透きとおり
丸出しの歯茎で笑うお人好し
帰宅してすぐに歯磨きする娘
虫歯見てそっとほくそむ歯医者さん
磨き方教わってから歯を抜かれ
歯並びを治して笑顔多くなり
髪の毛はすっかり抜けた次は歯が
嘘つけばズキリと痛む親知らず

南亭琴内（なんてぇことない）
：米岡 泰

宮仕え奥歯で耐えた日もあった
懐かしい芋飴噛めば入歯取れ
生えかけの歯に指触れる親心
白い歯で真っ赤な嘘をつかれた夜
歯垢取る看護師の胸軟らかい
もしかして下心あり歯を磨く
ホワイトデー歯の浮くようなお世辞添え
愛嬌の門歯のすき間親ゆずり
自分の歯マスクで隠す歯医者さん

どんでん返しジョーク

◆ ボストン行きの列車の個室で３人の男と美女が偶然乗り合わせた。会話に花が咲いたが、
話はあらぬ方向へシフト。
美女「もし貴男達が１ドル出してくれたら、私の綺麗な足を見せたげる」男達は直ぐに
１ドルを払い、彼女はスカートをまくり素晴らしい足を見せた。
美女「１０ドル出したら太ももを見せたげる！」男達は十ドルを出し、彼女はスカートを
たくし上げ、セクシーな太ももを見せた。
美女「百ドルくれたら盲腸を切った場所を見せるわ」男達は興奮して百ドルを出した。
丁度、列車は終点に近づき減速、窓から病院が見えた。彼女は指差して
美女「ホラあそこよ！」
「！？×」さて、彼女は何ドル儲けたでしょう？
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高木正明

《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》

餃子・肉まん・切り身の鯖も 産地見てから 買う買わぬ
放って置けない 食料自給 荒れた田畑は 放ったまま
食も相撲も 外国依存 基地も貸してる 思いやり
漁船どけどけ 軍艦通る 人は助けぬ イージス艦
都税ジャブジャブ 底無し沼へ 石原銀行 やけっぱち
宙に浮いてる 年金調査 責任転嫁の 特別便
春の証の 立春よりも 先に立腹 物価高
ブルーレイには 遅れをとった エッチでデブで（ＨＤ－ＤＶＤ）は 嫌われる
オバマ候補を 小浜市支援 若さあやかる のも若狭
教員募集に 博士が応募 博士号にも 狭き門
例年だったら すっぽんぽんが 付けた下帯 蘇民祭
耳は罵声に 体は蹴りに 耐えたサッカー 重慶戦
ハンカチ王子に ハニカミ王子 次はテニスの 何王子？
門口泰宣
再建費２２億円とは難題門
今日も不調が 餃子が苦い
ＪＴ
♪ 私のお墓の前で もめないでください
そこには遺産はありません 眠ってなんかいません
高利の誘いにのって 甘い誘いにのって
あのわずかな資産を 吹き飛ばしています♪ （千の風になった）
「墓穴」でもなければ「補欠」でもありません
法華津選手
♪ ソニーと松下に 囲まれて 東芝負けた
ブルーブルーレイに♪
（ブルーシャトー）
サイパン島と思ったらサイバン島だった
三浦和義
天皇皇后と愛子様の遭う頻度が後退し苦言
曽田英夫
狂歌ＮＥＷ門
あなたまかせも たまにはいいさ
飲み会で 若い女性が 幹事する あなたまかせも たまにはいいさ
指示をして 言った通り 部下動く あなたまかせも たまにはいいさ
絡みつく 女性いる店 引っ張られ あなたまかせも たまにはいいさ
ぱっと楽しく 笑って終わる
一日を 落語、漫才 見て過ごし ぱっと楽しく 笑って終わる
ラジオでは ぼやき川柳 一時間 ぱっと楽しく 笑って終わる
店入り いきなり女性 絡みつく ぱっと楽しく 笑って終わる
世間はどない なってまんねん
事故の後 はっきりしない 自衛隊 こんな措置では イージィでスカン
テニス界 若きホープが 頑張って ほほにしこりが にっこり王子
未知の道 五十九兆 もめている 使い道では 国が満ちるぞ
餃子とは 肉ニラ入れて 焼くもので ラー油がわりの 農薬はノウ
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野本浩一

お洒落日記【人生には、おおきなＩＦ（もし）がある】

２月２３日（土）晴。奥方の買い物に運転手として同行するのは義務。その折の会話。
小生「もし、山下廣蔵さんと会ってなかったら、今のジョークサロンはないんだよね。山下さんとの出
会いは、ほんと、偶然だったけど、大きかったなぁ」
奥方「人生には、おおきなＩＦ（もし）がある、と書いてあったのを読んだわ」
小生「人生に、もしがある？」
奥方「そう。人生。英語で言えば、ＬＩＦＥね」
小生「なるほど。ＬＩＦＥ（人生）の中に、ＩＦ（もし）がある・・・か。うまい、ね」
奥方「でしょう」
小生「それを言うなら、奥さん、妻にもＩＦ（もし）はあると思うよ」
奥方「えぇ？ 奥さん、妻？ ・・・そうか、ＷＩＦＥね」と言って、大笑い。
＊人生(Life)に 大きな if(もし)が あるように 妻(Wife)にも if(もし)は あるかと思う
＊人生(Life)と 妻(Wife)には if(もし)が つきまとう

柴本和夫
「言葉の研究」
人生×ロ×ロだ！
セッチーとサッチー
小泉元首相
～ 人生イロイロだ！
サッチーが得意な楽器・・・サックス
俺の人生
～ ヘロヘロだ！
セッチーが得意なこと・・・○ックス
お前の人生
～ ボロボロだ！
誰もタッチしたくないもの・タックス
某女優の人生 ～ エロエロだ！
誰もがしたくなるもの・・・ソックス
酒飲みの人生 ～ ゲロゲロだ！
○○○ドホスの類似品に注意（偽装・ニセモノ注意）
メタミドホス

～ 天洋食品 ⇒ 元祖
野菜に農薬は使っていません
⇒ ＮＯ薬ですから・・・
ネタミドホス
～ 怨念充満剤 ⇒ネタミ（妬み）がおんねん（怨念）
ミタメドホス
～ 外見判定剤 ⇒人はミタメが９割
メタボドホス
～ 内臓脂肪満剤 ⇒脂肪がアル臓（ナイゾウではない）
メタホメドホス ～ ジョークサロンの、駄洒落評価剤 ⇒ 駄洒落は素敵だ

雄ひ
ら
井
幸

平
井
幸
雄
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【２００８年２月例会出席者】２月２７日 今回も集合順に記載。<太字は初参加>
若狭芳生・高木晃一・野本浩一・山口剛・佐藤忠恕・門口泰宣・渡辺達雄・平井幸雄・
高木正明・藤井敬三・印南博之・松山カオリ・土屋妙子・米岡泰・楠田健・堀川静雄・
山口幸子・織田元康・岡田幸子・川島奈緒美・神代京子・加藤ゆう子・樋口七郎・奥村篤史
一ノ瀬善秋・渡辺みどり・百瀬有子・出口良・樋口泰子・柴本和夫・飯野京子・曽田英夫
松野信夫・
（河野康博）
以上 例会３３名＋（駆けつけ１名）
＊例会終了と同時に駆けつけてくれたのが、ジョークサロンのＨＰを作成してくれました
河野康博さんでした。二次会で、今後ＨＰのメンテを手伝ってくれる渡辺みどりさんと、
パソコン画面を見ながら、打ち合わせて貰いました。
＊初参加：１月同様に初参加の方
＊二次会：織田さんの友人夫妻が遅れて参加。田原弘樹・田原えみ子夫妻。
合計２６名という状況で、大賑わい。
およそ国会議員らしからぬ雰囲気の松野議員もすっかり溶け込んでくれました。
見識の府、参議院の議員ですので、今後は参議・松野氏と呼ぼうかと思います。

２００８年４月例会案内
４月２３日（水） １８：３０～（受付は１８：００頃から）
千代田区立スポーツセンター ７F 第２集会室
住所：千代田区内神田 2-1-8
℡03-3256-8447
ジョークサロンのホームページと変集鳥 E ﾒｰﾙアドレスは下記の通りです。
U.R.L,: http://www.jokesalon.com E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
＊検索は「jokesalon」
「ジョークサロン」どちらも出来ます。お試し下さい。
ホームページ作成・メンテ：河野康博、渡辺みどり

「伝笑鳩」郵送希望の切手（一年分：８０円×１５枚）
、お便りは下記宛に送付下さい。
〒146-0085 東京都大田区久が原 6-20-11 野本浩一宛 ℡&fax 03-3753-7725
切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2008 年 2 月 19 日～2008 年 3 月 17 日
北海道：水口正之
東京都：森隆、水野宏子、高原真、青木孝、斉藤光正、樋口七郎、
松野信夫、井手裕子
千葉県：藤森清彦、佐々木明子、堀川静雄、岡本喬
埼玉県：久保庭洋子
岐阜県：日比野昌彦
大阪府：布施秋子
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