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 中国に続いて、今度は日本です。岩手・宮城内陸 

地震でも、大きな被害が出ました。復興を祈ります。 

 「地震は何故起こるのか？」偶然そんな手紙が到着しました。２頁下段にて、案内します。 

             先の日中共同声明の戦略的互恵関係で、メタミドホス（冷凍餃子 

             農薬）は、東シナ海へ流出したようです。その後の、中国四川省 

の大地震に対し、早く救援物資が公平に届きますように祈ります。無農薬飼料代、送付します。 

               

              いつも伝笑鳩送って戴き、どうもありがとうございます。 

              そとは、大変あたたかくなってきました。 

どれ位あたたかいか？ そーとー、あったかいです。 

 

 

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      石井志津夫さんと少しばかりの切手をご縁に、 

                     「伝笑鳩」の笑い、いつも田んぼの中で笑ってます。 

赤坂で三十年お世話になった手打ちそば屋「信州坊主」を故郷信州安曇野に移して三年、玉ネギの

産地にどっぷりとつかり、ようやく気に入ったものができました。連日、田んぼの土手で玉ネギバ

ーベキューをしています。先日、玉ネギを採りに来た東京の方からお手紙を頂きました。 

「信濃路を懐かしむわれに安曇野びと 故郷といひて便りくださる」 と、ありがたいことでした。 

（病気療養中の石井さんのお陰で、変集鳥も玉ネギのお裾分けに預かり、泣いて喜んだ次第です） 

 

             前略 伝笑鳩を送り頂いて早くも二年になります。いつも伝笑鳩の 

             届くのを楽しみにしています。まるで恋人から手紙が来る思いです。 

ものは付けコーナーに毎回参加させて頂きますが、今年はまだ入選したことがなく少し頭がカタク

なったのではと多少心配しています。今後とも、是非長いおつきあいをしたいと考えています。 宜

しくお願いします。  草  々

 

 

品川区／箱田忠昭さん 

 

安曇野市／「信州坊主」石田武秀さん 

 

                       

逗子市／大鳥羽幸太郎さん 

 

                       

   味な夫婦善哉風味 

●どちらが浮気をしても焼かない夫婦を、 

   煮たもの夫婦という。 

●夫「とも白髪までいっしょだね」 

 妻「無理よ！あんた禿げてるもん」 

八王子市／平井幸雄                     

『バラが咲いた』 ⇒ 『犬がやった』 

 

犬がやった  犬がやった 近所の犬が 

香りよかった 僕の庭で おもらしやった 

何度も来てもらした犬 近所の犬で 

香りよかった 僕の庭が 臭くなった 

犬よ 犬よ  おもらしの犬 

いつまでも  そこに来ないでおくれ 

犬がやった  犬がやった 近所の犬が 

香りよかった 僕の庭で おもらしやった 

              (2番は8頁に) 

いつも充実した伝笑鳩を送って下

され有難うございます。 

最近、犬猫が庭に侵入、家内と二

人で世話しているジャガ芋畑や、芝

生を汚したり、餌台に集まる小鳥を

襲ったりして閉口してます。最近、

自治会長にも現状を見て頂きまし

た。その悩みの替え歌を投稿します。 

小平市／林勝行さん 

 

 

佐倉市／笠原宏之さん 
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広川友雄     どうして地震は起こるのか？ 

 それは、私達の心の揺らぎと同様に母なる星、地球の心の揺らぎ。太陽という男性を 

取り巻く八人の女性の内、三番目の女性。それが地球（英語で言えば earth：ｱｰｽ）です。 

 地震は earthquake。quake とは身震いする、揺れるという意味。つまり、太陽という

男性との異性関係で揺れる、女性としての揺らぎが地震になるのです。 

 明日のアース（地球）の琴線を揺るがさないようにしたいものです。 

     

ヨン様人気             （広島市：香川 信子） 

悪徳代議士             （板橋区：大井 碧） 

家庭における妻の権力        （さいたま市：北沢 正嗣） 

下手な噺家の落語          （三鷹市：市井 雅敏） 

シングルベッドでの睡眠       （荒川区：藤野 哲康） 

椅子の上で寝転んでいる猫      （岩手県：片山 敦夫） 

縁日の射的屋の賞品         （板橋区：植竹 団扇） 

出世払いという手形         （横浜市：阿部 浩） 

あですがたの後家さん        （江東区：土野 妙子） 

ホームの端を歩く酔っ払い      （渋谷区：樋口 七郎） 

夫の血圧              （横浜市：鈴木 びん子） 

巣ツバメ              （南埼玉郡：加賀見 萼） 

加齢臭               （さいたま市：高木 正明） 

愛想のよいスナックのママ      （京都市：牟禮 丈夫） 

尾長鳥の尾羽根           （福井市：山崎 正剛） 

禁煙を考えているタバコの灰     （伊勢原市：武井 美雄） 

素人落語              （世田谷区：三浦 邦夫） 

疑惑の大物政治家          （文京区：稲葉 浅治） 

中日ドラゴンズの順位     佐倉市：笠原 宏之 

評）「落ちない監督だなんて・・・よせやい」と落合監督が言っております。 

秀逸 

入選 

神父さんの帽子           （中央区：松山 カオリ） 

飛行機に乗った大相撲の一行     （鎌倉市：若狭 芳生） 

夜空に光る星座           （高知市：高橋 満子） 

ヘボ刑事の取調べ          （千葉市：岡部千代松） 

若者のずり落ちそうなパンツ     （世田谷区：水野 宏子） 

美味しいものを食べた後のホッペ   （稲城市：藤井 敬三） 

佳作 

次回の題 「好きだと言いにくいものは」 

 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹  

〆切 ：7月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 

秀逸･入選に図書券進呈 
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門口泰宣         

１） ガソリン再引き上げで消費者は不満タン 

２） ♪包丁一本 さらしに巻いて  

       食べ残しを回すのも 板場の修業♪（月の法善寺横丁） 

３） 一筆啓上 四川泣かすな パンダ肥やせ 

４） 「ビルマのたわごと」に何言ってヤンゴンと国際社会諌める 

５） 必要は財源の母  道路族 

６） Ｔｉｍｅ ｉｓ 水着     水泳競技界 

７） 世間を瞬間的に沸かせてごめんネ   竹下景子 

８） 汚染物質一杯の豊洲はらくだイテン  築地中央卸市場  

９） くちばしを叩いて渡るのよします  ペリカン便日本郵便に統合？ 

１０）蒙古横綱とのウランバトルは琴欧州の勝ち 

１１）残業代獲得はQC（苦し）まぎれのカイゼン提案が効いた 

１２）くたびれたか？イートシのエリート  桑田佳祐 

１３）仙台一遇のチャンス   楽天チーム  

１４）外人が演歌を歌うとジェロジェロ見られる 

 

 山口幸子        山ちゃんって呼んでね 

 

ショパンがレストランでサンドイッチを注文しました。 

ウエイターが聞きました。「サンドイッチは何になさいますか？」 

ショパンが答えました。「もちろんジョルジュサンドだよ・・・」 

（ジョルジュサンドはショパンの恋人） 

 

日本を、あきらめない…前回の総選挙での民主党のスローガン 

日本を、あきらめる･･･海外へ拠点を移す日本企業 

日本を、あきらめて欲しい･･･福田首相 

 

 

 

 

「鐚」は漢字あり。「びた一文」という       この漢字はありませんが、もしあれば、 

ときの「びた」と読みます。「賄賂」です。     義援金を表わす漢字にしたいですね。 

 

加藤大禮      「呪い」秘話   

 人をにくんだり、うらんだりしてはいけない。のろいを唱えると、相手を傷つけるばかりか、自

分も傷つく。のろいは必ず相手に届き、相手を苦しめる。そして自分も苦しむ。のろいが相手に届

くには、しかし、何年もかかるという。だから、のろい、という。 

 

ジメジメと 雨が続いて 梅雨となる ジョークサロンで 大いに笑おう  曽田英夫 
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 土屋妙子：大暮景亭惚樽（おおぼけていほたる）  川柳「男の天国と地獄」 

 夜半にさめメタボの妻のおへそみる  わがものと思えばにくし妻のへそくり 

 やきもちも微に入り細に夜が明ける  ひょう柄のコートの妻のあとをゆく 

 晴れ晴れとど派手に買い物妻かかえ  ねる前のパックの形相すさまじく 

 化粧とり他人の如き寝顔みる     待ち合わせ遅れる妻をがまんする 

 イケメンにふりむく妻に嫉妬する   バレていることも気づかぬ妻のウソ 

 

 下校時の高校生のミニの群      浮気した罰の如くに買物す 

 銀ブラで昔の女（ひと）とすれ違い  バーゲンを楽しむ妻を待つ夫 

 うさばらし独りくむ酒乙なもの    ねだられて浮気バレレを納得す 

電話帳男名前に書き直し       夏くれば素肌の匂ふ通勤車 

 

藤井敬三         

  髪型を変えたと気づき褒められる      おさげ髪面影いずこクラス会 

  髪の毛の多さで歳は計れない        薄い髪派手な帽子でカバーする 

  バーコードと呼ばれた頃が懐かしい     薄くても散髪代は変わらない 

  高いほど発毛剤はよく売れる        転勤のたびに髪の毛増える人 

  金髪の大阪弁は憎めない          髪の毛を剃って来ましたさあ許せ 

  真夜中の地震寝ぐせのアナウンサー     隠し事もうしませんとカツラ脱ぐ 

 

若狭芳生こと戯作者：擦擦亭若狭（すれすれていわかさ：前戯高齢者） 

  ＊駄じゃれ「ヌード五体」･･･たいそうな＊ 

             

    １．蝉の抜け殻  セミヌード 

    ２．おばちゃん脱いだら  フル（古）ヌード 

    ３．カップル脱いだら  カップヌードル 

    ４．カップ取ったら   トップレス 

    ５．椅子（伊豆）の踊り子  額縁ヌード 

      これで「御体満足」？（五体満足） ･･･それでは  おまけ（駄じゃれ） 

      ♪なさ袖ウッフン･･･薄着でノーブラ♪そでそーで黄色いサクランボ 

      おまけ（回文「至らぬ裸体」 →いたらぬらたい← ） 

 

樋口七郎    ともかくいろいろ 

    巨人原辰徳監督、負けがこんで腹立つ。 

    巨人の谷の打てないのもこまったに。 

    阪神のダントツ首位は半信半疑である。 

    チベット問題はチベットも関心がない。 

    聖火リレー、平和の祭典に成果ありますか。 

    甘利経産大臣、あまりはしゃがないでくれ。 

    防衛庁が防衛省に昇格して不祥事が多くてしょう（省）がないね。許してちょう（庁）。 
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曽田英夫                      狂歌ＮＥＷ門 

★ アッという間に 夢から覚めて 

狂歌読み 爆笑起こり 耳ふさぐ   アッという間に 夢から覚めて 

若い娘が ずっと好きだと 迫り来る アッという間に 夢から覚めて 

招待で 宇宙旅行へ 発射して    アッという間に 夢から覚めて 

★とてもでないが 面倒みれず 

  社長へと 登りつめたい 我が上司  とてもでないが 面倒みれず 

  何しても 文句やまほど 言う妻に  とてもでないが 面倒みれず 

  泣き上戸 知らずに飲んで 涙ふく とてもでないが 面倒みれず 

 ★世間はどない なってまんねん 

中国で 大きなナマズ 大暴れ    チベット五輪 ニュース吹っ飛ぶ 

ブルガリア 大いに変身 賜杯だき  モンゴルふたり あわや乱闘 

宝くじ 二つ同時に 売り出せど   やはり手が出る 三億円に    

  

参議・松野信夫    政界は「まさか」と「またか」の繰り返し 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

堀川 静雄 （ペンネーム：堀 秋人）  「いろいろとありますよ」 

 

                         

          

                         

 

 

                  

 

 

  

 

 

 

朝の会話： 

父 「起きて！」 

息子「言い方が悪い！」 

父 「どう言えばいいの？」 

息子「起きて下さい」 

妻 「お殿様じゃないよ！」 

小学１年生の女の子と母親の会話 

女の子「今日、オコホメられたよ」 

母親 「じゃ、オコられたことから 

    話してね」 

昔、息子が高校生の時 

息子「何で、生んだんだよ」 

父 「いや、お前が出てくるとは、 

   予想しなかった」 

息子「・・・・・・・」 

・聖火あがるか （成果あがるか） 

  北京オリンピック 

・あるようで無いのは金 

  無いようであるのは借金 

安倍総理の突然の辞意表明には、まさか。 

    ガソリンは道路特定財源の与党３分の２の再可決、またか。 

  年金が５０００万件も行方不明なんて、まさか。 

    鳩山法相の死刑執行、またか。 

  道路のはずが、マッサージチェアやミュージカル、まさか。 

    道路のはずが、タクシーチケット、職員旅行、またか。 

  年金からの天引きで残りは１万円、まさか。 

    さくらパパの女性問題、またか。 

 

・・・そのうち 

  低空飛行の福田総理が解散に打って出るなんて、まさか。 
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上の空組 印南博之＠７０才     大娯解  

 

  ５月１０日 ７０才 です。  慶祝我的七十秩！ 

♪ 屋根より高い医療費の 世話にならずに元気よく 

   数多の趣味と知識欲  生きるを楽しむこれからも 

 

  ユーモア、切手と紋章と  自転車、俳句にミリタリー 

   物書きおしゃべりボランティア  お世話になります皆の衆  

              （鯉のぼり）           「古希をすぎても  

  「仕事新人、旧人万華鏡」                     はきはきめきめき」 

 １ 昔はヒナ鳥戦闘機の練習生 今じゃＣＡ修行中 

 ２ 信号機とかけて モンスターペアレントに咬みつかれた新人先生の顔と解く 

     そのこころは 赤くなったり 青くなったり 黄色になったり 

 ３ ３K仕事の大工の名刺 カーペンターズと書き直し 

 ４ 研修生 カラスかウのトリ黒ずくめ 口を開けば九官鳥 

 ５ 宿老の一挙一動ムダが無い 頭も毛無しでピッカピカ 

 ６ 修士で予備校 博士で高校 ドクター浪人増殖中 

 ７ 貝を採る人食べる人 殻でチョークを作る人 

 

 

野本浩一   お洒落日記：大原美術館にて・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピカソの《頭蓋骨のある静物、1942年》 

を見ていた男子高校生と思しきグループの一人が、 

「この絵って、何がいいのだろう。何を言おうとしているの

か、さっぱり分からん」と仲間にこぼしていた。 

 

 よっぽど、「そうだね」と声をかけようかと思ったりもした

が、ぐっとこらえて 

『それは、ごくごく自然な感想です』 

『いいと思えばいい、気に入らなければそれでも構わない』 

『人に描けないものを描くのが、才能なんでしょうね』 

と独り言を言う僕だった。 

ピカソの絵 なにがいいのか 分からない 解説読んで 更に混乱  

ピカソの絵 分かった振りして 見てるけど ほんとのところ 何がなにやら 

 

左の絵を描いた頃、ピカソは分か

り易い対象再現の方向に戻って

行った、由。ということで、左の

絵は分かり易いのだ。 

と書いた解説を読むと、分かった

振りをしたくなる。ネ？ 

  

 



 - 7 - 

 柴本和夫    言葉の研究 ： 最近の聞き違い～特集 

・うちの人、マジメなの～イジメがないの   

   ⇒うちの人、ミジメなの～ケジメがないの 

・あみんの歌～『待つわ』 

   ⇒わたし～『待つの（松野）』いつまでも、『待つの（松野）』 

・エドはるみ～トロイの木馬～エコロジー 

   （春ですね、みんなみんなエロに聞こえちゃいました！） 

   ⇒エロはるみ～エロイの木馬～エロジジイ 

 

 信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕） 

○ 四字熟語崩し、珍妙八字熟語 （パート２） 

遺（ 憾 ）千（ 万 ） ★ 衣（ 食 ）礼（ 節 ） ★ 隠（ 忍 ）自（ 重 ） 

遺（産）千（億）     遺（族）千（秋） 

あの大金持ちが急死して大変な騒ぎだが、遺族は財産分与を一日千秋の思いで待っているねきっと。 

衣（鉢）礼（賛）     衣（装）礼（拝） 

大先生から奥義を授けられたってことで、周りから褒められても、その時貰った古着まで拝むことはないだろう。 

隠（芸）自（慢）     隠（居）自（炊） 

 隠し芸の裸踊りが自慢だったんだが、派手にやりすぎて、隠居を命じられ、外出もままならないで自炊してるよ、。 

 

『エアバスA－３８０』 

 

八っつあん： 成田空港が30周年を迎えたって言うじゃーありませんか、月日の経つのは早いものでや

んすねー。しかし、時間が経っても交通の不便さは相変わらずで、海外からの評判も良く

ないみたいでやんすねー。当初、期待された一流国際空港には程遠い現状から、最近は羽

田の見直し案も出てるそうじゃーありませんか、これじゃーご隠居さん同様古びて耄碌す

るだけですかねー。 

ご隠居  ： 何、馬鹿なことを言ってるんだよ、まだ耄碌しちゃーいませんよ。でも、折角の祝いの

日に、大嵐が来ちまって、お祝いフライトとして就航のシンガポール航空、エアバスA-380

の到着が4時間も遅れたりして散々だったなー。 

八っつあん： そういやー、そのA-380てーのは何ですか、どでかいそうでやんすねー。 

ご隠居  ： でかいとも、長さは 72メートルってーから、シロナガスクジラ 2頭分、高さが 24メー

トルだからキリン 5頭分ってーから大したもんだぜ、席は最大 555 席までいけるそうなん

だが、471 席に抑えたってんだから、贅沢なもんよ。あーあ、一度でいいから、エアバス

に乗ってみたいもんだよなー。 

八っつあん： それじゃー、早速乗ってみますか。エアバスに。はいどうぞ。 

ご隠居  ： 藪から棒に、一体なんだいそいつは。 

八っつあん： えー、先ほど買ってきた、新製品、空気入りバスマットでやんすよ、英語でいやーエア

バスマット、縮めてエアバス、庶民向けって訳ですぜ。                   

そこで狂歌を 

『あせれども 実績伸びず 一流に なりたなりたの なりた空港』 

『一流の あかしに呼んだ エアバスも 嵐で遅れ 不満となりた』 
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稲葉浅治              川柳「意地」 

  意地張って民を見捨てるミヤンマー    中国もギョウザ五輪で意地を張り 

  北朝鮮国民本位の意地を張れ       アメリカは世界に向ける意地と金 

  日本もガス田竹島意地見せよ 

 

奥村篤史  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大鳥羽幸太郎  庭をあらさないで！ 

  

 愛犬家さんよ 飼い主さんよ 

 夜も昼も    つないでおいておくれ 

 

 愛猫家さんよ 飼い主さんよ 

 夜も昼も     つないでおいておくれ 

 

 

「☆高級なる低級趣味は硬式テニス」 市大会参戦 駄洒落日記 

高級なる低級趣味？ ハイ、硬球なる庭球趣味、つまるところ硬式テニスです。テニスの活動報告は二度

目ですが、今回は 3 月 29 日桜満開の中、小平市のテニス大会ミックスダブルスの参戦日記です。テニス

は20年以上やっているのに少しも上手くならないので、テニスの大会も避けていました。「☆上手くない

のにやっているテニス・低級」 今回は地元の上水テニスクラブの仲間からペアがいないので是非と頼ま

れての参加、「☆進歩しない人は退歩だ逮捕する」と言われても仕方ない実力なのに。でも実は継続は力、

アッシーこの歳になっても自分では少しずつ上達していると密かに信じているのですが、若い人はそれ以

上の進歩。つまりアッシーの場合上手くなっているのに？強くなっていない。「☆上達す より上達した

人にまたも負け」です。  

 

今回も期待通りに！初戦トーナメントで敗戦。「☆ご期待に背きたいのに背けない」「☆裏切るぞ裏切るつ

もりが裏切れない」なんと誠実な！ 初戦は本格派のテニス部？女学生の入った家族ペア。女性は確実で

バンバン両手打ち強打、左腕のサーブも決まりあっと言う間に 0-5、最後やっと２つ返すが 2-6 で完敗で

した。「☆両手打ち止めて手を抜け片手間で」の願いも虚しく 

「☆手を抜かず両手で攻める本格派」「☆ミスにミスなくアッシーはミスッター」「☆ああ強打相手が打て

ばああ凶だ！」 次はほぼ同年代のご夫婦ペア。ヨーシッ！でもあれれ 0-2・・5-5 にまで追いついたが

5-6で惜敗。「☆夫婦でないペアがフーフー 夫婦はウフフ」 仲間は快調で他の3組は全部決勝トーナメ

ント進出です。「☆皆快調次の我が会会長だらけ？」 ミジメーこれじゃあアッシー、クラブは首かな？

「☆大会に参加完敗 退会惨禍？」 

現在、この上水テニスクラブと元の会社セイコーの仲間と各々週1度位、健康の為のみで！楽しんでおり

ます。得意の水泳は心拍や筋肉には良いのですが、水に浮いている為骨粗鬆対策等の骨の強化運動にはな

らず、テニスをすることが良いバランスと思い頑張っています。 「☆骨折らぬようにテニスで骨を折る」

「☆骨強化 テニスで骨折りゃ骨折り損」 

『バラが咲いた』 ⇒ 『猫がやった』 

 

猫がやった 猫がやった 近所の猫が 

小鳥が来る 僕の庭で 追っかけやった 

何度も来て追っかけた猫 近所の猫で 

小鳥,が去って 僕の庭は 淋しくなった 

猫よ 猫よ おっかけの猫 

いつまでも  そこに来ないでおくれ 

猫がやった 猫がやった 近所の猫が 

小鳥が来る 僕の庭で 追っかけやった 
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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》           

１． 支持を下げても 後釜見えず 虫の息でも 続ける気 

２． 胡錦涛氏と 福田の対峙 パンダ談義で 揉みほぐす 

３． 聖火リレーの ルートを阻む デモや四川の 大ナマズ 

４． サイクロン禍の ミャンマー悲惨 支援ためらう 軍政下 

５． 後期高齢 怒りの響き 姥捨てもどきを たしなめる 

６． 安いガソリン 並んで買って 後は渋滞 行楽地 

７． 母の日は派手 花屋も活気 地味な父の日 忘れ勝ち 

８． 自殺するのも 流行があって 練炭廃れて 硫化ガス     「元気にどどいつ 

９． 水戸の千波湖 白鳥悲惨 夢を断たれた 北帰行         いつまでも」 

10．飼育係りは 無給で地獄 動物天国 ムツゴロウ 

11．日本水連 水着で遅れ 先に飛び込む スピード社 

12．伊達じゃなかった テニスの公子 三十路後期の 伊達姿 

 

山田三郎＠８１才   効かなかった予防注射 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平井幸雄               

                                   

ショートで笑～とな噺・・・味な奴、美味妙～な変態ミス 

●甘味屋さんに入り、母は田舎汁粉を、私はあんみつを頼んだ。 

店員さんが、「田舎はどちらですか？」と聞いたら・・・・・ 

母はとっさに、「はい、静岡です」と答えた。 

●北海道旅行に行くおばあちゃんに「お土産にチーズを買ってきて」と頼んだら、 

 北海道の地図を買ってきた・・・・ 

●中国料理の最高峰は、北京ダック
家 鴨

とフカ
鱶

ひれ
鰭

スープだ。 

 でも、値段の割りに味の方は、鴨なくフカもなくだな・・・ 

●今年のゴールデンウイークは、出ずにリゾートでした。 

 

●ホームレスに聞いた。「どうしてダンボール生活をしているのですか？」「それは家ない」 

 

換 

 

 

出ずにランドリーで
洗濯し 
出ずに、じーっと 
していた 

 歩く会で「先年、郷里の駅で時間に遅れて列車に乗りそこねた」と、並んで歩く人に話をし

た。すると彼は「立ち食いそばで身体を温めて次の列車を待ったことがある」と。その言い方

が、私には彼は同郷の人であると思わせた。そして、駅やその付近のありかたに話が弾んだ。 

食い違いがあってもそれは年月のずれくらいに思っていたが、どうも『おかしいな』と、感じ

たところで彼が「実は初めに君が同じ駅だと思っているようなので、調子を合わせていた」と、

白状に及んで大笑い。 

 駅付近の情景は大体同じで、土産物店・駅前広場・バス停・本屋・レストラン・パチンコ屋・

ステーションホテルなどがあり、それ等の配置をかわせば話は合わせられる、と彼。 

 この経験が免疫になっておらず、先月号の寸借詐欺に一杯食わされた私でした。 
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切手・カンパ受領一覧（敬称略）   2008年5月20日～2008年6月17日 

 東京都：新将命、林勝行、箱田忠昭、藤井敬三      埼玉県：三宅早苗  

神奈川県：大鳥羽幸太郎  千葉県：矢崎迪、笠原宏之  長野県：石田武秀 

京都府：広川友雄        

 【２００８年５月例会出席者】５月２８日 集合順です。 

印南博之・野本浩一・佐藤忠恕・土屋妙子・高木正明・樋口七郎・門口泰宣・阿部浩・ 

大西美津子・若狭芳生・平井幸雄・奥村篤史・堀川静雄・柴本和夫・藤井敬三・山口幸子・ 

西川信治・渡辺みどり・島川謙二・松山カオリ・曽田英夫・松野信夫  以上 ２２名 

 

初参加：大西美津子さん、西川信治さんは１月１６日の日経新聞文化欄の記事を切り取って 

    おられて、今回初参加です。十分に笑って貰えたでしょうか？ 

    島川謙二さんは藤井さんのご笑介で、初参加。笑いの研究家でもあるそうです。 

２００８年７月例会案内  第4週ですよ。どうぞ、よろしく。  

７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 

「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 

 ＊ｆａｘは午前９時～午後９時の間に、お願い致します。早朝、深夜はご遠慮下さい。 

 

 

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。 

＊ホームページには、「ジョークサロン」のブログも出来ましたよ。例会の雰囲気や二次会 

でのショット等が披露されております。ＨＰを見ての感想や、ブログへの感想もお寄せ 

下さい。賑やかにしましょう。  作成・メンテ：河野康博、渡辺みどり 

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

