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No.２４３＊＊＊
寅年を寿ぎ「大河ドラマ」について
Ａ：
「大河ドラマ」はアメリカでは不評とか。
Ｂ：
「タイガ」ドラマなのに「虎」は出ないし。
Ａ：タイガーウッズの不倫騒動がドラマだね。
Ｂ：そう、まさに「タイガードラマ」だ。
Ａ：真相は不明で藪の中なのか・・・。
Ｂ：藪じゃなく「林」だよ。ウッズだから。
世田谷区／三浦 邦夫

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ジョークサロンが発足した１９８９年当時、会の名称
は、「ビジネスジョークの会」というものでした。
発起人だった山下廣蔵さんは、既に定年退職して「悠・遊・爺・的（ゆうゆうじーてき）」な感じでしたが、
例会に参加する面々は、まだまだ多くの人がビジネスマン或いはビジネスウーマンでした。
発足２０周年を迎えた我が「同巣会（どうそうかい）ジョークサロン」は、小咄・川柳・狂歌・都々逸・洒落と
いった様々な笑文芸を楽しむ集団へと、進化してきました。
現在、サロンの幹事役となっておりますアラ還トリオ（曽田快鳥・野本変集鳥・柴本金鳥）も、
後数年もすれば、
「会社人」から「社会人」へと変わっていくことになります。
どうぞ、今後とも宜しくお願い申し上げます。

さて、
「袖振り合うも他生の縁」ということで、ともかくもふとしたご縁で集うこととなった我が
ジョークサロンのメンバーにとって、２０１０年も様々な活動が楽しく、笑顔溢れるものになるよ
う祈念して、進んでいきたいと思います。重ねまして、宜しくお願い申し上げます。

三郷市／田中庸浩
前略
記憶力が急激に減
退？ 言い訳です。ときどき切手送付を忘れてしま
います。申し訳ありません。忘れない努力をします。
これからも“伝笑鳩”のご送付宜しくお願いします。
草々

岐阜市／古川昭子
いつも楽しい面白い思いをさせ
ていただいています。お蔭様で体
調がよくなっています。

横浜市／西森和枝
拝啓
落葉を踏みしめる季節となりました。いつも伝笑鳩をお送り
いただきありがとうございます。さて、早速、来年分の切手
を同封いたしますので、ご査収下さい。
今年は、朗読、俳句、手話等に手をつけてみたものの、今ひ
とつピタッときませんでした。
来年こそ！楽しい出会いを期待したいと思います。敬具
町田市／青木孝
「伝笑鳩」ありがとう存
じました。バラエティに富んだ内容で敬服し
ました。藤井敬三さんの川柳がないのが、少
し寂しいことでした。

お手紙と一緒に、
落葉も届きました

世田谷区／三浦邦夫
初めて投稿させていただきます。皆様のレ
ベルにははるかに及びませんが不投稿をき
めこむよりはいいかなという程度です。

冬となり 寒波がきても 暖かく 大いに笑おう ジョークサロンで」 【曽田英夫】
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「心が弾むものは （出題：高 栄子）

自分に影響が無い仕分け作業
秀逸

入選

佳作

（横浜市：阿部 浩）

【評】影響するとなったら削るもんですか！
ＡＥＤ （自動体外式除細動器）
嫌な上司の送別会
お父さんから貰うお小遣い（額がはずむ）
飲み会のアイコンタクト

（世田谷区：三浦 邦夫）
（横浜市：織田 元康）
（さいたま市：北澤 正嗣）
（岩手県：片山 敦夫）

妻が海外旅行に出掛ける
佳作にも図書券
全身エステ
初恋の人に会えるクラス会
初デート

（港区：柏谷 達雄）
（千葉市：岡部 千代松）
（大田区：高 栄子）
（稲城市：藤井 敬三）
（中央区：松山 カオリ）

毀れずに屋根まで飛んだシャボン玉
シルバーパスに怪訝な顔
もう幾つ寝るとお正月
ものは付けの名答
惜しい番号の宝くじ

（板橋区：植竹 団扇）
（世田谷区：川島 幸子）
（荒川区：藤野 哲康）
（松戸市：海郷 達人）
（京都市：牟禮 丈夫）

年に一度の忘年会
楽しい会話
見つけたへそくり
趣味の時間
２０歳過ぎて貰うお年玉

（佐倉市：笠原 宏之）
（横浜市：鈴木 びん子）
（伊勢原市：武井 美雄）
（高知市：高橋 満子）
（文京区：稲葉 浅治）

合格発表日
買う度に当たる宝くじ
孫からのプレゼント
世界的景気回復と株高
思いもよらぬ人から誘われたデート

（渋谷区：樋口 七郎）
（さいたま市：高木 正明）
（広島市：香川 信子）
（鎌倉市：浜田 頓坊）
（町田市：浅沼 マサ子）

次回（第１０８回）の題 「昔はあったのに 最近ないものは」
（出題：武井 美雄）
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切 ：1 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈
広島市／香川信子
来年もよろしくお願いします。
「楽しみは 友とのランチ 伝笑鳩 顔はふっくら ほほはにんまり」
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印南博之

大娯解

♪ 田舎の空港は山の中 誰が乗るのか飛ばすのか
飛んで来るのか来ないのか 作った人たちゃオラ知らん
地方の空港は海のそば ひねもすのたりと波の音
かもめトンビが輪をかいて いびき聞こえる管制塔 （めだかの学校）
ことわざ我楽多店
１．豚にやった真珠：これは掘り出し物でございますよ、なにしろ与えたのが叶姉妹
でございますから。
２．切った火蓋：
これは鉄製の種子島の部品ですからネ、鋏じゃ切れません。
３．羊の代わりに売られた犬の肉：
そりゃ北方の人は羊がお好きですが、犬もい
けますよ、ソウル五輪じゃ禁止になりましたがネ、長年の習慣はねエ
４．詰まった切羽：
たかが刀の部品ですから金属のクズです
５．千里の馬：
中華では華々しい活躍でしたが、金日成が大失敗してからはネ
エ
米岡 泰

南亭琴内氏のどんでん返し 20 ：衛生的なレストラン

目抜き通りにある大きなレストランでうっかり匙を落してしまった。
ボーイが直ぐに飛んできて、新しい匙をエプロンから渡してくれた。
「どうしてこんなに素早く代わりのスプーンが出て来るの？」
「お客様が落し易いのがスプーンなんで、予備を持ってるんです」
「なるほど、たいしたもんだ！」
「ところで君のズボンの前から少し出ている赤いヒモはなーに？」
「秘密なんですが、トイレで用を足す時に、これで引っ張り出すんです」
「ふーん！それは便利だね」
「とても衛生的です」
「ふーん！でもしまう時はどうするの？」
「それは大丈夫です」
「？」
「いつもスプーンを使って上手く押し込むんです」
「！？×」

海郷 達人

対 文（逆さに読んで応答を楽しむ文芸）

秋の虫
霧包み、秋は寡黙なりし。庭の木の蓑虫鳴かぬかな。
きりつつみあきはかもくなりしにはのきのみのむしなかぬかな
鳴かぬ。悲しむのみ。軒の端に知りな。蜘蛛が吐き、網綴りき。
赤蜻蛉
あなたー来てー。素敵、赤トンボよー。
あなたきてすてきあかとんほよ
よー、ほんとかー。秋て素敵だなあ。
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松山 カオリ

ジョークエッセイ

スーパーの出来事

先日赤とうがらしを求めようとスーパーにでかけました。
売り場がどこかと近くに居た店員さんに尋ねると、わざわざ品物のあるコーナーまで案内し
てくれました。
「こちらです」と指差した品は小瓶に入った一味唐辛子と七味唐辛子、
「粉にしたものでは
なくとうがらしの形のままのものが欲しいの」と訴えると店員さんは真面目な表情で｢鷹の
爪はありますがとうがらしはありません｣と返事をすると、私の前から立ち去りました。
“鷹の爪”と印刷された袋の中身はまぎれもなく赤とうがらし。
とにかく欲しい品が手に入ったので、めでたしめでたし。

奥村 篤史

“にぎわい座 にぎやかかっぽれ”洒落日記

9月30日、前変集鳥門口さん率いる生涯現役かなざわ会100回記念講演が、有馬稲子を招く
豪華版で、横浜にぎわい座で行われました。
「☆ありまー いーね効果で全部完売」
「☆素人芸無くばチケット3000円？」
「☆1000円で色々な芸 得だね！特種！」
「☆師匠との出演は支障、同期とドウキドウキ」
「☆間違っても誰も分からぬかっぽれかっぽれ！」
「☆間違った方が受けるぞかっぽれかっぽれ」
「☆帯解けて裸で踊れば拍手喝采」
「☆大きなステージどれだけあける 二人の間の間が勝負」
「☆つかず離れず離れず付かず 舞台でべったり間が悪い」
「☆踊りより掛け声で圧倒すアッシー流」
。
深川は①番は深川の町の様子と、猪牙舟に乗っての御茶屋通い。馴染みあのお方に芸妓の心
も主の傍へと飛んでいます。②番は茶屋遊び。仏に仕えるお坊様、お金はあれども芸妓遊び
はご法度ご法度。手馴れた仲間がちょっと変装、茶化し冷やかし手を引き茶屋へ、いそいそ
いそと出かける坊主。
「舟宿へ来て狼も医者に化け」と医者に化けて遊ぶ狼坊主を江戸川柳
も詠っています。踊りが始まると最初は手拍子や掛け声で賑やかに声援してくれたが段々シ
ーンとして来る。
「☆段々シーン これは是か非か是々非々是々非々」
。かっぽれは網打ち・
喧嘩・石投げの三部作。喧嘩は難しく先生はまだ早いのではと先制攻撃があったのだが一度
やってみたく強行実施。
「☆喧嘩無理の先制攻撃無視し喧嘩す」
「☆喧嘩ダメ！喧嘩しながら
喧嘩をす」
「☆喧嘩好き 先制攻撃無視し喧嘩を」
。先生の特訓のお陰か結果がやけに気にな
り皆に質問。
（アッシー君への期待が薄かったが）師匠(代理)と正にピッタリ良く合いシーン
と見た。掛け声も素晴らしかっとの声多数。 約一名のみ「うん、まあまあ」
。この一名の
感想は削除して先生には報告！ 写真を見ると二人の所作はぴったり合い、間隔もばっち
り。
「☆食い入るように写真見て相棒 喜び深川 思わずかっぽれ！」
「☆かっぽれでオバマ・鳩山心から「チェンジ」かっぽれかっぽれ良ーいとな ヨイヨイ」
「☆かっぽれかっぽれジョークサロンもかっぽれ 素敵なジョークをかっぽれかっぽれ」

-4-

門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）
２）
３）
４）
５）
６）
７）
８）

地元のフアンの声援もだいナシダ
日本ハム
貴方は次の内どれが該当？ ①草食系②僧職系③早食系④装飾系
わたしゃ持病仕分けで毎日病院通い
老人
コン活で巻き返ししよう
スーパーコンピュター
「密約には何と書いてある？」
「カクカク シカジカ」
いにしえの 自民のおはこ 民主まで けふ強行に 採決するかな
脳に納税意識を喚起するのにモギテストが必要だった
♪ここは墓よね おばかさんよね うしろ指うしろ指さされても
ヌード一途に 命をかけて 撮ってきたのよ 今日まで♪（心のこり）
９） 監督の 正体みたい 彼尾花
横浜ベイスターズ
１０）焼き鳥と一緒にされてはかなわない
居酒屋の火事
１１）赤ちゃんが風邪をひいたら“あ感冒”
１２）森繁久彌の後を追った忘れがターキーひと
１３）日本は安値競争のジーパング
１４）懸崖に立つ普天間基地の移転

信用亭 駒公
（世田谷 佐藤忠恕）

①

都々逸パロディー（お馴染み都々逸もじりで世相を唄う）

口でけなして 予算で揉めて 後ろめたいは 自民党
野党になった自民党は。過去の経済施策の実行者であったことからどうにも追及には迫力を欠きますね

②

官僚使う 道理が不思議 あれだけ反対 した民主
あんなに日銀総裁決定に官僚を使うなと言ったのに郵政社長に官僚とはいったいどうなってるの

③

事業仕分けの 心になって 民主内部も 仕分けたい
政権内部での不協和音も目につくようになりました、ここいらでしっかり意見統一が欲しい民主党。

④

練炭自殺とは コリャまた怪し 当世流行りは 詐欺女
詐欺女の周辺には不審死が一杯、怖い世の中になったもんですねー。

⑤

試しに頭 叩いてみれば 早くも呆けの 音がする
長寿化は良いんですが、頭の中身の方が心配な向きが多くなってねー

⑥ 今時の 親という字を 分析すれば 立場きにせず 見栄を張る
子供教育は絶対必要だが、親の教育にも力を入れてほしいと言う声も出てますねー。
。

⑦

子育て支援は 大いに結構 苦労しがいの ある子なら
子育て支援金は大いに結構だが、心配なのは肝心の子供の出来がねー。
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言葉の研究

柴本和夫
その 1

その 2

その 3

注意すべき女性～昔と今

昔～江戸時代の関所にて
入り鉄砲に≪デ≫オンナ
今～平成の世の婚活にて
睡眠導入剤≪デブ≫オンナ～七輪もね
昔はふっくらした女性には、悪い人はいなかったのに・・・
和歌山カレー事件の林真須美のころから、≪デブ≫夫人には要注意
昔～魔性の女
妖艶な姿でフェロモンをまき散らす女性
エロス過剰 ⇒ はしょれ・エロス
今～ましょうの女
皆さん！○○しましょう～との掛け声ばかりの女
他人には薦めるくせに、自分では何もしない（類語：口先女）
昔～口先女
調子のいい～ジコ・チューの女性
今～口酒女
飲兵衛の～アル・チューの女性

曽田 英夫

狂歌ｎｅｗ門

なんでかと問い 答え分からず
・ 合併が またも来年 十月に なんでかと問い 答え分からず
・ 朝出かけ 一日仕事 夜帰る なんでかと問い 答え分からず
・ 「酒飲むな」言われて無視し 今日も飲む なんでかと問い 答え分からず
これは愉快と 笑い転げて
・ カラオケで ふざけて歌い 90 点 これは愉快と 笑い転げて
・ ラジオから わが川柳が 流れ出て これは愉快と 笑い転げて
・ 居酒屋で 勘定抜けて 安くなり これは愉快と 笑い転げて
・ 久々に 演芸場で 落語聞く これは愉快と 笑い転げて
世のなかは どないなってまんねん
・ 金出して 整形したが 無駄になり テレビで写真 ついに捕まり
・ 我が家では 事業仕分けで 見直され まず減額の 親父小遣い
・ 新型は 旧型の人 かからない 予防注射は やらずに終わる
片山敦夫
ほらえびす
：軽笑は軽傷か警鐘か、混迷する
政局に責任を感じ、各党が政党名を変更しました。
民主⇒民朱
国民が目を白黒、ゾッとして顔が赤くなるよう
な事ばかり言うので
国民新党⇒酷民辛党
国民に辛い事を求めそう
社民⇒捨民 時によっては、国民を切り捨てそう
公明⇒考迷
一本スジが通ってない
自民⇒爺眠 若手が育って欲しい
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いちじゅうにじゅうさんじゅうじゅうじゅうにじゅうじゅう

一 重 二重 三 重 十 重 二 十 重

平井 幸雄

（ひとえ ふたえ みえ

とえ

はたえ）

わたりはじめしき

しきねんせんぐう

１１月３日（文化の日）伊勢神宮の宇治橋渡 始 式に行ってきた。1300年以上続く、20年に一度の式年 遷宮。
来る平成２５年の６２回目の神宮式年遷宮に先立って、その４年前に、宇治橋の架け替えが行われた。
まさに、日本文化、歴史絵巻さながらの祭りの行列に参列して、
新しい橋を渡ってきた。
晴やかで、厳かで、歴史に満ちた情景を、直に肌で感じてきた。
式典当日の人出は、地元伊勢市の人口に匹敵する１３万人とか、式典の模様は、
みえ

一重二重の人垣で直接に三重？なかったが、
みえかくれ

かいま み え

大画面に映し出される映像で、人垣に三重隠れ？しながら垣間三重？た。
①天気が良く、②都合好く、③タイミングよく、ことが運び、
①行いが善く、②人が好く、③日が良く、すばらしい出会い、
①伊勢うどん、②松坂牛、 ③赤福を鱈腹食べて満腹になり、
よいこと、うまいことが、三つ重なり三重丸の三重の旅でした。
①新宇治橋と仮橋が並ぶ「伊勢の二重橋」を見納め、

↑橋工が、端から端まで綿密
に、釘一本も使わずに、隙間

②新しい橋の完成に伴って役目を終える「仮橋」の渡り納め、

無く接合され、つるつる、つ

③そして新しい宇治橋の渡り初め
と え は た え いくえ

めでたい十重二十重幾重にも重なる三重・伊勢の歴史絵巻でした。

やつやにカンナ掛けして仕
上げられたヒノキの肌触り
と、すがすがしい木の香り
を、感じてきました。新しい
エネルギーをいただいてき
ました。

藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、息」

値札見て 溜息ついて 店を出る
針の糸 息を止めても 通らない
白息と 新聞が来る 寒い朝
息を詰め ただ黙々と 蟹を食う
金星の 力士の息は うれしそう
嫌煙で たばこの煙 そっと吐き
検問に 息吹きかける 真似をする

大石脩（広川友雄）
ミニ洒落
☆今度の連休は、彼女とどこかへ行くんか？

階段で 一息をつく 歳になり
飛び乗って ドアにもたれて 息静め
乾杯の ご唱和だけは 息が合い
朝帰り 息を潜めて 開けるドア
一休み 大きく吸って また泣く子
息継ぎが 出来ずクロール 泳げない
大画面 選手の息が 聞こえそう

★いや、恋休さ
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高木 正明

コミック仕立て 語る七七七五調

昔やられた 強行決議 変わりゃ仕返し 民主党
犬の遠吠え 野党のひがみ せめて歯向かう 審議拒否
与党ボケした 自民の問いに 野党ボケした 民主答
無駄や不要が 無いかとチェック 叩く事業の 仕分け人
やたら増やした 空港･路線 飛べば赤字の 日航機
官房機密費 暴くの中止 突つきゃ薮蛇 脛の傷
デフレ宣言 遅まきながら 言ったところで 無為無策
五輪かぶれの 都知事の意固地 任期お構いない招致
オバマ来日 一泊二日 心ここには あらぬ旅
食の希望を オバマに聞けば 神戸ビーフと クロマグロ
マグロ獲り過ぎ 禁止のコール これじゃ寿司屋が 上がったり
まさかツアーが 焼死の旅路 韓国・釜山の 射撃場
逃げる手立ての 整形手術 それが裏目に 面が割れ
あせる婚活 男の欲と 弱み手玉に サギ女
話術巧みな 円楽師匠 次の高座は あの世から
映画・演劇 森繁節で 昭和鳴らした 演者逝く

野本 浩一

お洒落日記： あと、４年で８０才なんだって・・・？ いくつ？

近所の薬局で、ボクはちょっとした変わり者として、有名らしい。実習に来る若手の薬剤師の方との
ダジャレ交じりのやり取りが、一種の通過儀礼になっているらしい。
薬剤師「これが、アムロジンですね」
僕
「僕は日本ジン。君は、何ジン？」
薬剤師「こっちのクスリは、朝晩１錠ずつですからね」
僕
「あれっ？ この薬は、ディオバンって言う薬じゃなかった？」
なんていう応対で、楽しんでいる。店長と奥さんも、ニヤニヤ笑って、クスリと笑っている次第。
で、今回は、黒柳徹子さんの芝居を見て、僕の同級生も出ていたなんて話をしていた。黒柳さんの
年令とかも、分かったんだよと言った頃合いに、新しい若手の男性薬剤師が、
「クスリ、揃いました！」
と声かけてきた。
僕
「黒柳徹子はね、あと４年で８０才なんだって。いくつになる？」と、問いかけたら
若手薬剤師「２３です」と、とぼけた返事が返ってきた。
店長 「彼、自己チュウですから・・・自分のこと考えてます」
と、みんなして、笑い転げました。
という訳で、血圧の降圧剤は代金を払ったが、笑いグスリの代金は、タダだった。
稲葉 浅治
川柳「古い」
伝統の 暖簾を守る 城下町
古本屋 古いハタキが よく似合う
鑑定に 出してがっかり 古い壷

古寺の 庭と向き合い 三時間
苔むした 野仏誰か 赤い服
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浜田頓坊
－甘辛都々逸ほのぼのランド－
☆さあさ 鳴子で よさこい音頭 やあや こんちわ さあ踊ろ よさこい よさこい
土佐（高知）の「よさこい節（音頭）
」の歌詞は三十を数えます。このところ、全国各地の
都市で唱われ、イベントを盛り上げる踊りが開催されています。元気を頂いております。
それらの歌詞は歴史があり、人口に膾炙された有名なものばかりですが、
「さあこれから
始めますよ」という一句がありませんでした。そこで「よさこい節（音頭）のはじまりは
じまり」という、出だしの一句を加えてみては、と高知県の観光協会に提案してみました。
採用されると全国区ですけどね。笑いや、楽しみに遠慮は無用？でしょうからー。
☆今年はいろいろとお世話になりました。楽しい一年でした。来年もどうかよろしくお願
いします。良いお年を迎えられますように祈ります。

大石脩（広川友雄）
❤ミカちゃんの好きなクリーム
パン買ってきたわよ
♯ありがとう、これは？
❤苦離ームパンよ
♯それは？
❤栗ー夢パンよ

片山敦夫
ほらえびす
★「センタク選挙」のその後、 干され
てしまった。
－麻生元首相－
★そして 新ことわざ
昔－三人寄れば文殊の知恵
今－三党寄れば、もめ事の元！

インテリゲッチャッチャ中国記
シェイクスビア島川
『中国に行っチャイナ』という訳で、２度目の中国は北京と西安（昔の長安）機内から北京の明かり
が見えた時は『『翼よ！あれが北京の灯だ』って叫びたくなる感動を覚えました。(^人^)
オバマが帰国する車列とすれちがいました。こんなことなかなか遭遇できることじゃぁありません。
(@_@) 天安門広場の収容人数は１００万人です。コンクリートの板が 50 万枚あり、1 枚に 2 人立
てるからという計算だそうで・・・。 ＞_＜）
万里の長城は八達嶺ではなく居庸関へ。気温７度、山肌に少し雪が残っていました。風が冷たい。階
段を昇って遥かな稜線を見ながら俳人・志奴は 『長城の寒風天に舞い上がる』 と詠みました。
西安（長安）は城壁に囲まれた素晴らしい歴史の街でした。もちろん西安餃子（水餃子）を 16 種美
味しく食べましたが、私は台湾の小ロンポウの方がすきですねえ。
大雁塔は玄奘三蔵法師や空海が修行した寺です。今の天皇、皇后も来られたようで写真が貼ってあり
ました。遣唐使もよくこんな遠くへ来たものだと驚きました。
玄宗皇帝と楊貴妃が別荘として過ごした華清池は温泉もあったそうで楊貴妃は『食っちゃお風呂』で
太って、なんと９０キロあったそうな （×。×）志奴は 『夕陽あび天辺に在る柿一つ』 と詠みま
した。
今回の旅の最大の目標は『兵馬俑』でした。秦の始皇帝の権力を見せつけたものです。まだ採掘、修
復が続けられています。縦２４０メートル、横６０メートルに兵士、馬、馬車などがズラーっと並ん
だ光景に圧倒され、30 分ほど立ち尽くして見ていました。感動しました。（－;－）
良き旅の 3 条件は、良き風景・美味い食事・良き仲間です。今回は満足、満足の良き旅でございまし
た。
(o^―^o)
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★１１月例会：１１月２５日
集合順
印南博之・高木正明・野本浩一・平井幸雄・
小内節子・佐藤忠恕・松山カオリ・阿部浩・
門口泰宣・島川謙二・奥村篤史・曽田英夫・
西川信治・川島奈緒美・藤井敬三・
海郷達人・柴本和夫・
以上１７名
＊小内節子さんは、佐藤さんと一緒に南京玉
すだれを楽しんでいる方です。
＠２００９年の「今月の一笑」の投票用紙、新年会の案内（関東圏の人のみ）を送付します。
変集鳥宅の事情により、投票及び新年会参加申し込みにつきましては、ファックスはご遠慮
願います。何卒、ご協力のほどお願い致します。郵送又は、同人への手渡しをお願いします。
＠新年会は、２０周年特別例会＆パーティを実施しました神田・多町のレストラン
「ラ・リヴィエール」
（第３ハヤカワビルＢ１Ｆ）で実施致します。
（上記地図参照下さい）
今回は、１月１１日（祝日）
、１２：００～１５：００のランチタイムです。
新しい年がやって来ます。２０１０年です。
・・・・
１月１１日（祝・月） 新年会 １２：００－１５：００
会場：神田多町２－２ レストラン「ラ・リヴィエール」
会費：５千円、℡：03-3258-1800
２０１０年の例会は、毎月第４水曜１８：３０頃から実施です。
１月２７日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ･第２集会室
２月２４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
切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2009 年 11 月 17 日～2009 年 12 月 14 日
千葉県：野崎渉、海郷達人 埼玉県：渡辺知子、田中庸浩 東京都：青木孝、野本英里、
粕谷達雄・静子、 神奈川県：濱中順一朗、西森和枝、藤井有樹、佐藤良雄
新潟県：佐藤憲雄 愛知県：加藤大禮 岐阜県：古川昭子、大阪府：山下貞子
広島県：宮田勲、香川信子
佐賀県：野田文雄
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.243 発行
2009.12.22
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・
松山カオリ・渡辺みどり・加藤義雄・島川謙二・稲葉浅治・浜田親一・
松野信夫・山口幸子
他 多数です
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
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