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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

祝２０周年！！ ジョークサロンは、無事に、しっかり２０周年を迎えました。 

 

 常設のサロンがあって、そこに定期的に集まっては、旨いお酒と美味しい料理があって、楽しく懇談し 

て、元気になる・・・・・・という訳ではありませんが、毎月第 4水曜日に神田に集まり、会報「伝笑鳩」を全国 

に飛ばして、超安い会費で会合を開き、ジョークやユーモアや機知を分かち合ながら大笑いし、二次会 

も楽しむということを続けて我らが同巣会ジョークサロンは２０周年を迎えました。 

 サロンに顔出しして頂きました皆様、遠方からお便りやカンパを差し入れて頂きました皆様、そして、サ 

ロンを紹介して頂きましたマスコミ関係者の皆様、会報「伝笑鳩」の作成・印刷にご協力頂きました皆様が 

あればこその２０周年達成です。 

 本当に、ありがとうございます。そして、どうぞ、今後ともよろしくお願い申しあげます。 

 

 まずは、２０周年を迎え、ジョークサロンに届きました祝福メッセージを披露させて頂きます。 

 

ジョークサロン創設者（故山下廣蔵氏）夫人の山下貞子さまから、２０周年記念カンパとお便りが到着です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊伝笑鳩２０周年 おめでとうございます。２昔前、神田小川町の日米ビル７階で、

発足した頃の同巣会ジョークサロンを思い出しております。山下も、こんなに長く続けられるとは思わなかったことで

しょう。変集鳥様はじめ皆様のお陰とあちらの国で喜んでいることでしょう。心ばかりのですが、お祝いを同封いたし

ます。お祝会の足しにして下さい。            ２００９年６月３０日    山下貞子＊＊＊＊＊＊＊ 

 

２０周年特別例会に際して、かつての同人前田誠様から、多額のカンパとメッセージが到着。 

･･･････・・・・・・・「そうです、ジョークサロンは２０周年を迎えます」との見出しに、万感こみ上げるものを

抑えきれませんでした。････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 会を出てから幾月ぞ  共に死ぬ気でこの作と  攻め手受け手の遣り取りが 載った誌面に血が通う 

次なる２０年に向けて、世界に冠たる日の丸ジョークの伝承場として、正常期よ永遠なれと希うもので

す。                                     ２００９年６月２９日 

 

横浜市／天野秀雄さん■同巣会ジョークサロン２０周年記念例会おめでとうございます。ご招待状まこと 

にありがとうございました。医師診察を受けたところ、血圧が高く、気をつけるようにと申し渡されました。 

心残りですが、やむなく欠席させていただきます。ご出席の皆様によろしくお取りなし願います。 

陰ながら当日の盛会をお祈りしております。  平成２１年７月 3日 

高知市／高橋満子さん■    (祝)  ２０周年！！ 

 伝笑鳩２０周年を迎えられ誠におめでとうございます。毎号、楽しくユーモアあふれる冊子、笑

いの世界にひきこまれています。益々発展されますよう土佐より祈念いたします。  拝 

 

「夏が来る スイカ・そーめん 生ビール 大いに笑おう ジョークサロンで」 【曽田英夫】 

 

 

  甘辛都々逸ほのぼのランド    

★おめでとう★ 

 笑いの種など あちこち飛ばし 

  成人式だね 伝笑鳩 

           鎌倉市／浜田頓坊 
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祝 ２０周年！ ものは付けも続きます。ご応募、待ってます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   「負けてうれしいものは （出題：稲葉浅治） 

 

 

海外派兵のクジ引き         （大田区：高 栄子） 

軍国主義の戦争           （京都市：久保 三徳） 

外国人力士             （稲城市：藤井 敬三） 

悪役                （横浜市：鈴木 びん子） 

カド番大関との取組み        （文京区：稲葉 浅治） 

巨人                （岩手県：片山 敦夫） 

教え子との一戦           （横浜市：織田 元康） 

子供とのゲーム対決         （荒川区：藤野 哲康） 

子の出世              （高知市：高橋 満子） 

子供との駈けっこ          （大田区：野本 浩一） 

息子との相撲            （墨田区：古澤 猛夫） 

息子との背比べ           （渋谷区：樋口 七郎） 

孫とのなぞなぞ遊び         （京都市：牟禮 丈夫） 

孫との腕ずもう           （世田谷区：水野 宏子） 

孫との将棋             （鎌倉市：浜田 頓坊） 

孫との背比べ            （千葉市：岡部 千代松） 

孫の元気さ             （伊勢原市：武井 美雄） 

スーパーの安売り          （佐倉市：笠原 宏之） 

期限直近のコンビニ弁当       （板橋区：植竹 団扇） 

残り物               （船橋市：山田 三郎） 

 

 

次回（第１０３回）の題 「これは運命だと思うものは」（出題：高 栄子） 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：8月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈 

秀逸 
役員を決めるジャンケン  （さいたま市：北沢 正嗣） 

【評】えーッ 勝った人がやるのォーッ 

入選 

体重比べ              （世田谷区：奥苑 順子） 

八百屋のオヤジ           （さいたま市：高木 正明） 

母との口喧嘩            （広島市：香川 信子） 

過熱ぎみのオークション       （横浜市：阿部 浩） 

追い越した車が捕まっている     （中央区：松山 カオリ） 

 

佳作 
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２０周年スペシャル  「同巣会ジョークサロン」 マスコミ初登場！（再録） 

＊１９８９年８月８日 日経新聞「春秋」欄で初めてジョークサロンが笑介されました。 

＊この記事を見た方々から、多数お便りを頂きました。現在のジョークサロン快鳥の 

  曽田英夫さんも、その一人です。その後、たびたび日経・読売・朝日等にて笑介され、 

多くの同人が集まって、巣造りが続きました。 

＊山下さんは、１９８９年１２月に帰らぬ人となりましたが、ジョークサロンはその遺志 

を継いで、現在に至っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、祝２０周年メッセージの続きです。 

 

山下さんとも親交がありました青木孝さんからも頂きました。 

＊伝笑鳩ありがとう存じました。２０年とは、歴史です。正に皆様のご努力の賜物なのでしょ

う。参加の方も増えて、編集の方の大変さがしのばれます。良い夏をお迎え下さい。 

 

神田小川町のサロンに来たことがある若杉敏也さん（日経新聞）から： 

＊伝笑鳩とサロンの御案内、大変ありがとうございました。所用で出席がかないませんが、貴

会の御発展をご祈念申し上げます。 

 

浜田頓坊（親一）さんからは、お祝いの品とともにお便りが到着： 

＊「伝笑鳩」では毎回楽しませて頂いております。有難うございます。 

 さて、いよいよ７月２２日は２０周年記念とか、おめでとうございます。一口で「２０年」

と申しましても、続けることの苦労は大変だったかと存じます。とりあえず、鎌倉の「鳩サブ

レ」をほんの少々お送りします。みなさんで召し上がって頂ければと思い発送させて頂きます。 

 「伝笑鳩」誌の 成人祝い ほんの少  々 鳩サブレ 
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祝 ２０周年！ 女性陣、新人の活躍が期待されます！ 乞う、ご期待！ 

松山カオリ    カオリの実録ジョークエッセー  「6月の花嫁」 

 ジューンブライドの名のもとに、6月に結婚すると幸せを約束されると欧米では伝えられて

います。地球の裏側の日本だと、６月というと雨ばかりの季節ですが、結婚を間近に控えた幸

せいっぱいのカップルはそんなことを気にしません。イメージが第一。雨ニモ負ケズ、風ニモ

負ケズ、ジューンブライドが何組も誕生します。 

私がまだ洋服のデザイナーだったころ、桜の花が咲く少し前の時期に、6月の結婚式に間に

合うようにウエディングドレスを注文したいと一組のカップルが見えました。デザインや布地

について熱心に希望を出しあって、なかなか息の合う素敵なカップル。 

やがて紫陽花の花が咲き始めた５月末のある日、出来上がったウエディングドレスを納める

日にあらわれたカップルを見て、私は自分の目を疑いました。 

女性に同行した男性が、注文の際にご一緒だった男性とは別人だったからです。ドレスを試

着し、希望通りの仕上がりに喜びの声をあげた女性は、その時顔にかかったヴェールを手で押

えて私の耳にこうささやいたのです。「当日の相手が変わりましたの」 

ここで私は執事ばりのポーカーフェイスを装い、仮縫い室のカーテンを開き「如何ですか、

すてきなカップル誕生ですね」と声をかけました。 

七変化の色を見せる紫陽花の花の季節に、事情は知らねども『６月の花嫁 新郎取り替えの

早変わり～デザイナーは見た！ 白いドレスの裏にあるトリック（!?）』の場面。2時間サスペ

ンスドラマと違い、死体も犯人もないはずですが、それに負けないほどのインパクトがありま

した。 

でも、ジューンブライドの力とはすごいですね。どんなカップルも絶対に幸せにしてしまう。 

その後、ふたりからは立派な記念写真が届き、「お世話になりました幸せな毎日です」との

手紙が添えられてありましたとさ。めでたし、めでたし。 

 

海郷達人   対文（逆さに読むことばあそび） お魚 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

信太わか 「私はわたし・・・」 

    

 

 

 

 

 

一匹目★フグの本場 ・・・長崎沖で捕れた河

豚も多くは下関漁港に上がります 

長崎へ河豚出んもんか。 

［なかさきへふくてんもんか］ 

関門で食ふべき魚。    

  註：下関では、「フグ」ではなく、「フク」

と言う。 

山梨にバス旅行した日、とある電柱に広告板 

薬袋 と書いて、ルビに みない、続いて レ

ディースクリニック とあった。 

 

私はかかりたくない 

 

三匹目★サンマは安いよ・・・

給料日はまだ先 

月半ばは秋刀魚か。 

［つきなかははさんまか］ 

我慢さ。母が泣きつ。 

二匹目★ナマズの本場 ・・・東

海大地震 

さて、清水。住まないは？ 

［さてしみすすまないは］ 

はい、鯰住みしでさ。 

 

註：元清水市は、合併して静岡市

の一部。 
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祝 ２０周年！ 女性陣、新人のパワーが炸裂するこれからです。 乞う、ご期待！ 

 

渡辺みどり  みどりのおきらく ダジャレイラスト 

 

６月某日。蒸し暑い夕方、数日前にスーパーで購入した商品のシールに  

「鹿児島県産 ケダモノ」 
と書いてありぎょっとした。なんだ、「クダモノ」か。 

鹿児島県産なだけに、リアルな感じ。 

カタカナは紛らわしいな… 

（本当は甘夏だった） 

 

加藤熊次郎    言い訳川柳 

 

夏が来ました。小学校一年生当時の夏休みを思い出して。 

＜言い訳＞ 

１． 起こされて 半目開いて 体操へ  ＜休み中、毎朝のラジオ体操＞  

２． 草野球 暗くなるまで 延長戦   ＜日没まで遊ぶ事に意義あり＞ 

３． やんま取り 畑を囲んで 網構え  ＜自分の所へ来るのを待つ＞ 

４． 海水浴 父は恥ずかし 赤ふんどし ＜翌年から海水パンツに＞ 

５． 庭の井戸 スイカを浮かべ 冷え頃に＜庭への打ち水にも使える＞ 

６． 行水の 盥（たらい）で兄弟 水遊び＜外での水浴びは又楽し＞ 

７． 台風と 土用波が 邪魔をする   ＜海水浴シーズンは短い＞ 

８． ナイターは ラジオの前で 応援し ＜応援は今も昔も巨人軍＞ 

９． 苦手な絵 毎日日記に 求められ  ＜毎日の絵日記は一番嫌い＞ 

１０．宿題は 休みの最後の お楽しみ  ＜いつも切羽詰ってから＞ 

 

樋口七郎      太宰さん、笑ってくだざい・・・   

１． 太宰治の小説「走れエロス」を読んだ。 

２． 太宰治は社用（斜陽）族でなかった。 

３． 太宰治の担当の編集者が原稿の一部を直しましたというと、太宰治は答えた。－斜陽か。 

４． 夏目漱石が池に落ちた。－ボッチャン。 

５． 遺影に向かって。－イエイ－。 

６． 毒蝮三太夫が病気になって、マングースのワクチンを打った。 

７． 私は○○です。同情よろしく。 

８． 山形のサクランボ、ザトウ錦は美味しい。 

９． 麻生総理、宮崎県東国原知事が、次期総理になるとの報道に、オチョコを持ったまま、オチョ

コられたと答弁した。 

 

稲葉浅治      川柳「若い」 

 

よく食べてよく飲み若さ取り戻す     化粧せぬ顔に若さの玉の汗 

懐メロを歌い若さに浸る夜        お若くて言われ喜ぶ高齢者 
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祝 ２０周年！ 女性陣、ベテランのパワーが世の中を変えます。 乞う、ご期待！ 

 

土屋妙子      私の８０年 

 ５才   英語    日本語のわからないイギリス婦人より 

１０代   大学生活 バレーボール選手（対抗試合） 

２０代   第２次大戦・結婚・子育て 

３０代   シール印刷の技術 人より学ぶ 

４０代   ６０日間 地球一周独り旅 

５０代   乗馬 （息子・娘 結婚） 

６０代   ＩＢＯセミナー・俳句  ＊It’s a Beautiful Day 

７０代   フラダンス 

８０代   ジョークサロン・仏像     そして…  ９０代   陶芸 

 

上の空組 印南博之   大娯解 ことわざ我楽多店 

 

１． 桃太郎のキビ団子   ：  開店前から失業者が行列、動物？ サアいませんでしたね 

２． 医者の投げたサジ   ：  サアみなさん診療拒否をした病院へサジ投げデモに出発！ 

３． 天をのぞいた葦のずい ：  金正日の執務室にもあるそうですよ 

４． 同居していたムジナ  ：  ちがうよタヌキだよ、ちょいと間借りしてたってわけで 

５． ナポレオンの辞書   ：  なんでもどこかで電子辞書になるってうわさが 

 

門口泰宣     阿呆リズム＆パロディ 

１）♪潔ぎよいし かの辞任 西川おろし かの社長 

信念はいまも めぐりて 忘れがたき 正義感♪（故郷） 

２）都議の氏神を捜し求めて  麻生首相 

３）冤罪未聞の釈放  菅家さん 

４）♪嬉しがらせて 儲けさせて 消えた 恐い政治案件の 寒い風 

    思い出すさえ 局長のいすを 解かれうつろな この胸に♪（おんな船頭歌） 

５）マスクでジャパンデミックを防ごう 

６）高値の花のハイブリッコカー 

７）セブン イレブン イイショブン  排除命令 

高木正明    《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》  

党首討論 問答不発 目くそ鼻くそ 猫パンチ 

疑惑の社長か 正義の鳩か 麻生がチョン切る 鳩の首 

ホッとしている 小泉二世 世襲制限 先送り 

議員絡みの 郵便事件 封を閉じるか 解かれるか 

福祉捨てても 五輪は誘致 都税たっぷり 新銀行 

売る気買う気を エコポイントで 釣って釣られて 無駄遣い 

ミスを犯した ＤＮＡで 冤罪・拘置の 十七年 

梅雨に入って 雷雨や豪雨 たまにオタマや 雑魚も降る 

ダニか農薬 輸入の禁か 消えるミツバチ 解けぬ謎 

ピアノ演奏 優勝快挙 弾む全盲 ピアニスト 

ニバイ・ニバイで 人気のジェシー 土俵はバイバイ 高見山 
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祝 ２０周年！ ベテランはますます円熟味を帯びてまいります。 乞う、ご期待！ 

奥村篤史  “和三味線チントンシャンの初体験”洒落日記 

「さくらさくら」「日の丸」は詰らないので「酒は飲め飲め」と民謡黒田節や・小唄・端唄にも挑

戦してすっかり満足！「☆民謡も三味弾きゃチントン本物に！」「☆三味線で小唄・端唄のプロ気分」。

さあ次は「☆三味線で踊れかっぽれ・奴さん」だ。すぐの入部を勧められましたが、三味線が○○万

円では簡単に結論は出せません。今いろいろ忙しいものでとやんわりお断り。実は「☆身体暇 お金

の出入りは暇がなし」なのです。でもこれはアッシー向きな和芸かなと、大道芸のご祝儀を三味線購

入費用にとコツコツ貯金開始しました。現在やっと10万円也。「☆チントンシャンの前はコツコツ貯

金かな」「☆チョッキンチョッキン 切れず続くか三味貯金」「☆大道芸三味で近づけプロの芸！？」 

では最後に三味なしで民謡黒田節を！ 

♪ 三味を弾け弾けチントンシャン 日ノ本一の三味弾きに  

“段”取るほどに弾くならば これぞまことの玄人節 

いつもの奴！ 「☆三味和芸 ジョークは話芸 わしゃ若げい！」 （芸 若げい！かな） 

 

米岡 泰：南亭琴内氏のどんでん返し 言い間違いと聞き違いの悲喜劇 

 

①「部長！大阪タワーから電話です」「もしもし？」「大阪の田和ですが」 

②「ショートケーキ五つ、買うて来てくれ！急いで」「はーい！」 

後で見たら、事務所に「消毒液」が五本並んでいた。 

③「直ぐそこへ行く！道、混んでる？」「今、美智子は外に出てます」 

④「諸君！詳しいことは、この研修アニマルを見てくれ」（マニュアル） 

⑤おじいちゃん「ボラボラ・アンテナを変えるとウハウハが見えるらしいぞ」 

             (パラボラアンテナ→ワウワウ) 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）  小噺＆狂歌 ◎『リニア中央新幹線』 

 

八っつあん： ご隠居さん、何ですかい、なんか気がかりなことでもあるんでやんすか。 

ご隠居  ： いやなに、つい最近 JR 東海がリニア新幹線は長野の地元が希望している諏訪・伊

那谷への迂回コースは建設費用が掛かり過ぎるってことから、南アルプスを貫通する

直線ルートを推進する意向を示したんじゃよ。 

八っつあん： あっつ、そうかご隠居さんは確か伊奈谷が故郷でやんしたね、リニア新幹線が出来

りゃ早く行けると楽しみにしてたんですよね。なにしろ東京から名古屋まで 30 分、

大阪まで1時間で結ぼうって計画ですからねー。 

ご隠居  ： 2025 年完成の予定だがリニア中央新幹線は直線ルートでも 5 兆円以上費用がかか

るし、2025年までの日本の輸送情勢がどうなるかもあるし、問題山積なんだよ、わ

しは下手すると計画中止になるかも知れないと睨んでるんじゃ。 

八っつあん： そりゃそうでしょ、リニアってーやつは磁力で空中に浮かんで走るんでやんしょ、

だからリニア新幹線の計画自体が宙に浮く可能性は十分ありますよ。 

 

そこで狂歌を 

『新幹線 更に速くと 次リニア 世の中もっと 忙しくなる』 

『新しい 新幹線は リニアなら 費用も嵩み 計画宙に』 
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祝 ２０周年！ ベテランが開く新境地、明日へ向かって進んでいこう！ 

平井幸雄    一 寸

ちょっと

の違いで・・・一 寸

いっすん

先は闇 

 そろそろボケが始まったか、いろいろなところで勘違い、間違い、聞き違い、見間違い、書き間

違い、読み間違いが多い。気が違いそうだ。ちょっとの違いで、大きな間違い。 

 

 世の中は清むと濁るじゃ大違い 

 清む（スム） 濁る（ニゴル） 

例 
ハケに毛があり はげに毛がなし 

福（ふく）に徳(とく)あり 河豚(ふぐ)に毒(どく)あり 

１ エコは人と自然に優しい エゴは自分勝手で嫌われる 

２ キスで愛が深まり 愛が破れて傷(キズ)つく 

３ カーテンは窓の内 ガーデンは窓の外 

４ 麻生はやめないタロウ 麻生はやめるだろう どっち？ 

５ 
小さなミスは、見ず（みず）に水（みず）に

流してやる 

見ず（みず）にやると、大きなミスを犯す 

６ クスリと笑い上機嫌 愚図り（グズリ）は不機嫌 

７ 事前に四股（しこ）を踏んで相撲を取る 事故(じこ)の事後(じご)処理に手間取る 

８ 
賭け（かけ）で勝って明るくなり、駆け（か

け）出す 

影（かげ）が落ちて暗くなり、崖（がけ）から

落ちる 

 

藤井敬三       ユーモア川柳「ああ、涙」 

 

厚化粧涙が縦に流れない       居酒屋の酒には涙似合わない 

大粒の涙財布の紐緩む        鬼部長送別会は目に涙 

カラオケで涙を流す名演技      披露宴父の涙で盛り上がり 

目薬を持って集まる形見分け     結局は涙を見せた方が勝ち 

ダイエット涙なしには語れない    涙金貰ってうれしボランティア 

夏が来た球児の涙甲子園       ノーサイド涙に泥も混じってる 

トラ弱く悔し涙も枯れてきた     男泣き涙を隠すサングラス 

 

大石脩    我シャレる故に我あり：思いがけず、我はダジャレル 

 

な、なんだよう。床を叩いた手でボクの頭を叩くのん。床 youか、言うか you can 

友か勇か 花の犬か 菊は花の犬なるものとは よく聞く 聴く。菊池寛とは利く痴漢 

近付く痴漢 危うし 近ん寄ったら 痴漢酔ったら危うし危うし危うし。 

 

浜田頓坊   甘辛都々逸ほのぼのランド 

 

友から届く 玉蜀黍（とうもろこし）は 「甘甘娘」（かんかんむすめ） 甘い味 

ハネムーン・ベイビー 名前は「阿弥香」 ネット（網）調べで あみが付く 

日本これから どちらへ向かう 控えし選挙 大事なり 
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祝 ２０周年！ とりまとめは三羽で、しめて参ります。ご支援、よろしく願います。 

    変集鳥：野本浩一 ⇒ 金鳥：柴本和夫 ⇒ 快鳥：曽田英夫 

 

野本浩一  お洒落日記：【野本浩一で、名前が出てきて、写真も出て、たまがった、とよ】 

６月１４日夜に母から電話があった。壱岐から孫の世話をするために福岡に来て、娘さん一家の

マンションに来ていた叔母夫婦を訪ねて、先刻長崎に戻ったという電話だったが、「面白いことがあ

ったから、報告します」と言う。 

さて、今回の面白事件は何事なのか、と聞いてみた。 

 「叔母ちゃん家で、パソコン画面に『野本浩一』って名前を入れてもらって、探したら、何人か

いたけど…お洒落ナントカ…というのがあって、それを見たら雲仙旅行のことが書いてあって、私

の写真まであったから、たまがった（長崎弁：吃驚した）とよ」 

 続けて「みんなで、かわりばんこに見て、面白かった、とよ」と、笑いながら話してくれた。お

袋はパソコンにはとんと縁がないので、実際に見て、たまがったらしい。 

 これも、ジョークサロンの個人ページに作品が掲載されたお陰です。 

                       ………渡辺みどりさんに、感謝ですね。 

 

柴本和夫        
 

☆北朝鮮の曜日の漢字表記 

ハングルでは、土曜日は～トヨ・イルと発音します。 

日本語も韓国でも～土曜日と表記しますが、北朝鮮では、正曜日というらしい 

なぜなら週末は～金土日（キンドウニチ）～でなく金正日（キン・ショウ・ニチ） 

 

☆自《眠》党か民《酒》党か～居眠りするか、酔っ払うかの究極の選択 

どっちもどっち  《２党》追うものは、《１党》も得ず 

 

☆伊東に行くなら～ハトや 

離党にするなら～ハトやまや 

 

曽田英夫       狂歌ｎｅｗ門  

   

◆息子はあきれ 妻は横向く   

 披露宴 しめのあいさつ 酔っ払い  息子はあきれ 妻は横向く 

上司とは そりがあわすに 会社辞め 息子はあきれ 妻は横向く 

ストレスで 酒一升を 一日で    息子はあきれ 妻は横向く 

  ◆つぎからつぎへ 難問つづく 

好きですと 追いかけられる 若い娘に つぎからつぎへ 難問つづく 

退職し まとまった金 手に入れた   つぎからつぎへ 難問つづく 

好き嫌い 激しい二人 居酒屋へ    つぎからつぎへ 難問つづく 

◆世間はいったい どうなってまんねん 

光なく 音だけ頼り ピアニスト コンクール取り 明るい光     

鳩山は 日本郵政 社長から 首とろうとし 首をとられて 

ロッテ軍 1回なんと 15点 明日の試合に 少し残せば 

警戒度 6としたけど 新型の これから先は ロクなことなし 

 

言葉の研究 
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祝 ２０周年！ これからも、また新しい出会いがありますように！ 

★６月例会参加者  ６月２４日  集合順  ２０名 

野本浩一・高木正明・信太わか・土屋妙子・樋口七郎・松山カオリ・佐藤忠恕・平井幸雄・ 

阿部浩・印南博之・海郷達人・加藤義雄・古澤猛夫・奥村篤史・藤井敬三・門口泰宣・ 

曽田英夫・渡辺みどり・柴本和夫・米岡泰 
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ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。 

今後の例会予定  

８月２６日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

９月３０日（水）横浜で開催します 第５水曜日「横浜出前サロン」

という特別企画です。 

 ＊横浜近辺の皆様のご来場をお待ち申し上げます。 

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。生涯学習の会合は、横浜「にぎわい座」に

て、当日昼過ぎから開催されます。その会合に、ジョークサロ

ン同人も多数、演芸支援を行うこととなっております。 

 その後、ジョークサロン例会に流れる予定です。 

例会＆パーティ会場  「驛（うまや）の食卓」１６：００～２０：００ 

 住所：横浜市中区住吉町６－６８－１ 横浜関内地所ビル 電話 ０４５－

６４１－９９０１ 

 にぎわい座から徒歩約7分。 

 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  

 

訃報： 

かつて、例会にも 

参加して頂きました 

大鳥羽幸太郎さん 

岡野殷子さんの 

訃報が届きました。 

ご冥福を祈ります。 


