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 １００年に一度あるかないかという未曾有 

な２００８年を、モー早く忘れたいという願い一杯の 

２００９年が始まりました。ジョークサロン年明けイベントの新年会は、２６名もの参加を得て、１月１１日に賑 

やかに開催されました。都合が悪くて参加できませんという連絡を多数の方々から頂きました。  

 来年は、もっと賑やかになるのでは、と期待しております。 

 新年会では、サロン同人によるお楽しみ演芸（印南さん：「歌の国籍当てクイズ」、一ノ瀬さん：「ガマ油売 

り」、奥村さん：「銭太鼓」、平井さん：「初笑い落語」）の他、ゲーム・チャリティーオークションを実施。 

 メインイベントの「２００８年の一笑開票」には、７２票が集まりました。厳正な開票の結果、一位の栄冠に 

は、平井さんの作品が輝きました。 

    

 

                               

 

 

 

 

 

 

                                          ２００８年のベスト３の顔です 

                              （左から：山口、平井、門口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年７月に、ジョークサロンは発足２０周年を迎えます。 昨年１月１６日の日経新聞文化欄を読んで

サロンに顔出しするようになった方々も含めて、祝いたいと思います。その７月２２日の例会は、会場

を代えて楽しく和やかな特別例会を企画しますので、読者の皆様も奮ってご参加下さい。 

 どうぞ、２００９年もよろしくお願い致します。 

 

 

新春恒例 お蔵入り 百人一首 

  マンガ好きで漢字に弱いと酷評 

された首相が自身について詠める 

忍ぶれど 話題出にけり わが知識  

物や知らずと 人の問うまで 

（本歌 しのぶれど 色にいでにけり わが恋は 

    物や思ふと 人のとふまで 平 兼盛） 

           東京都／佐藤忠恕    

           

       

 

開票結果は以下の通りです。 

 

有効投票総数  ７２票   

１月 門口泰宣：１７  ７月 平井幸雄 ：３８ 

２月 佐藤忠恕： ９  ８月 高木正明 ：１７ 

３月 渡辺達雄： ３  ９月 北沢正嗣 ：１０ 

４月 土屋妙子：１０ １０月 柴本和夫 ：２１ 

５月 門口泰宣：２６ １１月 島川謙二 ：１９ 

６月 米岡泰 ：１５ １２月 山口幸子 ：２３ 

 

決定！ 

「２００８年の一笑」 

   

  ７月   平井幸雄 

 

 

   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 
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２００９年の幕開けは、年末年始に多数きました皆様のご挨拶・作品等を、順不同で笑介とさ 

せて頂きます。尚、敬称は省略させて頂きます。 

 

西森和枝：年の瀬を控えて余すところ二週間となりました。年金には未だ届かず、さりとて今

更就職も・・・と、篤姫・五輪・遼クンにのめり込むフーテンの一年でした。 

     来年は、気持を解体し、貝・鯛を見つけます。（行きたい・見たい・食べたい・買いたい・ 

     やりがい・生きがい）    よいお年をお迎え下さい。   平成20年12月15日 

松山カオリ：今年一年間お世話になりありがとうございました。笑いを求めて入会させていた

だき、一年間皆さんのすばらしい作品に接して大変勉強になりました。12月27日 

小西祥二：冬の寒さが厳しくなってまいりました。田舎の笑学校の子どもたちは、冬休みになり、

寒さのなかを元気にかけ回っています。楽しい笑いが巣箱に届くのを待っています。 

       では、よいお笑月を！ 

沼宮内春雄：毎年、楽しいジョークを伝笑いただきありがとうございます。２００９年もよろしく 

伝笑鳩が元気よく青森まで飛んで来るよう祈っております。 

山崎正剛（古希すぎてメタボに悩むとしおとこ）：  

ＫＹ・・・空気読めない・・漢字読めない・・あの人の新年、漢字間違いコーナー 

   皆様、信念明けましておめでとうございます。 

   飛躍年に一度の喜々を乗り越えるために何ができるか、どんな特攻薬があるか、帝国ホテル 

   の安いバーで、他界ウィスキーを飲みながら、解雇された方達や糊塗しの性事のことを考え  

   ています。先ず、政府の無駄遣いを配しして、３年で刑期を回復させ、消費税の憎額を実行 

   致しますので、暗心して政府に負かせて下さい。 

片山敦夫：   秋の一笑「円高く株細る秋」   冬の一笑「円高く株冷える冬」 

     新年の一笑「漢字の読めない総理、それに輪をかけて空気を読まない議員達、  

           これじゃ国会どころか行政だって進まないわけだ！」 

        オマケ  凩より冷たい風、不景気風 

 

浜田頓坊（親一）     新年都々逸初め 

＊ 年の初めに 両手を合せ 拝みたくなる 相模富士 

＊ きっとまたまた 良いこと何か ありそな気がする 声がする 

＊ ゴルフ都々逸 二足のわらじ ときに履き替え 一句詠む 

＊ スコアこの頃 長生きなんだ 米寿卆寿 白寿だよ 

 

牟禮丈夫      新春折込川柳（前と後にウシ・シシシ～！） 

   ウウ腕っ節自信がなくて及び腰シシ      ウウ占いの予想裏切る玉の輿シシ 

ウウ裏口で延々つづく無駄話シシ       ウウ馬よりも私が好きと言って欲しシシ 

ウウ「うるさいな」過保護の母を敬遠しシシ  ウウ美しい国もいずれは流れ星シシ  

 

平田レイ子： 今年も寄る年波をかき分け乗り越えて進みます。よろしくお願い致します。 

広川友雄：  ３億当たらんなぁ。俺みたいなシングルから見れば、君の奥さん逆に読めば３億（奥

さん）だぜ。いいなぁ。 

青木孝： タイセツナコトハ タイセツニ ダメナコトハ ダメトイウ トシニナリタイ  

“どんでん返し”面白いですね。心の余裕がないと、なかなかアイデアが浮かばないの

ではと思ってしまいます。作者の方々は皆さんとてもゆったりとして作られているよ

うでうらやましいかぎりです。 



 - 3 - 

                 

 

  

 

 

 

 

          

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シェイクスビア島川       (^_-) 世界名前物語      

  ★人口1億2000万人の日本に苗字は30万。人口13億の中国では苗字は3000とか。 

しかも５苗字でシェア30％。世界で一番多い苗字は李で１億人。 

日本で多い苗字は佐藤、鈴木、高橋 アメリカではスミス、ジョンソン、ブラウン。 

★ジョンはヨハン（独）、ジャン（仏）ファン（スペイン）、ジョヴァンニ（伊）であり 

ピーターはペーター（独）ピエール（仏）ペトロ（スペイン）ピエトロ（伊）ピョートル（露）。 

世界にシェイクスビア島川は一人やでぇ  (o^―^o) 

           

今年こそ実現させたいものは  

 

LサイズからMサイズへ      （荒川区：藤野 哲康） 

日記の継続            （さいたま市：高木 正明）  

ノーベル賞を辞退する       （横浜市：阿部 浩） 

巨人の日本一           （目黒区：加藤 熊次郎） 

停年近い息子の結婚        （船橋市：山田 三郎） 

小遣いUP            （岩手県：片山 敦夫） 

身辺整理             （千葉市：岡部 千代松） 

英国在住の娘の帰国        （横浜市：鈴木びん子） 

笑いによるガンの治癒率UP    （京都市：牟禮 丈夫） 

自慢の娘の結婚          （大田区：高 栄子） 

一日一句の駄ジャレ創作      （鎌倉市：若狭 芳生） 

退職金で月の砂漠に兎小屋     （板橋区：植竹 団扇） 

三ヶ月連続の秀逸獲得       （佐倉市：笠原 宏之） 

伝笑鳩に作品を載せる       （中央区：松山 カオリ） 

夫婦でキューバ旅行        （松戸市：堀 秋人） 

  日本人の横綱      渋谷区：樋口 七郎  

【評】死ぬほどひっぱだかなくたって、きっとなれる-----とおもうよ。 

 

秀逸 

入選 

去年たてた目標          （文京区：稲葉 浅治） 

１５才さばがよめるプチ整形    （世田谷区：水野 宏子） 

麻生総理の漢字検定        （伊勢原市：武井 美雄） 

亭主関白             （稲城市：藤井  敬三） 

初恋の君との再会         （高知市：高橋 満子） 

 

 

佳作 

次回の題 「伸びたり縮んだりするものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：2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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新人さん、いらっしゃいませ！！！ 

１１月から参加の加藤さん、１２月から参加の海郷さん。強力な新人の参加です。 

今年も楽しみが増えそうなジョークサロンです。 

 

加藤熊次郎    ナンセンス 嗚呼、私のカラオケ ベスト１０   

１． ♪あ～あ～あ～あ～ 高校三年生（舟木一夫） 

２． ♪あ～あ～ 東京の灯よいつまでも（新川二朗） 

３． ♪あ～あ～ 川の流れのように（美空ひばり） 

４． ♪ああああ～ 長崎は今日も雨だった （内山田洋とクール・ファイブ） 

５． ♪あ～あ～ 柳ヶ瀬の夜に泣いている（美川憲一、柳ヶ瀬ブルース） 

６． ♪あ～あ～ 今でも愛しているよ（五木ひろし、そして・・・めぐり逢い） 

７． ♪ああ～ 一人残して来たけれど（鶴岡雅義と東京ロマンチカ、小樽の女よ） 

８． ♪あ～あ～ それでもなお命懸けて（松尾和子、誰よりも君を愛す） 

９． ♪あ～あ～ 他人の妻（大川栄策、さざんかの宿） 

１０． ♪あ～あ～あ～あ～ 長崎の長崎の女（春日八郎） 

<次点> ♪あ～あ～ 津軽海峡･冬景色（石川さゆり） 

 

<番外>有楽町で逢いましょう、危険な二人、古城、大阪しぐれ、昴、奥飛騨慕情、熱き心に 

 

対文作家 海郷達人  「裏は」と語れば・・・「ばれたか」と笑う。 

対文とは、世間で言う「たいこめ」と同じもの。この命名者は、私です。 

 この知る人ぞ知る文芸のポイントは、逆さに読んで呼応する文を作ること。「お宿は」「はとやを」

はいいが、「ホテルは」「春でボー」はいけません。 

 「たいこめ」のネーミング自体は少し品性に欠ける点があるため、私は自分の作風に合わせて、

これを「対文」と名づけました。「たいこめ＝対文」はマイナーな文芸ですが、はまり込むと抜けら

れなく人もあります。 

 この夏の私の作品を紹介します。 

    潮鳴りや のどごし 夏こそ ビイルだけ 

         ⇒  けだるい日 粗忽な仕事の やり直し  

 

山口幸子    あるコーヒーショップで 

   仕事帰り、コーヒーを飲みたくなった、住まいの近くのコーヒーショップへ。 

店員「いらっしゃいませ～、今晩はぁ～」 

私 「テイクアウトでブレンドをひとつお願いします」 

店員「こちらでお召し上がりでしょうか？」 

私のひとりごと・・・マニュアルが徹底している！ 

渡辺達雄   定額給付金について 

☆「朝に道を聞けば、夕べに死すとも可なり」（論語） ⇒ 

「朝に定額給付金を受ければ、夕べに大巾アップの消費税をふんだくられるも可なり」 

☆「廃止」か「統合」か・・・土台は決してなくならなくて、回っているだけ 

    「ハイシドウドウ ハイドウドウ」 

 

本年も 楽しい年に ウッシッシ   ジョークサロンで 大いに笑おう  曽田英夫 
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曽田英夫                      狂歌ＮＥＷ門   

とびきり寒い こんな夜には 

    ・野菜だけ 鍋に掘り込み 水炊きで とびきり寒い こんな夜には 

    ・ビールやめ 安酒二合 熱燗で とびきり寒い こんな夜には  

  不況不況で 今年暮れゆく （２００８年） 

    ・豊田まで 赤字転落 貧田とし 不況不況で 今年暮れ行く 

・来年の 今頃会社 あるだろか 不況不況で 今年暮れ行く 

・大晦日 年越し蕎麦は カップめん 不況不況で 今年暮れ行く 

・小遣いも 底をついてる クジ買えず 不況不況で 今年暮れ行く 

     

樋口七郎      オヤジギャグだよ、ダジャレだよ 

 

     ブッシュ大統領、靴を投げられる屈辱を受けた。 

     イケメンがツケメンを食べる。 

     スナックは知っているが、スマップは知らない。 

     飛行機が欠航しても、けっこう。 

                            

 土屋妙子           男の天国と地獄 

 

 

 

 

 

 印南博之     大娯解  「金融フアンくらぶ」 

   

＊ 麻生負債を招待しましたがお見えになりませんでした 

＊ 当店のカウンターには金さんと李さんを配置しました  （金利） 

＊ 外国のたまは為替なかった              （外角） 

＊ 投資の初めの凍死とて    成仏してください 

＊ ＡＴＭ・・・あったら貯めようみんなして 

                ありゃとうとうマネーゼロ 

                明るい東京も見納めだ 

 

 一ノ瀬善秋（洒落久寿悲夜）  烏賊す鰈と鯉し鯛（いかすかれいとこいしたい） 

     オールディーズ 

「鯉（コイ）の片道切符」「グッド鯛（タイ）ミング」「鰈（カレイ）ンダーガール」 

  美空ひばりが十八番 

「魬（ハマチ・浜）の子」「悲しい鮭（サケ）」「お祭り翻車魚（マンボ）」 

     裁判員候補の通知届きました 

   「烏賊（いか）に鯖（さば）く蟹（かに）だ」 

 

山田三郎   国民年金受給生活ではあっても、株式で小遣いくらいは「チュー」出して 

       いたのですが、「モー」いけません。 

がまんして言わぬが花の夫婦仲 

子等の声にぎはふ朝の至福かな 

娘には好かれていたしいい父と 

なにげなく置きし手に置く細きゆび 

けんかして別れたはずがまたもどり 

だめな人と言いつつ亭主のじまんする 
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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》  

    ポスト麻生は 感じがよくて 漢字しっかり 読める人 

    二兆ばら撒く 噂の給付 後で企む 消費税 

    靴をブッシュに 麻生にサジを 投げる庶民の 胸のうち 

    売れるトルコの ベイダンシューズ バイバイ・ブッシュと 名付けられ 

    ビッグスリーに ハザードランプ ハンドル捌きも ままならず 

    迫るリストラ 非正社員に 正社員にも 肩叩き 

    雇用対策 無策や愚策 放り出されて ホームレス 

    渡米手続き うるさくなって まるで容疑者 取り調べ 

    欲が高ぶり 徹夜で並び ジャンボ引かずに 風邪を引く 

    社会不安や 食品不信 変な日本は 締め括り 

 

  藤井敬三         ユーモア川柳「ああ、唇」 

                            

 

 

 

 

 

門口泰宣         

 

 

 

 

 

 

柴本和夫    言葉の研究   

    「矢切の渡し」 ⇒ ○○の私～～ そう反省する私なんです 

   今年の年賀状を書きながら 

     去年はあの人に出していなかったと反省  ⇒   不義理の私です 

   野菜を切りながら 

     いつも切り方がワン・パターンなんです  ⇒   輪切りの私です 

   お寿司の好みなんです 

     《くるくる》するのはダメなんです    ⇒   握りの私です 

   けちな私なんです 

     この世相につい値切ってしまうんです   ⇒   値切りの私です 

唇を震わせてから出るジョーク 

唇を噛んでガマンの宮仕え 

飲み仲間読唇術で誘い合い 

唇にマイク近づけムード曲 

唇を紫にして寒稽古 

 

 

 

 

 

１）♪麻生だけはと信じたが 年が越せそうにないのよ 

    ぶれるこころが せつなくて 下がる支持率 しのび泣き♪（女心の唄） 

２）いないはず の人が決める 消費税 

３）終り名古屋のトヨタ天国 

４）♪オーソニーオーソニー見よ 社員のリストラよ♪（オーソレミオ） 

５）経団連会長企業もやるならミタライたい   一般企業 

６）♪お手てつないで 記者会見に行けば みんなきびしい 

      質問になって ブッシュが答えれば 靴が飛ぶ 

            ブッシュめがけて 靴が飛ぶ♪（靴がなる） 

７）空いている首相官邸を解放してください  派遣社員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラッシュ時のリップマークが疑われ 

唇が自己主張する厚化粧 

口笛を吹けば心が軽くなる 

唇の色に負けない嘘をつき 

唇を舐めさせているペット好き 
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野本浩一   お洒落日記： ２００８年千代田区立スポーツセンターの予約を 

行った毎月５日に、読みし狂歌を振り返る・・・・・ 
１月５日（土）  神田から新橋経由秋葉原 楽しくなるは仕事抜き故 

６月５日（木）  赤坂で松野氏支持者と飲む夕 九州弁が飛び交い楽し 

７月５日（土）  丸善を覗いて本を探す身に ふと目に入る数独なりしか 

（土曜日に予約した後は、歩いて東京駅まで戻る。そして丸善を覗く） 

９月５日（金）  嘆息を吐きつつデートする我に やさしく接す妻ぞ嬉しき 

１２月５日（金）  何となくあうんの呼吸で交渉を 続けて知るや互いの苦しみ 

 （お客も小生も、お互いにサラリーマン。苦しい時代の価格交渉は、本当にしんどいもの･･･） 

  ＊２００８年の初めはともかくも、後半は何か苦しそうな雰囲気だった・・・喝！ 

   

米岡泰   ＜南亭琴内 どんでん返し＞  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）  

お蔵（入り）百人一首（小倉百人一首もじりで今年の世相を詠う） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
大鳥羽幸太郎      時は流れるがトキの様にはばたこう 
   神田でお仲間に入れて頂いて以来、伝笑鳩にはげまされ、この年迄長生き出来ました。 
   佐渡ではなたれた“トキ”の様に新天地ではばたく伝笑鳩を期待致しております。 
 
 

☆震えの原因☆ 

患者「先生！助けて下さい。手の震

えが止まらないんです」 

医者「そんなに沢山お酒を飲まれる

のですか？」 

患者「いいえ！震えて殆どコボしち

ゃうので、それほど飲めません」 

医者「！？×」 

日にちは経っても疑念は一向に晴れない中国餃子事件に消費者が詠める 

①  毒餃子 たえて久しく なりぬれど 疑念流れて なお聞こえけれ 

（本歌 滝の音は たえて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ 大納言公任） 

残業した霞ヶ関の官僚が使えなくなった居酒屋タクシーを懐かしみ詠める 

②  夜もすがら 戻る頃には 明け方で 居酒屋タクシー つい懐かしむ 

（本歌 夜もすがら 物思ふころは 明けやらで 閨のひまさえ つれなかりけれ 俊恵法師） 

汚染米が農水省から売られ、食用米に化けていた事件に憤慨して詠める 

③ 隠すほど 影響深き 汚染米 さもしらじらと 事故米と言い 

（本歌 かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしもしらじら もゆる思ひを 藤原実方朝臣） 

詐欺罪で逮捕された小室被告にファンが再起を期待して詠める 

④ 小室さん 罪を悔やんだ 心あらば 今一度の ヒット待たなん 

（本歌 小倉山 峰のもみじば 心あらば いまひとたびの みゆき待たなむ 定信公） 

☆人生にトキメキを☆ 

ひとりぼっちで寂しいガマ蛙が知り合いの

霊能ガマに 

「この頃は退屈でたまらんのだが、どうにか

ならんだろうか？」と訊ねたところ 

「近々あなたの全てを知りたいという妙齢

の美女に巡り合うでしょう」とのご託宣。 

「ヒャー！どこかのパーティーで？」「いや

あ、女子大ですよ」「そいつは嬉しいね」「生

物学の解剖教室ですがね」「！？×」 
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 若狭芳生   駄じゃれ足し算･五七五 「七五三 足して１５の 宮参り」 
 

 

 

 

 

 

 

 兄さん（２３）一休さん（１９３）三四郎（３４６） 

八百屋さん（８０８３） 散髪屋（３８８）一発屋（１８８）  数字を足すといいですね。 

                    

平井幸雄  A  HAPPY 乳 YEAR 

 

 
 

 

 

 

奥村篤史   今年もよろしくお願い モウ牛 あげます  

丑づくし ギュウギュウ    

   我らには丑年ピッタリゆっくり牛歩  こつこつと地道従順意志強固 

   ゆっくりと牛歩で進もう百迄も    食べ物も物事も反芻噛み締めて 

   牛飲も馬食も謹んでお正月      ローハイド知ってる人は老輩と 

   我が人生遊び鶏口あと牛後      牛年はステーキな年になる予感 

 

松山カオリ     カオリのジョークエッセー ＜年賀状＞ 

私の年代は今年高齢者の節目の年に当たり、公的名称で後期高齢者になりました。年賀状に

は後期という文字に、かなり不満の文字が見受けられました。そこでそれぞれの顔を思い出

しながら言葉遊びをしてみました。 

 ＊ご主人に先立たれた後、周りに大切に扱われて何もすることがない人は「高貴高齢者」 

 ＊友人や同学年の噂話の好きな人は「好奇高齢者」 

 ＊お金の運用に興味を持つ人は「好機高齢者」 

 ＊茶道、香道の先生は「香気高齢者」 

 ＊何かとウルサ型の人には「網紀高齢者」    

 と名づけてみました。 

さて、私は何でしょう。昨年一月、男女機会均等年齢制限なしのジョークサロンに 

入会できたので、「後喜高齢者」とでも申しましょうか。 

  兄さんは 足して５歳の 幼稚園 

一休さん 足して１３ 智恵めぐり 

  三四郎 足して１３ 未だ修行 

  

 

 

 

 

1.  七草や 足して

３４の三十路なり 

2.  八百屋さん足し

て１９で嫁に出し 

3.  散髪屋   足

して１９の 嫁貰う 

4. 一発屋 足して１

７ 若気の至り 
 

 八百屋さん足して１９で嫁に出し 

 散髪屋   足して１９の 嫁貰う 

一発屋 足して１７ 若気の至り 

 

 



 - 9 - 

 ジョークサロン２０周年の２００９年新年会  １月１１日  九段会館 錦鶏の間 

 

青木孝・飯野京子・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・海郷達人・加藤義雄・ 

神山徹・佐藤忠恕・信太わか・柴本和夫・島川謙二・曽田英夫・高木正明・ 

高橋友季子・土屋妙子・野本浩一・樋口七郎・平井幸雄・平田レイ子・ 

松山カオリ・門口泰宣・山口幸子・若狭芳生・渡辺達雄・渡辺みどり 

 

高木正明   都々逸スペシャル「ジョークサロン２０周年の新年会」   

  ハッピーギューイヤー ジョークをギューと 詰めてお祝い モー牛あげ 

  飲むも食べるも 笑うも楽し ここは九段の ジョークの間 

  ゲーム・チャリティ・演芸･落語 笑い渦巻く 新年会 

  老いも若きも 日頃の憂さや 歳も忘れて 笑い合い 

  ここにチェンジの オバマが来れば イエス・ウィ・キャン エンジョーイ 

  ここにマンガの 麻生が来れば こんなサロンは 未曾有（ミゾウユウ） 

  森羅万象 世間のネタを ジョークにチェンジで 笑う会 

  ちくり・くすぐり 個性があって 風を気にせず マイペース 

  ジョークサロンも 新成人に 夢はサロンを 駆け巡る 

  ２０年目の 節目の記念 何かイベント マニフェスト 

  日経記事から 仲間も増えて 知恵を絞って 新企画 

  伝笑鳩なら 毎月飛ぶが たまにゃ飛ばそう 総合版 

  出前サロンが 出来たらいいな 西に東に 飛んでいく 

 

                                    曽田快鳥 

 

                                  洒落やユーモア 

                                   皮肉もあって 

                                   ジョークは暮らしの 

                                   エネルギー 

 

 

                                  今年ゃ丑年 

                                   牛歩もいいが 

                                   いざ鎌倉なら 

                                   走り出す 

 

                                  ★丑年も 

                                    ジョーク楽しく  

                                     ウッシッシー 

 

 

 

渡辺みどり 初めて参加したジョークサロンの新年会、楽しい時間を過ごさせていただき 

      ました。２０周年が盛り上がるよう作品、Web編集に、努めてまいります。 

      本年もどうぞよろしくお願いいたします。（み） 

 

  

javascript:wopen(7,0)
javascript:wopen(64,0)
javascript:wopen(64,0)
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★１２月例会参加者  １２月２４日  集合順  ２１名 

平井幸雄・飯野京子・野本浩一・藤井敬三 ・佐藤忠恕・ 樋口七郎 ・高木正明・ 

印南博之・海郷達人・山口幸子・米岡泰・柴本和夫・松山カオリ・加藤義雄・ 

曽田英夫・渡辺達雄・奥村篤史・門口泰宣・一ノ瀬善秋・渡辺みどり・土屋妙子 

＊クリスマス・イブに例会を実施するとは・・・というご意見もありましたが、第４水曜の原則 

 に則りまして、実施した次第です。２００９年の例会も原則第４水曜ですが、変則にせざるを 

 得ない場合もあります。その時には、出来る限り事前にご案内しますので、ご理解下さい。 

＊海郷達人さんも、昨年１月の日経新聞を読み、今回、満を持しての参加になりました。 

 対文という、これまであまり扱った人がいない作品です。お楽しみ下さい。 

 

★さて、今年はジョークサロンが２０周年を迎える年です。７月２２日（水）の例会では、発足時 

 から現在に至る間に、お世話になりました方々にも参加して頂き、賑やかな祝いの宴を設けたい 

 と思います。会場は、神田地区近辺になる予定です。よろしくお願い致します。 

★新年会欠席の方々のひとことから： 

 志賀康一（チャリティ景品の準備を心掛け、来年は出席したいと思います） 

 村松一雄（いやなことはモウ沢山。ステーキな年にしたいですね） 

 武井美雄（楽しいみなさまのお話、私もお会いしたいです） 

 川島奈緒美（楽しみに予定を空けておりましたが・・・残念至極） 
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青森県：沼宮内春雄 岩手県：片山敦夫 宮城県：宗田淳  

 千葉県：山田三郎、岡部千代松、石井志津夫    

東京都：寺崎美智子、鳥居晴美、植竹団扇、青木孝、井手裕子、神山徹、野本英里、 

木村和男、高栄子、土屋秀雄、水野宏子 

 埼玉県：石原義三、三宅早苗、岡見宏道、羽柴隆三    

神奈川県：西森和枝、中町栄住、浜田親一、山口栄子、鈴木敏子、加畑高治、武井美雄、 

濱中順一郎   新潟県：佐藤憲雄  福井県：山崎正剛  
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次回例会 ２月２５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 ８Ｆ和室（部屋が変わりますよ） 

住所：千代田区内神田2-1-8     ℡03-3256-8447 

 


