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エコブーム
～環境に優しい女の子がいっぱいです。
八重子さん・多恵子さん・智恵子・冴子さん・
美恵子さんそして萌子さん
江東区／柴本和夫
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
２０周年。そうです、ジョークサロンは２０周年を迎えます。
１９８９年の 7 月から始まった例会、そして伝笑鳩の往来は２０年、途絶えることなく続いています。
７月２２日（水）の例会は、会場を代えて飲んで食べて喋って笑って語ってスタイルで、ジョークサロンの
原点に帰って賑やかに行います。いろいろとお世話になりましたマスコミ関係の方々にも、参加して貰う
予定です。作品発表もありますが、コピーの配布というスタイルで手短に行います。とても元気な土屋さん
のフラダンスもあります。ちょっとした隠し芸も出るかも知れません。
会場
レストラン ラ・リヴィエール （詳細地図は１０ページに掲載）
住所：千代田区神田多町 2-2 第 3 ハヤカワビルＢ１
電話：03-3258-1800
常連組と読者組のスマイル交換を行いたいと思いますので、是非お越し下さい。参加予定の皆様は、
ご存知の同人或いは変集鳥まで、ご連絡下さい。遠い方は、２０周年を祝うメッセージを送って下さい。
連絡先 変集鳥 手紙･葉書 〒145-0085 大田区久が原 6-20-11
℡＆fax 03-3753-7725 メール：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp です。
岐阜市／古川昭子さん■いつも伝笑鳩をありがとうございます。横浜市の伊藤良雄さんに、とりあ
えず一年伝染させて下さい。その分切手同封します。鳥（とり）急ぎごめん下さい。
佐倉市／笠原宏之さん■毎号笑いを伝える鳩は、年とともに感動することが少なくなって来ている
私にとっては感動を呼び起こすカンフル注射になっています。
町田市／青木孝さん■目移りするような作品群でした。
“阿呆リズム”
“ああ尻”が印象的でした。
品川区／瀧口康行さん■
冠省
友人の石井志津夫氏より時折戴いております『伝笑鳩』は
楽しく拝読しております。日本人の伝統的な笑の世界を根底とした洒落の宝庫、ユーモアのサンド
イッチ、お笑いの大入袋といったにくい程巧みに盛り込まれた冊子は他に類を見ないでありましょ
う。益々の発展を祈念致します。
不一
松戸市／田中清咊さん■“伝笑鳩”を自宅送付頂き、誠に有難うございます。ご挨拶がわりに、初
めて投稿させて頂きます。
映画“６０才のラブレター”を観て我が半生を省り見る。
１０代：学校で神童とアオガレター
２０代：恋する度にフラレター
３０代：こっそり浮気をシラバクレター
４０代：仕事に生活にクタビレター
５０代：この世をはかなみウラブレター
６０代：年金でかろうじてウカバレター
６５才：
“伝笑鳩”に出会ってスクワレター

「梅雨が来て 鬱陶しい空 眺めても ジョークサロンで 大いに笑おう」 【曽田英夫】
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「並べて楽しみたいものは

秀逸

世界中の美女

（稲城市：藤井 敬三）

【評】その後で、奥さんに一言「やっぱりお前が一番！」

入選

佳作

自分がデザインした指輪
家庭菜園で採れた野菜
ヘボ碁
全国の銘酒
伝笑鳩の作品
巨人が勝った翌朝の新聞

（大田区：高 栄子）
（中央区：松山 カオリ）
（佐倉市：笠原 宏之）
（岩手県：片山 敦夫）
（伊勢原市：武井 美雄）
（横浜市：阿部 浩）

大学の合格通知
嘘八百
思い出の写真
ものは付けの答え
党首討論でのユーモア度
残高のある通帳
あんこ餅とからみ餅
縫いぐるみ
トランプの７ならべ
名水百選
年々歳々買い換えてきた夫婦茶碗
旅行プラン
見合写真
バブル時代の給与明細
この人と頷ける大臣の顔

（渋谷区：樋口 七郎）
（船橋市：山田 三郎）
（高知市：高橋 満子）
（さいたま市：高木 正明）
（京都市：牟禮 丈夫）
（世田谷区：水野 宏子）
（文京区：稲葉 浅治）
（横浜市：鈴木 びん子）
（千葉市：岡部 千代松）
（板橋区：植竹 団扇）
（大田区：野本 浩一）
（さいたま市：北沢 正嗣）
（荒川区：藤野 哲康）
（松戸市：田中 清咊）
（鎌倉市：浜田 頓坊）

次回（第１０２回）の題 「負けてうれしいものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切 ：7 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈

「つらいなぁと思うものは

は４票獲得した

「減りゆく 気力･体力･知力」
（大田区：野本 浩一） に決定
松山、片山（３票）
、笠原、武井、阿部（２票）他は１票ずつでした。
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山口幸子
あぁ～勘違い！
銀行業務で使う用語として代金取立手形というのがあります。
銀行内では通常略して代手と言ってます。
義兄が新入行員の頃の話
女子行員 「代手下さ～い」
義兄
「えェッ？」
女子行員 「お願いしま～す」
義兄
「本当にいいの？」
女子行員 「はい！」
義兄の上司「君ぃ～何赤くなっているんだい？」
義兄は「抱いて下さい」と勘違いしてしまったのです。
土屋妙子

大暮景亭惚樽

男の天国と地獄

別れようと言ひ出せぬままのくされ縁
そっけない後ろ姿に惚れなほし
今さらに尻にひかれて悔いもせず

松山カオリ

老いも楽し美女も気楽によってくる
切り出せず殺し文句も見つからず

カオリのジョークエッセー

＜梅雨空も楽し＞

マスコミの広告に「雨の日だって楽しい」とか「雨の日はおしゃれ日和」などという、キャ
ッチフレーズが目に入る季節になりました。
いずれも雨傘やレインブーツ、レインコートなどの写真が添えられてあります。短い丈のコ
ートはウエストをキュッとベルトで締めて、華やかなアンブレラを手にレインブーツで颯爽と
歩く若い方を眺めると、もう一度昔に戻りたいなあ～という気持ちにさせられます。思い出し
てみますと、10 年ほど前銀座の靴店に飾ってあったレインブーツが気に入り衝動買いしたも
のが、箱の中で眠っておりました。当時としては珍しいデザインでしたが、今では流行遅れか
もしれません。でも、勿体ないし梅雨時には必要になるのだから今年は履くことに決めました。
どうせ人間の方も流行遅れを通り越した年代ですもの、丁度バランスがとれるかもしれない
と自分を納得させました。
今年の梅雨が待ちどうしいです。
渡辺みどり

みどりのおきらく（迷言）日記

朝食時の娘とパパの会話

（娘アラフォー世代突入・パパは団塊最後、還暦になったばかり、仕事は現役）

娘 ：
「テレビいつ買う？もうすぐだもんねえ（実家で）
」
パパ：
「ジデジ（じでじ）
娘 ：
「・・・！？（ちでじ）

だろ？」
だよ」

パパ：
「大体、読みにく過ぎるよな、surface とかって言えばいいのにさ」
娘 ：
「・・・それのがわかりにくいような・・・でもたしかに・・・」
※パパは外資な仕事をしているためか、はたまた老化現象（たぶんこっち）か、短縮語、カタカナ語を
嫌って読まない。正確に言うと読もうとはしない。
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海郷達人

対文（逆さに読むことばあそび）

「お酒」

１．銀座の酒豪
酒だ酒、銀座の酒場行く俺ぞ。
［さけたさけきんさのさかはいくお（を）れそ］
それを悔い、馬鹿さの慚愧、今朝だけさ。

３．花見酒
ういー、飲みたい花見酒。
［ういのみたいはなみさけ］
今朝みな吐いた身の言う。
門口泰宣

２．はしご酒飲んだ後
関東は、胃酸か。
［かんとうはいさんか］
関西は、うどんか。

４．癒しのバー
触る背な。
「飲みたいのね。無理ないわよ。
」
［さわるせなのみたいのねむりないわよ］
弱いなり。胸の傷みのなせる業。

阿呆リズム＆パロディ

１）毎度小沢がせしております。
民主党 鳩山一郎 世襲する
２）♪麻生さまでも 草津の湯でも ドッコイショ
不倫の病はコーリャ 治りゃせぬよ チョイナチョイナ♪（草津節）
３）見当二段と偽ったが、アクアラインは嘘８００円じゃないよ
森田知事
４）
「太った歌手の多いオペラだな」
「メタボリタン歌劇団です」
５）裁判員制度とかけてラクダと解く その心はサバクで力の見せどころ
６）大相撲優勝力士とかけて 北朝鮮の核実験と解く その心は 日本の手に負えない
７）ぼやきで煙にマークン
野村監督
８）水着を見て 記録を見ず
世界水泳連盟
９）おしエゴに刺された中央大教授
１０）急いてはことをし豚汁（ＮＨＫ新話の泉投稿）
１１）矢切りから三途の川の渡しに乗り換えた
石本美由紀（作詞家：５月２７日逝去）

高木正明

《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》

やたら吹聴 百年一度 狼おやじ 麻生節
愛の鳩山 頑固の岡田 消えぬ小沢の 背後霊
政務サボって あきれたゴルフ 不倫旅行も 議員パス
麻生政権 浮揚に打撃 足を引っ張る 鴻池
ヒット無いから 敵失待って 支持率上げたい 無駄遣い
ＥＴＣなら 千円道路 無けりゃ取られる 高速料
増える自殺者 若者層に 病気ストレス 経済苦
ちょいと一杯 気が付きゃ全裸 これでＣＭ 止めました
くしゃみ鼻水 咳でもしたら 新型インフル 感染者
風邪で休むと 連絡したら 聞いた相手は 大騒ぎ
ウガイ手洗い マスクで予防 これが今どき エチケット
二千回目の 舞台に栄誉 放浪続けた 森光子
葬儀場でも ロックンロール 異色・忌野清志郎（合掌）
時の流れに 靡いた曲も 癌に絶たれた 三木たかし（合掌）
低く鋭く 白鵬突いて 下手投げした 日馬富士（初優勝）
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上の空組 印南博之

大娯解

<文壇洒落仕立て名缶>

１．樋口一応

アルバイトで小説書いているんですけど、質屋さんとの縁が切れなくて
樋口一葉
２．島崎父さん このほど長野県より岐阜県へ転籍仕り候
島崎藤村
３．松本整腸
口は辛らつだが腹ぐろではないぞ
松本清張
４．川上騒薫
小説や映画が世間で騒がれるのはエエことじゃ
川上宗薫
５．開高 犬
犬ころじゃないぞ 魚だサカナ！
開高 健
６．井上屋寿司
ゴルフの後は寿司屋で一杯だな
井上 靖
７．遠藤秀作
作品がすべて秀作とはいかないんだなこれが
遠藤周作
８．有吉サワー小 小じゃないわよ大、大よ
有吉佐和子
９．移住院 静
先祖は韓国から渡海して来ました
伊集院 静
１０．貯まる家才一
そんなに貯まるもんじゃないよ
丸谷才一

奥村篤史

アッシー君の“江戸川柳の魅力講座”洒落なし洒落日記

平成 21 年 3 月の 13 日の金曜日にトレーニングセンター200 回目達成しました。1 年半前の平成 19
年の秋の JS 例会で、会社勤めを終え「☆空き時間埋めて健康あきのスポーツ」と近くの都立小金井
公園体育館に通いだしたことを報告しました。60 歳以上は半額で 1 時間 10 分で 100 円と格安。ト
レーニングセンターで 1 時間汗をかき、プールで 1 時間汗流しが基本計画。
「☆200 円握って通う
我が日課」
「☆200 円握りトレセン 200 回」
。実はトレーニングセンター登録は約 6 年前。当時は小
平体育館が中心で、小金井は時々でしたので最初の 100 回に 4 年半掛かりましたが、会社引退後の
後半 100 回は 1 年 5 ヶ月 10 日で達成しました。月 5.7 回也。
「☆トレセンで取れせん贅肉・皮下脂肪」と思っていましたが、1時間トレーニングをすると夏場で
最大0.3kg減、水泳は0.7kg減。合計１Kg減。その結果、平成16年10月の最高62.7ｋｇが，平成20年8
月には最低の57.9ｋｇと4.8kg減少を達成し喜んでます。でもこれにもややハードな「☆ああきつい
やせる思いでトレニング」の目標を設定しました。
「☆贅肉を取れ取れ取れとトレーニング」
、
「☆身
は痩せて心豊かなトレーニング」が目標。
まずは腕立て伏せ100回。だが結果はみじめ「☆腕立ては伏せ伏せ伏せで腕立たず」が多し。
続いて腹筋運動100回。でも結果は「☆腹筋で痛めた腹が復帰んせず」とこれまたみじめ。
続いてクロール１Km以上の挑戦、4.3kmが自己記録。でも「☆遠泳で肩甲骨が不健康」
。
又、バタ・背・平・自由の 400m 混メ 2 本以上、でも「☆バタでまずバタバタ息切れ混メ哉」
。目
標挑戦継続中なのですが、最近ランチを自分で作り、作りすぎ食べ過ぎという強敵が現れ、200 回
目達成時は 59.5ｋｇに、更に現在 60Kg 台に復帰中。
「☆腹きつい痩せる？重いで？トレニング」
です。 では最後の締めを：
「☆トレセンで身体 ジョークで脳鍛え」

稲葉浅治
川柳「メタボ」
小肥りが いいと自分に 言い聞かせ
小肥りが いつの間にやら 大肥り
うまいもの 食べてないのに メタボ腹
貯まるなら 脂肪でなくて 金がいい
メタボ腹 解消できる 塀の中
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加藤熊次郎

<言い訳>

言い訳 川柳

１． 子が育ち 抱いてる母の 腕太る
２． その笑顔 父母(ちちはは)共に 顔崩し
３． 真ん中で ジャンプできるの 後何年
４． 母過保護 筋骨息子は 泣き虫に
５． お土産の 包みを見たなら 離れない
６． 靴磨き 父の喜ぶ 顔見たさ
７． 缶ビール 女房キッチンで 試飲済み
８． アイスなら 食前食後 いくつでも
９． 母と子の 喧嘩は馴れ合い 放って置き
１０．夕食後 後ろへ回って 肩車

＜一人前の太さとなる＞
＜息子の笑顔は最高＞
＜直ぐに背丈が越えそう＞
＜身体に似合わずで＞
＜本当に嬉しそう＞
＜ゴマすりもあり＞
＜晩酌は仲良く＞
＜食欲なくてもこれだけは＞
＜理性で言ってもダメ＞
＜父より高い所が好き＞

樋口七郎
なんとかしなシャレ、おとうさん・・・
１． 福岡中洲で、女を泣かす
２． ミレーの絵を、ミレー。
３． 元総理大臣、大平正芳さんのケータイは、－アーウー。
４． ケータイ電話の店をさがしたが、ドコモなかった。
５． 歯科医師試験に落ちて、再度挑戦して合格した・－ これを歯医者復活という。
６． エド・はるみと、じゃんけんをして、パーを出せば絶対に勝てる。－相手はグー。
７． リンスがないで、あリンス。
野本浩一
お洒落日記：
【地獄からの帰還】
５月の連休に単身で故郷・長崎に帰省し、お袋を伴って雲仙温泉に一泊した。
「これまで、小さい時から随分と世話してきたのに、年老いた私に何もしてくれないなんて、私
は育て方を間違えてしまったわ」と、毎度毎度ぼやきを聞かされ続けたので、今回は、愛する妻を
東京に残してサービスに努めた。
雲仙は、
先の大噴火も含めてよく知られた温泉だが、
この所の不況風で客足は遠のいているのか、
直前にも係らず、すんなりと予約が取れた。
雲仙温泉では地表に漂う噴気は、いたる所から湧き上がりもうもうとしており、遊歩道からは、
いろんな地獄の看板を見る。そうか、ここは地獄なのか、と改めて確信する。
究めつけは「立入禁止 地獄内は危険です！ 環境省」と。そうなのだ、地獄の中は危険なのだ！
僕は、お袋をせかしてホテルに戻った。
「母さん、ここは地獄です。早く、戻って、極楽か天国への道を探しましょう」と。
「そんなに早くは歩けないわよ。ゆっくりね」とすがりつく母の手をにぎり、命からがら地獄か
ら何とか抜け出して、ホテルの温泉で極楽気分を味わい、お袋が２回結婚したので既に天国にいる
二人の父との思い出を母からたっぷりと聞いたのだった。

←無事地獄から帰還した母と息子
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曽田英夫
狂歌ｎｅｗ門
★酔っているけど 正気をよそう
ストレスを 酒でまぎらし 家帰る 酔っているけど 正気をよそう
酒すすみ 上司説教 はじめたら 酔っているけど 正気をよそう
若い娘に 送ってやると 声を掛け 酔っているけど 正気をよそう
吊り革に ぶら下がりつつ フラフラと 酔っているけど 正気をよそう
☆もっと頑張る 百歳めざし
狂歌好き なかなかうまく ならないが もっと頑張る 百歳めざし
健康で 異性に興味 持ち続け もっと頑張る 百歳めざし
若い娘を 酒に誘って 盛り上がる もっと頑張る 百歳めざし
仕事有り キャリア物言う 職場では もっと頑張る 百歳めざし
★世間はいったい どうなってまんねん
小沢やめ はっとヤマ山来る 選挙戦 麻生自民に 圧勝なるか
大怖い マスクにうがい 手洗いを やれといわれて いつエンド来る
人がいる ところダメなら いち早く 会社を休みに したらどうかと

柴本和夫

言葉の研究

シャチハタの印鑑が見つからず。
やっと見つけました～私のシャチハタ。
ここに～シャチ～あり

元気の秘訣
秘訣は、仕事の継続です。
仕事（ジョブ）で長持ちといいますから
秘訣は、睡眠より、お酒です。
自《眠》党より民《酒》党の時代ですから～

民主物語～松野議員の監修中
おくりびと～前代表：小沢
もらいびと～新代表：鳩山～《鳩》サブレーをもらった気分：献金はもらってません
岡田のトラウマ伝説～元三越社長・元サッカー監督・前阪神監督そして民主党
無党派の方には、
《菅》がお薦めです。～無党派には＝無糖《缶》コーヒーをどうぞ
ホップ～ステップ～肉離れ ⇒ 肝心なところでドジで挫折

浜田頓坊
辛口都々逸でほのぼのランド
裁判官も時には笑いたいらしい？
☆斬った取られた 盗んだなどと 裁く判事は 笑えない
☆鴨長明 ゆく河流れ 留まることなし 人もまた
☆証人喚問 判事はにこり うまく裁判 和解する
☆目玉広告 くらいの笑い 時にはちょっぴり 添えてみる
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藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、眉」

採血の看護師の眉目うるわしく
眉だけがトムクルーズに似てる彼
孫が来たときは眉間のしわが消え
髪の毛は減るが眉毛はよく伸びる
日替わりで眉を描いてる厚化粧
雪だるま備長炭の眉きりり
判定に眉吊り上げる草野球
一ノ瀬善秋

女性が一枚上

買い物やめた

風邪はやりマスク美人は眉美人
披露宴眉をひそめる親父ギャグ
爺ちゃんの自慢話は眉につば
朝帰り妻の機嫌は眉で読む
八の字の眉で説教怖くない
出身地いつも聞かれる太い眉
食いだおれ人形眉で客を呼び

シャレクスピア （洒落久寿悲夜）

花のはなし

スーパーで日曜日午後５時ころ、となりの列がすいているかなと
ちょっと動いた。後に並んでいる男性が怒鳴る「じゃまだ！」
・・
Ａさん、にこっと「お先にどうぞ」 男性「いや、いいです」
スーパーで並ぶＢさん、少し横へ動いた。ベビーカーを押した男性
「じゃまだ！」と怒鳴る。
「お先にどうぞ、子供がびっくりするわよ」
「やかましい」と…こんな程度の低い客が来る店で買い物なんか
するかと買い物かごに入れたまま、棚の前へ置いて「やーめた」と店
を出る。店も閉店時まで置かれてこまるだろう。
…いらいらしている男たち…

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）

小噺＆狂歌

◎『新型インフル』

ご隠居
： どうしたね、マスクなんぞしちゃって、今はやりの豚インフルかい。
八っつあん： 相変わらず時代遅れなこと言ってるんでやんすねー、今どき豚インフルなんて言っ
てるのはご隠居さん位ですぜ。それを言うなら新型インフルといって欲しいもんでや
んすなー。
ご隠居
： そうだったなー、トンだ名前だと豚からブーイングが出たわけではないだろうがい
つの間にやら豚インフルから新型インフルに変わっちまったなー、豚が危険だからっ
て、エジプトじゃーインフルエンザに罹ってもない豚を全部賭殺しちまうなんぞ、豚
にとっちゃートンでもないことになってしるなー。
八っつあん： あー、それが本当のトンシ（頓死）ってやつですな。
ご隠居
： なに又馬鹿なこと言ってるんだい。まー冗談はともかく、ワクチンがない以上、マ
スクや手洗いの励行ってことしか予防策は今のところないわけじゃなー。
八っつあん： マスクといやー、予防のためにマスクが売れに売れて、近所の薬屋では品切れのお
詫びまで出してますよ、でもどういうわけか、マスク屋が偉く儲かったとかボーナ
スを弾むって話はあまり聞きませんねー。
ご隠居
： そりゃーそうだろう、商売柄、口を上手く塞いでいるのさ。
そこで狂歌を
『マスクして 外出するは 面倒と 家にゴロゴロ 豚風邪太り』
『不景気に 思いもかけず 吹いたのは 薬屋喜ぶ 風ならぬ風邪』
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平井幸雄

オチのいろいろ

落語が単なる話と違うのは、最後のしめくくりに「オチ」をつけることであります。落語の三要素
に、一に「オチ」
・二に「弁説（話術）
」
・三に「仕草」といいます。落語は「おとしばなし（落とし
噺）
」というくらいですから、
「おち」が一番肝心です。
「オチ」の役割は、ハラハラ緊張したり、ゲラゲラ笑ったりしたお客さんを現実に戻す。そして、
①「な～るほど」と納得していただく・・・・・・しめくくり
②「な～んだ」とわらっていただく・・・安心感
③「へ～っ」と感心する・・・意外性 がある。

いかがでしたでしょうか？「オチ」の話に「オチ」がなかったかね？
「オチ」があったら、恥をかくのが「オチ」
・・・
落語を聴いて、この「オチ」の分類に当てはめてみるのも落語の愉しみ方ではないでしょうか？
冗談じゃない！そんな分類をしていたら、噺をオチオチ聴いていられない。落ち着かないよ！
お 近 か づ

き

遠 方

此 方

落 ち

合 い

落語を通じ、たくさんの方々と「オチ」かづきができ、
「オチ」こちで「オチ」あいました。
私も、そろそろ「オチ」ついた生活に「オチ」つきたいものです。
私の「オチ」こぼれ、
「オチ」目の人生のお終いは、地獄へ「オチ」ていくのかな・・・・
「オチ」の話にやっと「オチ」がついた。くだらない「オチ」！お後がよろしいようで・・・
「オチ」まい

米岡 泰

南亭琴内氏のどんでん返し

物質「MAN & FEMALE」の科学的性質

密着取材（約５０年）

物質

MAN（おのこ）

WOMAN（おみな）

記号

♂（XY）

♀（XX）

原子
量

８０±２０（㎏）

変動するため記述不能

物理
性

常温で固体。とてもめげ易い。一見
緻密だが粗雑。純粋種は少なくて、
経年劣化で直ぐに錆び付き、初期の
活発な導電性を失う。

総体的に丸味を帯びる。煮え切らな
いのに、 何かとフリーズする。巧く扱
うと、直ぐに溶解するが、失敗すると、
激辛化して危険。

ＷＯと結合しやすい。またストレスで
簡単に凝固する。長期間、優位種と
接触すると暴発する。アルコールを
吸収すると中和。
メタンガス資源。上手く配合すると、
大集団を形成し、安定する。孤立す
ると軟弱化。
ＷＯなしでいると、速やかに分解し
腐敗する。

非常に活性度が高く、常温では不安
定。金銀プラチナなど貴金属との強い
親和性あり。競合種の存在で鋭く反発
性を示す。

化学
性
適用
法
注意
点

-9-

孤立化すると、暴走して危険。高度な
装飾性ならびに顕著な浪費性あり。
未体験ゾーンでは暴発性有り、注意。

★５月例会参加者
５月２７日
集合順
２１名
平井幸雄・藤井敬三・阿部浩・野本浩一・樋口七郎・高木正明・佐藤忠恕・一ノ瀬善秋・
島川謙二・土屋妙子・印南博之・山口幸子・古澤猛夫・門口泰宣・海郷達人・加藤義雄・
奥村篤史・松山カオリ・渡辺みどり・曽田英夫・柴本和夫
今後の例会予定
７月２２日（水）２０周年記念例会
「ラ・リヴィエール」地図は右下⇒
住所：神田多町 2-2 第 3 ハヤカワビルＢ１
電話：03-3258-1800
ビュッフェスタイル飲食付き
５千円前後を予定しています。
ＪＲ神田駅北口、地下鉄神田駅４番出口
から徒歩２分程度
８月２６日（水）千代田区立スポーツ
センター（予定）
９月３０日（水）横浜で開催します
第５水曜日に、会場を横浜に代えて、実施。
昼過ぎから、生涯学習の会合（ゲスト：有馬
稲子さん）に合流し、夕方から例会です
＊詳細は追ってご案内致します。
１０月２８日（水）千代田区立スポーツ
センター（予定）
電話
千代田区立スポーツセンター
℡03-3256-8447

７月例会は２０年前の発足時のスタイル
で、軽い食事やお酒を楽しみながら、賑や
かに、和気ＩＩ、ＹＹ懇談しながら、実施
致します。是非、ご参加下さい！ 参加で
きる方は、変集鳥又はサロン同人にご連絡
下さい。今回のみの参加も歓迎です。

切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2009 年 5 月 19 日～2009 年 6 月 15 日
千葉県：田中清咊、笠原宏之、森口順子、岡本喬 東京都：青木孝 神奈川県：伊藤良雄
岐阜県：古川昭子 京都府：大石脩
＊みなさまのご支援に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。
送付先 〒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 am9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
郵送希望の切手：一年分は 80 円×15 枚です。
ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。
伝笑鳩 No.237 発行
2009.6.24
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・神山徹・佐藤忠恕・
【笑品快発集団】 柴本和夫・曽田英夫・高木正明・平井幸雄・藤井敬三・門口泰宣・米岡泰・
土屋妙子・松山カオリ・樋口七郎・加藤義雄・海郷達人・稲葉浅治・
平田レイ子・渡辺みどり・山口幸子・浜田親一
あたたカット ： 天野秀雄、平田レイ子
ホームページ：河井康博、渡辺みどり
発行鳩舎：同巣会ジョークサロン
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