＊＊＊ ２０１０年２月

No.２４４＊＊＊
世相点描「えっ、そうなの」
★「子供手当て」
実施（２０億円）しております。
－鳩山兄弟の母
★「上申書」
私も提出したい
－ 大脱税王
渋谷区／樋口七郎

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
祝 ２０１０年。元気に飛び立ちましょう。
２００９（旧年）中はいろいろとお世話になりました。
２０１０（当年）も、引き続き宜しくお願いします。
（柴本 和夫）

今年も、変集鳥宛の年賀状を多数、沢山、仰山、どっさり頂きました。ありがとうございます。
その年賀状から、寅年にふさわしい作品をしょうしょう（笑々！）披露させて頂きます。その為、
例会作品の披露が少なくなっておりますので、ご容赦願います、
さて、２１年目に突入した我がジョーウサロンですが、新春恒例の新年会を１月１１日（祝）
、成
人の日に実施しました。風邪を引いたりした人も出て、予定よりも減ってしまいましたが、それで
も２３名の参加により、賑やかに開催できました。演芸・ゲーム・チャリティオークション等々、
てんこ盛りの３時間余があっと言う間に過ぎた日となりました。
今年参加できなかった皆さん、是非、来年はご参加下さい。待ってます！
恒例の「２００９年の一笑」投票では、変集鳥・野本浩一の作品が栄誉ある第１位を獲得、２位
は柴本和夫、３位は松山カオリとなりました。ありがとうございました。
２００９年の一笑
１月 柴本和夫
２月 佐藤忠恕
３月 松野信夫
４月 渡辺みどり
５月 曽田英夫
６月 箱田忠昭

開票結果：総数５２票
21 ７月 柴本和夫
8
14 ８月 浜田頓坊
4
13 ９月 松山カオリ 19
16 10 月 印南博之
12
8 11 月 野本浩一
28
8 12 月 松野信夫
6

ＮＨＫラジオ第一 １月２日
おめでた文芸 おりこみどどいつ「はねつき」
１５００通以上の中から、同人が入選の快挙！
は 俳句都々逸
始めて三月
ね 根っから好きで
ネットでメール
つ 妻に聞かせりゃ
ついたかどうか
き きつい評
聞いてみる
（高木正明）
（門口泰宣）
＊こいつぁ、春から縁起もいい。凄い凄い！

上位 3 人 野本、柴本、松山

寅年に 運をとらえる 笑顔かな

丑終わり 寅の新年 希望･夢 大いに笑おう ジョークサロンで」 【曽田英夫】
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「昔はあったのに最近ないものは （出題：武井美雄）

足裏の土踏まず
秀逸

入選

（大田区：高 栄子）

【評】自分を題材にして笑いを取る。そのサービス精神が素晴らしい。
ときめく心
領地と屋敷と蔵と金
新内流し
金の玉子

（市川市：神代 京子）
（さいたま市：高木 正明）
（世田谷区：奥苑 順子）
（京都市：久保 三徳）
佳作

近所の悪ガキを叱る大人
（岩手県：片山 敦夫）
口笛に合わせて通る下駄の音
（板橋区：植竹 団扇）
豆腐売りのラッパの音
（川越市：石原 義三）
アイドルのホクロ
（横浜市：阿部 浩）
学生による集団デモ （京都市：牟禮 丈夫）
国鉄・電々公社・専売公社
（横浜市：加畑 高治）
定年後のヘソクリ
（稲城市：藤井 敬三）
日本の武士道魂
（鎌倉市：浜田 頓坊）
赤穂浪士の忠義
（町田市：浅沼 マサ子）
実家の国旗掲揚 （文京区：稲葉 浅治）

女性のはじらい
妻の三つ指
温かな妻の愛
世間の暖かい眼
日本人の横綱
ダッコちゃん
掛軸
SL
学資保険
帝国陸海軍
雪ダルマ
誕生日会
父親の威厳
亭主関白

（岐阜県：日比野 昌彦）
（横浜市：織田 元康）
（さいたま市：北澤 正嗣）
（佐倉市：笠原 宏之）
（渋谷区：樋口 七郎）
（荒川区：藤野 哲康）
（横浜市：鈴木 びん子）
（高知市：高橋 満子）
（横浜市：濱中 順一郎）
（千葉市：岡部 千代松）
（伊勢原市：武井 美雄）
（広島市：香川 信子）
（中央区：松山 カオリ）
（港区：柏谷 達雄）

次回（第１０９回）の題 「すごい名前だなあと思うものは」
しゃれて下さい（人の名・動物の名・植物の名・物の名 なんでも可）
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
＊次号（2 月 24 日発行 No.245 号）で募集するものは付けの締め切りは、都合により、
3 月 5 日頃となります。あらかじめご承知おき下さい。
新年会（会長挨拶・南朝乾杯・高木都々逸・平井漫談・・・新年の初め笑顔でご挨拶）
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２００９年、大いに笑って頂きました。２０１０年、さらに笑って頂きましょう。
練馬区／井手裕子さん：いつも伝笑鳩をお送り下さりありがとうございます。メンバーも頁数も

グンと増え頼もしい限りです。毎月楽しく拝読しております。ジョークサロンのユーモア・
センスが益々うっとおしい世の中にピリリと辛子を効かして下さることを期待しております。
仙台市／片倉静江さん：おもしろく、いつも大笑いしております。
横浜市／山口栄子さん：今年（２００９年）も楽しく読ませていただきました。益々のごかつや

くを期待しておりますと共に、来年（２０１０年）は“ものは付け”にチャレンジできるよ
う日頃から脳を空っぽにして訓練したいと思いました。
青森市／沼宮内春雄さん：毎月「伝笑鳩」の元気な飛来ありがとうございます。定年２年目で、

やっとこ週３日のアルバイト生活になれてきました。この間、伝笑鳩には心の栄養補給を賜
り感謝しております。２２年もよろしくお願いします。
町田市／青木孝さん：
『伝笑鳩』ありがとう存じました。
“対文”なかなかエネルギーを要するの

でしょう。作者のご苦労がしのばれます。良いお年をお迎え下さい。
船橋市／栗田勉さん：伝笑鳩、次々とよく創れるものだと感心。笑っている場合じゃない、ヒタ
イにシワよせてるんだ。
・・・
「苦あって笑あり」
。諸兄姉の作品、いつも感心しています。
愛知県／小西祥二さん：私の手元で、１月号の鳩はＮｏ．２４３「不死身」に、変身したようで

す。これからも、楽しみにしております。
岐阜市／古川昭子さん：伝笑鳩はこの闇の世の光のような存在ですね。
春日部市／坂木恒次さん：紙面、内容の充実・豊富さに感服です。どうぞ、良い年を！
千代田区／鳥居晴美さん：ファンが増えて、事務のお仕事も大変だと思います。これからも、楽

しみにしております。お手数をかけますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
大田区／高栄子さん：伝笑鳩は毎月楽しみですが、ものは付けに投稿を時々忘れ、又は間に合わ

ないことがあります。続けていきたいことです。２００９年は、娘の結婚もあったし、私の
人生のステージも変化、
上昇がありました。２０１０年も良いお年を！ 諸先輩方のお幸せ、
運気上昇をお祈りしております。
横須賀市／山中静代さん：新年おめでとうございます。伝笑鳩では、いつも楽しませていただい

ております。読み手も世間のニュースにアンテナを張って、いつも頭を研ぎ澄ませていない
といけませんね。本年も笑顔の年でありますように。
書ききれないくらい、多数の方からお手紙・カンパ、年末年始のご挨拶を頂きました。
誠に、有り難く、感謝申上げます。
ということで、まだまだ、新年の挨拶とかが続きます。
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２００９年、けっこう笑いました。 ２０１０年、きっといい年になるでしょう。
横浜市／高橋久夫さん：あけましておめでとうございます。アラ還１年生です。久しぶりの同窓

会で、
『こんなオジサンとオバサンの集まりではないはず･･･』と戸惑いをおぼえたり、その
同窓生に『君いくつになるんだっけ』と発してしまった自分に！？だったり、でも並みいる
大先輩の中ではフレッシュマンでした。
若者からも、お年寄りからもエネルギーをもらえる、
いい年周りになったなと思う今日この頃です。
青春の心を持ち続け、体重落として体力落とさず、健康な年輪をまた一つ重ねていきたいと
思っています。今年もよろしくお願いいたします。
草加市／村松一雄さん：明けましておめでとうございます。毎号楽しみにして拝見しています。

皆さんの作品からヒントを得て、
スピーチのときブレンドしながら話しています。新年会は、
残念ながら、林家正蔵・たい平の落語会があり、残念ですが欠席します。今年も是非、楽し
い笑いをお願いします。
千葉市／岡部千代松さん：毎月末の飛来を待ち焦がれています。先ず、ざっと目を通し、全体の

雰囲気を味わい、それからゆっくりと楽しんでます。
岩手県／片山敦夫さん：いつか自作のネタを持って、例会に参加したいと思ってますので、その
時はよろしくお願い申し上げます。良い正月をお過ごし下さい。
それでは、サロン同人の年賀のご挨拶をご笑覧下さい。
石井志津夫

謹賀新年 「笑いの医力」で、正月を迎えることができました。

平井幸雄

幸せを トラえる寅年に トライする ヒライです
呑みすぎて トラにならない トラの巻
虎視眈々と 虎の子はたき 探しタイガー

藤井敬三

笑門来福

印南博之

賀 ２０１０

高木正明

謹賀新年 楷書の出だし あとは草書に なるお酒
新春寄り合い チビチビ酒が あとはガブガブ 虎になる
不況ムードで 迎えた春の 景気気になる 初詣で

奥村篤史

今年もジョーサクサロンで大いに笑いましょう。
今年はトラ年。もしかしてプロ野球もトラ年かも・・。
初富士を 傘にせんとや スカイツリー

めでタイガーあーめでタイガー寅の年
寅の年 トライ魂！ 好奇心！
虎の子が頼り 年金生活者
虎の年 タイガードラマは何故‘龍馬’
寅年に 猛虎（蒙古）暴れる大相撲
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２００９年 「政権交代」 ⇒「新」

２０１０年 祈「景気回復」 ⇒祈「福」

京都市／むれ・たけお
新春「トラ物語」
ある寅年の寅の刻。熱烈なトラキチが、虎刈り虎ひげ虎毛の姿で、かの大磯の遊女・虎御前に
も劣らぬパッチリ虎目の美女を伴い出現。そして「虎の翼」か「騎虎の勢い」で１日千里を走
り、人から「虎の威を借る狐」とか「張子の虎」と揶揄されながら敢て前門の虎となり、虎の
巻携え「虎の尾を踏む」思いで虎穴に入り、虎視眈々と虎の子を狙うも失敗。何とか虎口を脱
して虎が涙にくれたあげく「虎は死して皮を残す」のみとなった ―― というお話。お粗末！
門口泰宣
謹賀新年 ２０１０年
祈脱却「虎ストミー」
昨年を象徴する漢字は「新」
。その証が「政権交代」
。
「新規巻きなおし」の期待大なるも、
「虎
の尾を踏んだ」連立与党に振り回され、誰をも傷つけない「友愛」は単なる「八方美人」であ
り、行き着く先は「八方塞がり」となり「憂哀」に転じそうです。♪仕分けなら手をたたこう
♪と「事業仕分け」だけは喝采をあびましたが、際限なき財源探しに活路が開けるかどうか、
「虎ストミー」の言葉の重みを突かれ、先送りした普天間基地移設問題が焦点となります。総
理のリーダーシップ不在が続けば、タイガーウッズ並みの人気下落が懸念されます。今年の流
行語大賞に「政権交代」が再度選ばれないよう頑張ってもらいたいものです。

天
野
秀
雄

立
春
大
吉
天
野
秀
雄
⇒

2010 年 1 月 1 日 御籤
赤坂豊川稲荷にて
豊川 第五十七番 半吉
2009 年 12 月 31 日の夜、上
天に満月を眺める。
そして、新年元旦に「半分も
吉ある」と知らされる。
＊大晦日見上げし空の満月
よ 今年も吉を忘れずに行
く
（幸せな事也）
野本浩一

満
吉
で
す
ね

土
屋
妙
子

半
吉
も
一
年
通
せ
ば
二
つ
合
わ
せ
て

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

松山カオリ
ジョークエッセイ
赤色と黄色
先日山梨に住む友人から干した赤とうがらしが送られてきました。その中に淡い黄金色の柚
子が一個添えられ、ややくすんだ赤色の中で輝いて見えました。｢柚子は今年初めて１１個
実りました。貴重な１個です。御笑味下さい｣とのメモがついていました。
３年前に東京から山梨に土地を求めて移り住み、広い庭には実のなる木々を植え、肥沃な土
を入れ替えて畑を作り楽しんでいる様子です。その６０代の友人はまだ仕事を持つ身で、時
折上京し仕事を片付けている話を耳にすると、よく身体が持つものだと感心してしまいます。
送られてきたものが黄色と赤色で、信号でいえば｢注意｣と｢止まれ｣なのが年齢を示すようで
やや複雑ですが、柚子ととうがらしの愛らしさが嬉しくて元気になりました。
近くに土地が空いているからこちらに住みませんかと誘われますが、空気がきれいと言う事
は魅力的でも畑仕事は体力が無く自信がありません。
新年挨拶：ジョークサロンの日は血圧が下がりますので、笑いのありがたさを通う毎に感じております。
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２０１０年
稲葉 浅治
川柳「めでたい」
奥村 篤史
１月１日
１月 11 日
２月 19 日
４月２日
７月 22 日
９月 30 日
11 月 22 日
12 月 22 日
最後に

川柳は 笑いを誘う 虎の巻
めでたいが賀状に乗って飛んで来る
めでたいな親子四代顔揃う

２００９年お洒落川柳
ｹｱﾏﾝｼｮﾝで玉簾披露
ＪＳ新年会
ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞギャラ最高！
ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ公園草むしり
ｼﾞｮｰｸｻﾛﾝ２０周年ﾊﾟｰﾃｨｰ
横浜にぎわい座深川＆かっぽれ
ｷﾞﾀｰｸﾗﾌﾞ ｹｾﾗｾﾗ発表会
大学合唱団 50 回記念発表会

藤井敬三
ユーモア川柳
「ああ、細胞」

鎌倉市／若狭芳生

金杯で米寿還暦屠蘇祝う
父母の年越えて元気なお正月

☆めでたいな元旦ご祝儀玉すだれ
☆銭太鼓メデタメデタの初演哉
☆ライオンが虎の子くれた５万円
☆公園とジョークサロンでオチ拾い
☆作品のネタ切れごまかし２０年
☆大舞台かっぽれ二人の間が勝負
☆ケセラセラ鳴る様に鳴り大成功
☆５０年経てば分からぬ顔と顔
☆寅年もトライ続ける芸・ジョーク

細胞が大あくびする定年後
大笑い脳細胞が活気づく
旨い酒細胞膜に染み通る
遺伝子の組み換えしたい馬鹿息子
脳細胞ひとあえぎして思い出す 近頃は頭皮細胞顔を出し
インフルに強い細胞高齢者
恋をして脳細胞が若返り
若作り細胞たちに裏切られ
ストレスが癌細胞を太らせる
がん細胞値上げを嫌う煙草税
大笑いすれば逃げ出す癌細胞
ＮＨＫとんち大学宿題 川柳
★女房が 亭主蹴散らす 師走かな
１２月８日 放送 ◎嵐山光三郎の採用で入選
★年の瀬や することもなく 暮れてゆく

米岡泰
サラリーマン川柳応募作品
＊過去、何回かベスト１０に選ばれる。雅号はその句に相応しいものを考えるべし。
①無駄なダム 世論の洪水 耐え切れず
（多数決壊）
②母親も 女優も捨てる エクスタシー
（芸能麻界）
③草食で 豚カツ食わず 婚活もなし
（南亭琴内）
④メールでは 雄弁なのに 口は下手
（パソコン族）
⑤天下り そこ退け仕分けの 人が来る
（見切り事業）
⑥機密費は パパも役所も 蜜の味
（内閣感冒）
⑦ママ呉れた お小遣いだよ 知らないよ
（鳩兄弟）
⑧子と孫と 両方生んだ 奇跡ママ
（母二人子二人）
新年会（三役奮闘・大統領謁見・新人歓迎・・・新しき年もみんなで盛り上げる）
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２０１０年

丑から寅へ 替わった年も 都々逸愛でて おめでとう

高木正明
コミックどどいつ瓦版 ２００９年まとめます
総理自身で 決めると言うが 聞けばブレたり 先送り
子供手当てが 兄弟当てに 鳩のママから 疑援金
言語明瞭 優柔不断 鳩山由紀夫は 草食系
人に食いつく 傲慢ぶりの 小沢一郎 肉食系
ドバイ・リーマン・円高・デフレ ままにならない 年の暮れ
待機児童の ママから悲鳴 園も探せず 就けぬ職
美容整形 不運の女性 脂肪吸引して死亡
例えブスでも 健康ならば 美容整形より命
浮気ほどほど タイガーにせんか 噂ウッズ巻く スキャンダル
「新」で括った 今年の漢字 新米政権 揺れる暮れ

都々逸パロディー（お馴染み都々逸もじりで世相を唄う）no.５
①

予算立てりゃ こうなるものと 知りつつ国債 また増えた
予算の無駄を削ればいくらでもお金は出てくるはずが、どうもねー、また国債増発ですか。

②

暫定税率 削減出来ぬ 歳入確保と しか言えぬ
マニュフェストの目玉、ガソリンの暫定税率廃止も財政難から見送りに、却って混乱しますよねー。

③

県内外と 喧嘩はお止し 基地問題も 先送り
日米間の懸案事項の沖縄基地問題、これも結論が出ずに先送りですか。

④

口も立つけど 力も強い 小沢と喧嘩は 気が揉める
党と内閣の二元化が懸念されてましたが、小沢さんと総理では先行きは見えるような気もしますねー。

浜田親一

頓坊「甘辛都々逸ほのぼのランド」 自己紹介を都々逸で
浜で生まれて田んぼで育ち親戚みんなで一二三
土佐の高知で産湯を遣い今じゃ鎌倉極楽寺
頓という字は頓馬の頓よ頓智の頓とは紙一重
本籍問へば神田の見える駿河台だよ一丁目
伝笑鳩では一年ちょっと遅れ参りし高貴人
新年会 （印南頓智・奥村油売・松尾熱唱・佐藤面踊・・・初春を寿ぐ笑顔芸達者）
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２０１０年
曽田英夫
狂歌ｎｅｗ門

楽しみは ジョークサロンに 友集い ダジャレや狂歌 皆笑うとき
大晦日 これが足らない あれもない 行ったり来たり 振り回される
居酒屋は どこも満員 金曜日 行ったり来たり 振り回される
金策は うまくいかずに 銀行を 行ったり来たり 振り回される
３億の 札束ベッド 寝てみたい ２１０人 加えて欲しい
坊さんは 「新」と書いたが 本当か 誰もが違う 「辛」ではないか
忘年会 不況デフレ 吹飛ばし 笑顔ではじめ 笑顔で終わる
古い友 居酒屋で会い 乾杯し 笑顔ではじめ 笑顔で終わる
とうサロン この一年の 例会は 笑顔ではじめ 笑顔で終わる

上の空組 印南博之
大娯解 年末特集 定番 娯解集
歌
♪ヒイ爺さんに連れられていっちゃった
赤い靴
♪開いてみれば怖いカニ
浦島太郎
♪便声しゅくしゅく
トイレより（鞭声）
川中島
♪屋根まで飛んだ
そりゃ大風が
しゃぼん玉
慣用句
焼けぼっくりに火が付いた
焼け棒杭
棚からポタ餅
ぼたもち
牡丹餅
一把ひとからげ
十把ひとからげ
物事には一長両端がある
一長一短
背に腹は変えられる
変えられないから苦労してるのに
情けは人の為ならず
はげましになるんです！
一ノ瀬善秋

シャレクスピア（洒落久寿飛夜）
孫に・・
「田舎のおばあさんのなぞかけ」
目をつぶって見えるものナーニ
目も鼻も耳も無くて口だけあるものナーニ
目三つで歩くものナーニ
目一つで足一つナーニ
目の前にあって見えないものナーニ

「夢」
「瓶」
「下駄」
「針」
「まぶた」

門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１．不倫情報がインサイドアウトして車がスライスした
タイガー・ウッズ
２．♪おのこなら おのこなら 未練残すな 沖縄の夢に
もとをただせば マニフエストじゃないか 度胸一つで
おのこなら 辺野古ならどうするや♪
（男なら）
３．♪おふくろさんよ おふくろさんよ 金が足りなきゃ 金がある
雨の降る日は 傘になり お前もいつかは 世の中の 政治家になれよと
教えてくれた あなたの あなたの献金 忘れはしない♪ （おふくろさん）
４．ボーナスが減ったサラリーマンショック
５．♪戦争は続くよ どこまでも♪
アフガンへ米軍増派
６．ＪＡＬの年金とかけて バイオリンの初心者と解く
その心は “げんがく”で苦労します
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２０１０年

楽しみは イラスト絵解き なぞかけや ダジャレし作を 皆笑うとき

平井幸雄
ダジャレの仕分け
行政刷新会議の事業仕分けで「仕分け人」の矢継ぎ早の厳しい追及ぶりが話題となった。言い訳無
用とバッサバッサと一刀両断に事業廃止、予算削減とやる姿は・・・格好がいい？ いや、
一寸やり過ぎでは？ ヒライノートにある駄洒落を俎上にのせ、採否の仕分けをしてみたい。
△見直し

×廃止

新型イン古エンザ

豚でもない新型

（古きを訪ねて、新しきはＷｅ留守です）

早くインフルエンドになってほしい

政権交代（小・鳩の民主党）

ムダなダムはムダ（無駄なダムは無だ）

政権後退（自民党→地味～な党になったね）
Ｙｏｕ Ｉ（友愛）ならいいが、

普天間基地問題の先送りは、

Ｉ Ｍｙ（曖昧）は困る

基地（吉）とでるか？今日（凶）とでるか？

ピーンポーン！とチャイムの音がなると卓球便

ボクは

が届く・・

チーン（電子レンジで）して食べた

低級な暮らしの我が家のチャイムは、

お婆さんは

ビ～ンボ～ン！と鳴る

チ～ン（仏壇で）して食べた

「私を切手ください」と、日本郵政の西川社長辞

エコ（ＥＣＯ）は各国のエコロ爺な頑固なエゴ

意を表明。そしてポストがなくなった・・・

や、一部の国へのエコ贔屓で、エ～コとないな。
コペン半減ＣＯＰ１５

柴本和夫
言葉の研究
★注意すべき～昔と今～前と現
その１
○○な人
前首相～KY～漢字が読めない
現首相～SY～数字が読めない
ちなみに金鳥の名前のイニシャルは～KS ⇒ 賢く素敵
ちなみにジョークサロンの人たち～KY～神田で酔っている
その２
鳩山家の人たち～宇宙人～妻と母
前～≪華麗なる≫一族と言われた
現～≪仮名なる≫一族といわれる～あれは子供手当
その３
髪の毛の短い女性は気が短い～の法則
昔～辻本は～総理・総理の≪連呼≫でした
今～世界一位じゃなければダメですかの～≪蓮ホウ≫です
京都市/／大石脩
洒落まっせ

野本浩一
人生訓歌

●「なっトラん。タイガーにせぇ」
「日本一をトラはりまっせ！ それを見タイガー！ねぇ！」
●「葉巻煙草の販売が日本で一番多いのは何県？」
「シガー県！」
●「いつも、僕たちが話したり見ているる魚はナンでしょう？」
「携タイ、たい」
人生は 冥土までの ひまつぶし そう言いし人 敬うばかり
人生に 必要なもの 三つだけ 愛と笑顔と お金少々
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★１２月例会 １２月２２日
集合順
１６名
一ノ瀬善秋・野本浩一・奥村篤史・佐藤忠恕・藤井敬三・平井幸雄・阿部浩・高木正明・
松山カオリ・門口泰宣・印南博之・西川信治・曽田英夫・米岡泰・小内節子・柴本和夫
＊例会会費：男性 1000 円、女性 500 円。印刷費・会場費に充当します。
＊消費税と同じく、当面アップ予定はありませんが、参加者増を期待してます。
☆２０１０年
１月１１日
新年会
２３名
青木孝・一ノ瀬善秋,・印南博之・奥村篤史・神山徹・小内節子・佐藤忠恕・柴本和夫・
関野美和・曽田英夫・高木正明・高橋友季子・中町栄住・西川信治・野本浩一・平井幸雄・
藤井敬三・藤野哲康・藤野有樹・松尾貴臣・松山カオリ・門口泰宣・渡辺みどり
＊関野さん、松尾さんは変集鳥の知人･後輩。初参加です。
＊都合で不参加という方からも、多数連絡頂きました。いつか会いたいですね。
＊レストラン「ラ・リヴィエール」には、２０周年に続いて、お世話になりました。
＊会計報告：2009 年末は残高 20 万円弱です。伝笑鳩印刷費がアップしてますので、
例会参加が 20 人を下回ると、残高は減少していきます。カンパ歓迎です。
＊郵送読者をご紹介下さい。
「笑来（わらい）
」の輪を広げて行きましょう。
２０１０年の例会は、毎月第４水曜１８：３０頃から実施です。
２月２４日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ･第２集会室
３月２４日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
４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

切手・カンパ受領一覧（敬称略）
2009 年 12 月 15 日～2010 年 1 月 18 日
青森県：沼宮内春雄 千葉県：栗田勉、桜井レイ 埼玉県：坂木恒次、村松一雄、羽柴隆三
石原義三、岡部千代松、和久井哲男 東京都：甲田澄子、木村和男、植竹団扇、神山徹、
鳥居晴美、青木孝、井手裕子、小柴常雄、 神奈川県：天野秀雄、中町栄住、平田レイ子、
鈴木敏子、山口栄子、高橋久夫、加畑高治、 愛知県：小西祥二 京都府：大石脩
前月分氏名訂正 佐藤良雄⇒伊藤良雄、藤井有樹⇒藤野有樹
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.244 発行
2010.1.27
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・渡辺みどり・稲葉浅治・浜田親一・松野信夫・
大石脩・樋口七郎・若狭芳生
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
発行鳩舎：同巣会ジョークサロン
- 10 -

