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′ぃの、ゃ
人生の目的 :

イタリア人の 3つ :マンジャーレ 輸ぃ る)、

カンターレ (歌 う)、 アモーレ (恋をする)

ワタシの4つ  :マンジャーレ、

カンターレ、アモーレ、ダジャーレ !!

所沢市//島 |1謙二************************

スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、行楽の気

さて、みなさんは、どんな秋を楽しまれているでしょうか? ジョークサロンに集 う面々は、
ジョーク楽しむ秋ということで、例会で披露する作品作りに、飽きることなく取り組んでおり

ます:松山カオリさんからは、初めての作品が送られてきました。 8頁に掲載で七
どうぞ、今月もたつぷりお笑し濃 いま丸

浮かびません。まだ、勉強と労力が足りないのだと、思つております。末永く愛読させて頂きます故、宜し

く、ご指導の程、お願い申しあげます。

加須市/大畑道之助さん

町田市/青木孝さん

名古屋市/加藤大詰さん

大田区/高栄子さん

長野暴東卸摩郡/須山ケサ子さん

永い間、愛読させて頂いておりますが、ユーモアの真意が少しずつ

分かつて参りました。でも、才能のない悲しさでユーモアのコントが

今月の一笑09軒日夫さん)、 いい作品です。

オリンピックの映像を思い出しました 良い秋をおすごし下さい。

いつも伝笑鳩ありがとうございます。

先日、スーパーで買い物。レジの女の子、ややヤンキーぽか

先日、変集鳥と通勤帰りに遭遇しました折に、伝笑鳩を貰いました

ので、郵送されてきた分は、ジョークの好きな罠＼にあげました。

澪

毎月「伝笑鳩」を送つていただき有り難うございま丸
こちら信州は、収穫の秋で、毎日̀l・tし く働いておりま

ったのですが、「領収証お願いしま丸 `気晴亭'で、天気の気、晴れる晴、料亭の亭礼」と申しま

すと、「気晴手」でごめんなさい両手でしたネ「気晴手手」。

私は思わず、「ありがとう」と言つてしまつた。

悧為、思わずニンマリさせて頂きました。料亭が両手に代る領収証・・・です淘

女性の参加者も定着してきているようですオ亀 私は、暫し「ものは付け」に投稿を続けますD

門口先生の金沢会には、年に一度は参加しています。

山田二郎さんの「金魚と日高」・・・全くの自由文です力亀 私も金魚を職場で飼ってます。
新入 金子由紀江さんの新家紋 (ユーモア初 は、これからもご披露あるのでしょうか?
ニホンダンジMON・ ・・すぐ、分かりましたよ。インパクトが強い作品でした。
信用亭駒公 (佐鵬忠船 様  『青春 18切符』禾J用 したいですオ亀 年齢制限なしはいいですオ亀

す。疲れきって笑顔もなくなります。そんな時の特効薬が「伝笑鳩」です。
皆様の益々のご活理をお祈り申し上げま丸               敬具
(お互しま撃詢多い秋にしたいものですね
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き貧事甫朝選 第q2ロ ものは付け

「やめてほしくなりものは」

おや凝つてますネと揉まれた肩     齢 区:植竹 団扇

【評】そんなことありですか ウラヤマシーッ

童謡づくり

幕内から転落した贔贋力士

ライバル社のダメ社長

たつた一人の従業員

カミサンのダイエット

(7=束区 :量  好 )

鯨 都市 :牟趙 丈夫)

(横浜市 :阿部 浩)

(中央区 :松山 カオリ)

(稲城市 :藤井 敬_l

(松戸市 :堀 秋人)   :
(横浜市 :織田 元康)

(さ いたま市 :北沢 正嗣)

(佐倉市 :笠原 宏之)

館 市 :若狭 芳生)

Gワ |1区 :藤野 哲康)

鯨 都市 :久保 三徊

(広島市 :香川 信子)

(文京区 :稲葉 浅治)

(さいたま市 :高木 正明)

(伊勢原市 :武井 美船

(横浜市 :鈴木 びん子)

(渋谷区 :樋 口 七郎)

(船橋市 :山 田 三郎 )

(千葉市 :岡部 千代松)

(三鷹市 :市井 雅敏)

(富士見市 :高梨 富雄)

田舎の病院

肩に頭をのせている美人の眠り

優秀な課員の寿退社

年金支給

女房の家事

塾等の生徒さん

右肩上がりの景気

寝たきりでも父の人生

株価のテコ入れ

嫁と姑の仲良し

政治を病めてほしくない

ユーモアスピーチの会の幹事

一年足らずの首相

ちょいちょい代る総理大臣

伝知 ;島の「ものは付け」の欄

貰つて嬉しい図書券進呈

まとまりかけた縁談

次国の題  「長いこと待たされるものは」

送付先 :〒 157‐ 0072 世田谷区祖師谷 5-7-5  神山 徹
〆切  :11月 10日 ハガキ又はF思 03‐ 3484‐ 7123 秀逸・入選に図書券進呈

ジョーク練習帳 :どこかで、使えそうなジョークです。

「あなたは、コナン・ ドイルさんじゃありませんか ?」

「よく分かったオ劉
「トランクに書いてありまカ

‐
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秋深く 空は高く さわやかに ジョークサロンで 大しヽこ笑おう  曽田英夫

樋口七郎 世の中 これでいいの～?

★新国語辞典「総理大臣とは親の七光りでなつて、一年たらずで投げ出してしまう

無責任な人のこと」

★「福田無責任総理辞任」 まいったよ一―元祖無責任男 植木等

☆ヤスオ (康夫)ヤスヤス はン)と政権を投げ出すなと父タケオ (赳夫)が
タケダケ (赳赳)しく言つた。

★ 「ノヘ銘 は地球よりも重い」   父 福田赳夫
「総理大臣の座は蚊よりも軽い」 子 福田康夫

★安倍晋三、福田康夫は二世議員ではなく、偽議員だつた。

堀 秋人    「いろいろとありますよ」

川柳 「男と女」  赤い糸結婚したら黒い糸    定年後J性と病気の同級会

化けて出る昔女だ今男     妻小言生返事後に又小言
つぶやき  妻 「貴方は外で遊んでばかりいて家の事は何もやらない人ね !」

つぶやく夫 「それは僕のセリフだよ」

妻 「貴方は返事だけいいんだから」

つぶやく夫 「それは僕のセリフだよ」

妻の変化  結婚前「貴方を心から愛しているわ」

結婚後 「どうしてあんな言葉が出たのか? 私、変だつたのオ劉

結婚前「死んでも天国で一緒よ」

結婚後 「貴方・・・地獄で、私・・・天国の死に別れオ劉

大娯解  物 ごつ/_― ″っ/_― 留匿場へのごつ/_―y

1.♪ お手手つないで 大麻を吸えば みんな気分よく 天国気分

タバコを落として 足がつき パィ
オ
プが見つかつた ガサ入れで (おててつないで)

2.♪ オーイ関取君 チョイ ト待ちたまえ     刑事

3.♪ 年の初めの頭突きあい            初場所

4. 「ハローマスター」  親方と呼びなさい

5. スッチー、歌手、バレリーナの転臓先にどうぞ    おかみさん

6。  「ただいまの勝負、吸つたりで退場となりました」

7. オウ ! ゴージャスなエプロンH          化粧まわし

8  コンナ四股名イヤだ―

* 赤露山 共産主義なんてマッピラ

* 夕赤竜 夕焼けか、先はまっくらダナ

* 老の鵬 年金大丈夫かな

* 網錦  廃業したら漁師だ

* 事欧州 ヨーロッパでナニが起きたノ?
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一ノ瀬善秋

*三年坂

「シャレクスピア」の聞き書き

大正 3年、ある事件があつた llTと り勝太郎、3人が亡くなつた)

村の若衆、信さんは仕事が終わり、荷を背負って家に帰るとき、その峠で転んa
顔と手に騰我をして帰り、隣のおばさんに「あれ、三年坂で転ぶと、命があと3年だと

知っているでしょう」 村の伝えを知つている信さんは気が弱し、 すつかり気にして、

食は細り仕事もダメ、風邪のあと寝込んでしまう。

村の友達の達ちゃんが心配して見舞いに来る。「なんだ、転んで3年の命だつて、そしたら、

2回転べば6年じゃ、3回転んで来い 。・・」 信さん飛び起き、布団をはねのけ、三年坂ヘ

走つた。 (プラス思考の親友)

30年経つた。道は広く舗装された。本材運搬業の靖さんが トラックで三年坂に来ると、猪が

15頭横断中、「えい !」 と突つ込むと、5頭が頓死、車に積んで町の肉屋へ売る。いい値段で

買つてくれた。ニコニコ・・ 。それから3年、牡丹鍋で酒をたっぷり (しこたま)飲んだ、翌朝

ころりと説 本すの衆は「三年坂のたたりだ: トン死だ、きのどくに」

へ＼は月ヽさレヽ碑を建てて、お祓いをした。 (祖母の実家の村の調

*薇

隣の町に行くのに近道があった。畑と小社があつて「臓 Lと呼ばれていた。祖母が「学校

の帰りが遅くなったら、村道を回つて来なさいよ、狐が出るからな・・・」

村の医者が救急で往診に行つたその帰り、化かされて桑畑に入つて転んだそうだ。
「本当に狐が出るぞ !」 と老医者が言つた。理科の先生に聞くと、「尻尾を振ると、静電気が

起きて、光るのさ・・・」

村ノヘ、が毎月お一日にお官の鳥居の前に稲荷寿司を供えてあつた。 (夜道は'怖い)

高木正明 『コミック翼 nつ項山亀  ll■間話を コミック仕立 語る七七七五調》

捻じれ戻らず 嫌気が差して 投げ出す総理の 得手勝手

辞任騒ぎを これ幸いと 五人囃子の 総裁選

二代続いた 投げ出し総理 受けて続くか 三代目

生まれともかく 育ちがどうも 失言放言 麻生節

食の危険を 五輪で隠し メタミドホスやメラミン禍

=笠フーズが 騒ぎのさなか 事故米売り撒く マジック商

=笠フーズと 農水省は 持ちつ持たれつ 臭い仲

カビが生えても 腐っていても 米は天下の 回りもの

東京見物 都心にサルが ネ申出鬼没の 捕物帳

世間騒がす 子殺しショック 被害者顔した 鬼の母

大麻疑惑の ロシアの力士 吸つていたのに スイマセン

同じ辞任も 王監督の 重い業績 幕となる



曽田英夫             狂歌N EWF5
★ 動揺せずに どんと構えて

浮気バレ 罵声が飛んで 声黄色 動揺せずに どんと構えて

居酒屋で 看板ですと いわれても 動揺せずに どんと構えて

上司から ミスをつかれて しかられた 動揺せずに どんと構えて

★ 世間はいつたい どないなつてまんねん

五人でも 誤認もでない 選挙戦 やはり票取り 麻生圧勝

久々に 20勝挙げ その快挙 その名も強い  「岩」に「くま」では

離 じま サーバー切れで サボつてた 全日空は アナに入れば

=笠とは ミカタでなくて 敵だつた メタミドホスは ミタメドクデス

老人が たくさんの国 接近し 台風までも 長生きし去る

牛乳だ メラミン入りだ 使つただ クリームパンダ マルダイなしだ

柴本和夫    言葉の研究  :○○なんですから～～

◆偉いひと (税務署等)の指摘に一言

ただいまの 《ご日閲)はたいへんよく理解できました。

でも、ただいまの 《ご指摘》では、解決は難しいんです。
いまの 鮒朝動か は 傷矧動紛 だつたんですから～～

◆元気ですか !の掛け声に怯える
レジ係が元気のいい店では、《カー ド》は使いづらいんです。
いつもアントニオ猪木みたいに声力ヽ すされるんです。～ 《元気ですか ?》 って

それが、観 金ですか ?》 に聞こえるんですから～～

◆事故米～人の名前 ?

最近テレビで、すっかり有名になつているけど、あなたは～いったいどういう人なの

ちょっと前は～浅田舞というのが有名だつたけど。・倉木麻衣もいたし～

自民党と公明党の選挙の踊りのこと～ 《自公舞》なんてオヽ

わたしは―lに しくて～ 《てんてこまい》なんですから～～

野本浩一   お洒落日記 :【さてもまた いろいろありし 九月かな】
9月 1日 (月 )  福田首相の突然の辞任表明に認 たヽのは、国民ばかりではなく、当の自民党の

方々も議 たヽ由。最後に質問した記者は、「貴方とは違うんです」と言われ、激

怒したに違いない。

テレビでその発言を聞いていた人全員が、静 たヽに相違ない。

首相の発言「新しい布陣で出直しするべきと考えた」を聞いたとき、

僕は「新しい夫人つて、新たに嫁さん貰うのか、よ」としか聞こえなかったが、ヽ・・。
★ 又しても 総理が辞任 する自民 党名変更 辞任党へと

★ 出来なけりゃ 放り出してる ×ヽ見て 子供が育つ 訳はない国

☆ 殊勝には 成れぬと言つて 総理辞め

☆ 又しても アイ 。ム・ソーリの 辞任劇

☆ 一年は 任期としては 長いのか

5…



門口泰宣      簡系 リズム&バロデ ィ

1)♪理事長責任ないですか 日毎批判がつのります

聞いてはもらえぬ弁明を 職責賭けて耐えてます

親方心の愛晴でしょか 弟子が可愛い 北の湖♪      (北 の勧

2)社長の腹 害1り 裂きみれば 確かなる 三笠の米に つきし毒かな

3)農水相の命は 短くて ヘマすることのみ 多かりき

4)イ ンテリ 入つてる   ジョークサロン

5)バンカメがメイル・ピンチ証券を買収

6)米蜘府にソンポを向かれないでよかつた   AIG
7)世の中は 澄むと濁るで 大違い 派遣で稼ぎ 馬券で損する

8)世の中は 澄むと濁るで 大違い 予幸闘ま当らぬが 予防は当る

9)孫にも首相  吉田茂    箔入り娘   小渕優子

10)メ ークミラクルは古い、大原んと云つてほしい  読売巨人軍

11)可愛い子に永遠の旅をさせる親

12)心のトキめきを感じる  トキの茂鳥

奮層宇 筋Z｀ 1世田谷 ‥     J¶出&狂歌  『 3刈

人っつあん

ご鵬   :

八つつあん

ご隠居  :

人っつあん

J卿署

人っつあん

郵話  :

人っつあん

そこで狂歌を

『3Kの 代表格は

「

企業 婚期遅らす 娘の言い訳』

『3Kが いまや7K 女性から 評判落とす 先端企業』
‐
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J隠居さんのことだから3Kって当然知ってますよ力乳

なんだい藪から棒に、知つてるが、色々あるぞ、先ず 3Kと いや―アパートじゃ―、3部

屋にキッチンってことで、 トイレの場合なら「汚い、臭い、気持ち悪い」、群馬県じゃ―

「空つ風、雷、カカア」が名物、沖縄県だつたら「基地、観光、公共事業」が主産業、賭

け事でいや―「競輪、競馬、競艇」だ、そうそう80年代の日本の財政赤字は「国鉄、健

康保険、米」つて時代もあつたな―、さてどの3Kだい。

いや―随分ありますね―、実は甥つ子の就職のことで相談されましてね、IT企業に

決まって本人喜んでたんですが、今、IT企業は仕事がきつい、帰れない、給与が低
い3K職場だつて奴の母親がどこやらから聞き込んで来ましてね、考え直した方が良
いんじゃないかって言てるそ―なんですよ。

そうだな―、以前は現業系。技能系職場が仕事がきつい、汚い、危険だつて 3K職場とし

て敬遠されてたのが、いまやIT産業が3K職場の代表かな。それに最近じゃ―、女性か

ら、48H段が取れない、規則が厳しい、イb随が乗らない、結ク昏できないの4Kで 7K賜
だつて言われ始めてるらしいな―。

それじゃ―ご隠居さんも考え直したほうが良いって思うんですかい6

で、どこの会社に決まったんだい。
一部上場のあの有名なA社ですよ

あの有名な会社かい、それじゃ―問題ないよ、確力ヽ こ仕事は厳しいかも知れなし功 、ゞ
この不景気な時代、良い所に入れたつて感謝しなけりゃ―視

感謝ね―、なるほど、3Kな らぬ、サンキュウーってことでやんすれ



奥村篤史   アッシー君のINIHK基礎英語講座○十年 洒落にもならぬ洒落 日記

ジョークサロン会員には英語ジョークを翻訳する人もおりますが、人生○十年、未だに基礎英語講座
から卒業できない人もいる、ジョークでない本当のお話ご ・・・・・・

ここ十数年は布団の中でボンヤリ聞き流すズボラ学習。6時15分にラジオの基礎第2・ 第3講座が30

分流れます。ヒヤリングだけでも67歳まで継続しているとは感心・偉いと褒めるでしょうが? 現実
はさにあらず。今は夜中度々目が覚める。眠れないと次々と考える。ジョークのネタ、大道芸のセリ
フ、かつぽれの羽瞑、水泳指導の方法等。やっとウトウトするとラジオが鳴り基礎英語D思考せずた
だ聞くとスーと眠りに入れる、自慢じゃないが驚くほど簡単に。子守唄代りで最後は眠てしまう確率、
自慢じゃないが50%強なり。アハハハ。「☆基礎講座授業のように眠くなり」「☆睡眠の役に立ってる
基礎請理」「☆分からない方が]れる基礎講座」「☆夢の中ぺらぺら英語をしゃべってる !・ ・眠る耳
元ラジオ講座が」。でも間かないよりは良いらしく、最近長男の嫁さんとなったブラジル娘と英語で
お話しています。でも「☆嫁さんと英語で話すと寝たくなり」・ 。これは冗談 ! 海外旅行ではアジ
ア等非英語国の方が何とか通じた気分、イギリス英語はサッパリわからぬアッシー君でした

♪ 耳元ラジオが鳴っている オイラはいびきをかいている 英基礎講座が始まった ネイティブ嚇 とおらスースー

みんな去午と同じだよ レヽつでも足んないものがね― アッシーのやる気と会話力 ただただ続ける〇十年

アッシーがイギリスに行つただよ けれども涙で光つただ 英語がちっとも通レmヽ 手振りと身振りで英会言舌

けれ島 明日も明後日も続すてイ青 ます基礎講座 こ̈ 基礎講座 会話は手振りとこの笑顔 (♪もずが枯れ木)

シエイクス三7島) ■ヽ l島■■l謙二)

日本語 (国語)は難しい。たとえば鉛筆を数えるとき「イチホン、ニホン、サンホン、シホン、ゴホ
ンとは言いません。「イッポン、ニホン、サンボン、ヨンホン、ゴホン」です。「ゴホンといえば龍角
散」ですЭ国語の基礎は文法であり、活用形は重要です。「出ろ、出ろ、出ろ、出る、出たぁ」
は『便秘の標準完了五段活用形』であり 「出ろ、出ろ、出ろ、出ろ、出る、出る、出たあ」は 『便
秘の重症完了変格活用形』といいます。   6^―∧∂

これは 「インテリ 入つてる」 で盛り上がるジョークサロンで、インテリゲッチャッチャ。ジョ
ークをライフワークとする酷誤学者シェイクスビア・島川氏の発見です。金田一京助博士も気がつ
かなかった活用形ですが、日割t遅れの国語学会ではまだ話題になっていないのが現実です。(>_<)

広川友雄 ともかく暑い夏でした・・・・

連日 (恋 日)の暑さの中、畑が燃えています。何が燃えているの力Ъそうヒマワリが燃えていま九
輝いています。向

"規
キラキラ輝いていますЭきらめいています。夏の花の中で最たる花ヒマワ

リ。暇わりとある。熱い最中に余裕綽綽たるHe周 りにはヒマワリさんが、ぎっしり、ぎっ尻、ヒ
ップアップ、ヒップホップ:しかし暑い。あまり熱くて冷凍食品が解凍できたら力乳 誰かさんは、
情熱で好きな方のハー トを焦がします。この暑いのに、。… ・。灼熱の恋。熱いなぁ。こういう時
は氷のような恋。冷ややっ恋。火矢々な

熱い～～お暑い仲。そこへ物価高。キリンのような物価高。物価高の目白押し。庶民の財布の温度
が下がること必至D冷凍されて困る。あの熱い夏よ戻つてきて～。恋しい～～夏よう～。
逝く夏を惜しむ。

この夏を一番熱がったお方は? 「篤夕臼 (暑悲鳴)
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渡辺みどり ミドリのおきらく迷言日記

女心と秋の空  ちょっと切なく、温もりが恋しい季節ですD

◆一日三秋 (いちじつさんしゅう) 待ち遠しいく類 :一 日千秋〉
一日三周 (いちにちさんしゅう) 健康維持大原則 自宅周りを最低三周。心も身体も元気に !

◆秋風が吹く (あきかぜがふく)厭き風が吹くく類 :女 (男)心と秋の多

秋風邪1測反 (あ きかぜはふく)

まだまだ夏の余韻が残って、秋ファッションにシフト出来ず、ましてや
上着を持ち歩かずに半そでや索足にサンダルやミュール (*)な どを

履いてしまし、朝晩の風邪にやられてしまった様子。
*サンダル・ミュール・…パンプスの踵が解放されているもの。
ス トラップありがサンダル、無しがミューノL

松山カオリ 香り川柳噺 :十月で振り込め詐欺よ消えてくれ

私にも今話題の振り込め詐欺の電話が掛かってきました。
「中央区の保険事務所ですが、松山さんに平成 17年から

19年までの医療費の還付金があります」という前日ム
この 3年間、大きな病気もしてないし、偶然にも前日国保の件で区役所  |

ψ
瀦

に出向いていたので、おかしい、サギ電話? と気がついた。「つきましては・
いた所で、ピンポーンと玄関のチャイムの音、同居する妹が「ハイ、今開けます」

・・」話が続

と返事をす
ると、同時にガシャンと先方の電話が切れた。
一人暮らしでないと知って、あっさり撤退という訳でしょう力、 70代以上の友人・知人よ

り、いろいろなパターンで電話が掛かってくる話は耳にしておりました。これからは混み合っ
た銀行のATMでモタモタしていたり、携帯を使つていたりすると「あの人、振 り込め詐欺に
やられているのでは」などと思われそう。クワバラ クワバラ

男の天国と地獄

寝姿にほのかにのこるいとほしさ

うんざりはキンキン声のぐちばなし
ねもやらず別れ話を工夫する

美しき顔ゆがめれば夜叉の顔
ブスなりの心根いとし幼な妻
かえりみてうそのなかりし夫婦仲
なにげなく夫のウソをゆるす妻

何事もなかりし顔の賢夫人
一日惚れ一寸のくせでいや気さし

女にはわからぬ男の嫉妬心

流し目につい誘われて深入りし

何やかや世話がすぎてもうるさがれ
とも自髪耐えたる日々 の勲章か

飲みすぎて帰りし夜の海苔むすび

男

女

男

女

　

女

男

女

男

女

男

ホタルノJヽ日出
:オイ、夜道ひとりで大文夫か?

:大丈丸 心配ナイト
:ぢや、マタアイタイネ
ア・イタイって、どこが?
*********

アラ、 トッテモウレシイヮ

え? 何を取つたって?

アラ、ヤーネ

え? 屋根に何かいるつて?

ドウデモイイケドー |

銅でなければ何がい―のサ。
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平井幸雄   NEWヒ ライ信 飛来中 II

この本何翁木、本になる末、元量になる木

根 は 大 く深 く
イ高計｀

讐轟
'い

いつのFB5にかしのびこんできた秋

の風・・・。あの暑かつた夏似まと

ばりを冷ますように、ひそ創こ周が

吹きわたる。いつしか装いを新たに

する周りは 実りの秋を誇らし

げ|こ たわわに実がな気 黄色や

赤に鮮や胡こ、紅葉する木:はらは

らと枯葉を落し、裸になる木など、

樹木は自然の移ろいを敏感に感じ

て育つ。

本の 精
樹齢何年の大木から、気のせいa
何かエネルギーをいただき、元気が

出たような気がする。

そこで「元気になる木」を紙面に育

ccみた。樹木に習つてk深い根と

太い幹、のびのびとした枝にし

て・・・・・・・わ力齢ヨ申ばして

いきたい。

山田三郎 正しい手紙の書き方 :なんじゃもんじゃ

吾が家の息子がアメリカヘ留学した時、息子から手紙を貰ったのも書いた息子も初め

てのことだった。それは公文書みたいな文体だったので、私は失礼さに部 たヽ、しかし
レポー ト用紙にぎっしりと学校の雰囲気や生活文化の違いなど五枚も書いた誠意は読み
とれて、手紙文の書き方を知らないのに気が付いたのだった。それは今から25年も前
のことで、今は会社の役付きになっているが私信の文法を学んだろう力、

昔は手紙の書き方を小学校で教えられたし、常識だった。手紙の書き方という書物が

あつたり漢和辞典の付録には手紙文の例が載っていたものだ。手紙は時間を力ヽ するだけ
に味わいとかいが籠つているし読み返しができるのだが。

石井志津夫スペシャル余禄  「虫がいい」こと考 から 特別に抜粋です
日本人の体の中には、虫が棲んでいるらしい。 しかし、どんな虫なのか、誰も見たものは

いない。正体不明なのだが、とにかく身体の一定の場弗こじっと潜んでいて、何かのはずみに
不意に動き出す。・・ 。「虫」に対しては、不断の注意が必要である。・・・

・・ 。「虫がいい」とは、体内の虫がいい気になっているのた 。・・虫の合う仲間と、しつ
かり語り合うのが、コミュニケーション不足の今日には、無視 (…

。)できないことだ。
9‐
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【2008年 9月 例会出席者】9月 24日 集創頃で九

野本浩一・堀 |1静雄 。武田圭一郎・樋口七郎・佐藤忠恕 。高木正明・土渥り子・奥村篤史 。

阿部浩・門口泰宣・一ノ瀬善秋・柴本和夫・印南博之・副 |1謙二・松山カオリ・渡辺みどり。

曽田英夫・藤井敬三                  以上 18名
【初参加】武田圭一郎さんは堀川さんのご紹介で、興味津々サロンを軸 てヽ頂きました。

バラエティに富んだ作品群に少しばかり感心して頂いたようです。

2008年 11月例会案内

11月 26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    2L03‐ 3256‐ 8447

ジョークサロンのホームページと変集鳥Eメリンアドレスは下記の通りですっ

U.R.L.:ht静・11…10kesalon.com Eメ ーlレ :knomoto922@Iwpe■∝n.nejp

*検索は 町oLsalon」 「ジョークサロンJ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、ブログヘの感想もお寄せ

下さしヽ 賑やかにしましょう。  作成 。メンテ :河罰棄博、渡辺みどり

賑やかなHPに したいものです。

「鰤 助 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 野絆 宛  Ъ&角Ⅸ03‐ 3753‐ 7725

*faxは 午前 9時～午後 9時の間に、お願しヽ致します。早朝、深夜はご遠慮下さい。

切手・カンパ受領一覧 (敬称略)  2008年 9月 16日 ～2008年 10月 20日

千葉県 :石井志津夫 埼玉県 :大畑道之助

東京都 :青木孝、上田恭子、高栄子

神奈川県 :武井美雄、長野県 :須山ケサ子 京都府 :広川友雄

*みなさま、いつもありがとうございます。御礼申し上げます。

伝笑鳩 No。229発行  2∞8.10.29         変集鳥・ … 野本浩一

変集協力   石井志津夫 。一ノ瀬善秋・印南博之 。奥村篤史・佐藤忠恕・柴本和夫

【笑畔 団】  曽田英夫・高木正明・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣 。神山徹・渡辺みどり

脚 子 。松山カオリ・樋口七郎・山田三郎・脚 |1友雄

あたたカット :天野秀雄、平田レイ子    発行鳩舎 :同巣会ジョークサロン
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