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ユーモア川柳 「ああ、ツボ」
☆足裏のツボ押し過ぎてマメができ
★痩せるツボ脂肪が厚く押しきれず
☆記憶力取り戻すツボ見つからず
★ワン公のツボを押したら噛み付かれ
東京都／藤井 敬三

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
桜前線北上中。さて、これからは何処で桜を楽しめるのか。飛んで行きたいものです。
４月１７日（土）の朝、関東地方にも雪が降り、雨に変わり冷え込む中、８：３０から１０：３０
まで、新宿御苑にて「内閣 平成２２年 桜を見る会」が開催されました。ジョークサロン会員の松野
信夫参議院議員を経由して招待状を受けた幹事（曽田・柴本・門口・野本）は夫人と連れ立って、遅咲
きの八重桜を眺め、詰め掛けた来場者に挨拶をする総理夫妻を遠めに眺めたり、握手してきました。門
口夫人は風邪で欠席でしたが、松野議員の奥さんも参加しまして、夫人たちの交友もできました。
門口さんは丁度、鳩山総理と握手した折には陽が差してきたので、
「You are my sunshine!」を歌った
とか。曽田快鳥は、しっかりと幸夫人も、その旦那である総理も写真に納めました。
変集鳥としても、滅多に掲載できない総理夫妻の写真を伝笑鳩に掲載するべく、新規購入のデジカメ
付き携帯を駆使したのですが、今ひとつでした。
「桜を見る会」の後半あたりから、天気は回復してきました。午後は快晴に転じましたね。
日本も、天気だけでなく、景気とか生活全般とかが、回復してもらいたいものです。
それはともかく、時の総理夫妻の生写真を伝笑鳩に掲載できるとは、思ってなかったなぁ。ホント。
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町田市／青木孝
『伝笑鳩』ありがとう存じました。ボリュ
ームがあるので、全部目を通すのにもエネ
ルギーが入ります。作者の方のエネルギー
に比べれば楽なものでしょうが。継続のご
努力に頭が下がります。 ３月２６日

宇
宙
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の
雨花
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て

横浜市／渡辺達雄
当方も相変らずジキルとハイドの二刀流に
て暮らしております。なかなか参加出来ず残
念の極みでありますが、皆様方によろしくお
伝え下さい。末筆ながら、ジョークサロンの
益々のご発展を祈り上げます。

満開のサクラあやかってなのでしょうか、多数の作品が届きました。
例会の作品も、賑やかです。全てを掲載できません。字句の修正等もあります、ご容赦下さい。
ということで、今月の「お笑いア・ラ・カルト」をご笑味頂ければ、光栄です。

赤白黄 花々咲いて 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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「一度は経験してみたいものは

心中
秀逸

（練馬区：井手 裕子）

【評】歌舞伎の主人公になりたい心中お察し申上げますが、一人じゃできないよ

入選

佳作

絶世の美女を振る
銭湯の番台
女装
北上する桜を追うのんびり旅行
結婚

（横浜市：織田
（江東区：柴本
（文京区：稲葉
（市川市：神代
（中央区：松山

元康）
和夫）
浅治）
京子）
カオリ）

宇宙旅行
宇宙遊泳して青い地球を見る
総理大臣（解散と言ってみたい）
指揮者
目利きの鑑定師
絵の個展開催
億万長者
マハラジャの生活
自分の葬儀委員長
死後の世界
地獄巡り
三途の川の渡し守
臨死（幽明境）体験
世界中の人々との交流
ミスワールドの審査員
老いらくの恋
ばれない不倫
ものは付けの秀逸入賞
あの役（ご想像にまかせます）

（渋谷区：樋口 七郎）
（町田市：浅沼 マサ子）
（鎌倉市：浜田 頓坊）
（広島市：香川 信子）
（さいたま市：高木 正明）
（横浜市：鈴木 びん子）
（伊勢原市：武井 美雄)
（大田区：高 栄子）
（横浜市：阿部 浩）
（千葉市：岡部 千代松）
（佐倉市：笠原 宏之）
（板橋区：植竹 団扇）
（京都市：牟禮 丈夫）
（荒川区：藤野 哲康）
（稲城市：藤井 敬三）
（町田市：石井 達也）
（港区：柏谷 達雄）
（横浜市：加畑 高治）
（松戸市：田中 清和）

次回（第１１２回）の題 「いても立ってもいられないものは」
（出題：香川信子）
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切 ：5 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈
♪今月のにんまりソング
（さあ、みんなで歌おう）
作詞：中町 栄住
題名：「献金の母」
（原曲：「岸壁の母」）
金は来ました♪
今日も来た♪
この通帳に、今日も来た♪
ばれぬ願いと、知りながら♪
ばれぬ、ばれぬ、ばれぬ、ばれぬに ひかされて♪
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その１．今月は 酔狂人が 揃い踏み 笑いが過ぎて アゴががくがく
松戸市／田中 清和
祝！ 選抜高校野球 沖縄・興南高校 全国制覇
沖縄の友人との会話：
「延長の決勝戦 熱戦だったね。まさか 優勝できるとは思わなかったのでは」
「こうなん のは 予測できたよ。沖縄勢のレベルがアップしているからね」
「練習の賜かも知れないね。いつもはどこでやっているの」
「そりゃ 校南 のグラウンド」
「ピッチャーの島袋君 硬軟 を使い分け 見事だった。球も速かったね」
「そりゃ そうだ こうなん（光陰）矢の如しさ。彼は こうなん（口内）炎 で体調は今ひとつ
だったがね」
「バンド処理がうまく 後難 を うまく 排していたね。彼は 将来どこの大学に進学するのかな」
「そりゃ 甲南大学 だろうな」
「それにしても 沖縄は 基地移転問題で 厳しい 事情にあるが 一種の清涼剤になったね」
「そうだよ。米軍基地は 来ぅなんだら それに越したことは無いからね」

福井の山﨑正剛です。いつも楽しい「伝
笑鳩」をお送り頂き有難うございます。
皆様のご活躍に感銘しています。
最近は NPO 法人「国際飲酒推進連盟」の
手伝いをさせられることになり、日本支
部北陸地区担当の「顧問アドバイザー」
の名刺をばらまいて、会の発展に努力し
ています。
岩手県／片山 敦夫
ほらえびすも聞き書いたアメリカンジョーク
★中華料理店の怪しい雰囲気
同じオフィスに勤めるいたずら好きのジョンとチャーリー。ランチによく行く中華料理店で、塩と
砂糖の中身を入れ替えたり、しょうゆと酢をまぜたりと、さんざん悪さを繰り返していた。ところ
がなぜかある日、二人は心を入れ替えて、料理店の給仕長に謝った。
「今までは、本当にすまなかった。これからは、二度といたずらはしない」と。給仕長は、ぺこん
と頭を下げて言った「謝々。では、わたしどもも、これからは、そちら様のお茶に小便は入れない
ことにいたします」
藤井 敬三 ユーモア川柳「ああツボ」
稲葉 浅治 川柳「違う」
★足裏はどこを押してもツボがある
手術して 後で気が付く人違い
☆ラッシュ時に隣の肘がツボを押す
もててると 勘違いして バア通い
★ホステスの体を触りツボ談義
世が変わる 政権交代 勘違い
☆あちこちのツボを押してる会議中
言うことが その都度違う 宇宙人
★ツボの本読んで出かける指圧院
不愛想 沈黙は金 勘違い
☆お互いのツボ押し合って定年後
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その２．今月も 自慢の作が 揃い踏み 笑いを越えて 驚くばかり
海郷 達人

対 文（逆さに読んで応答を楽しむ文芸）

雁立ちぬ（能登）
雁飛び立ちぬらし。羽咋に見し眺め。雪しなむ残るは。
かりとひたちぬらしはくいにみしなかめゆきしなむのこるは
春、この空しき夢。哀しみに、行くは知らぬ地。旅鳥か。
雁立ちぬ（中川）
見し、中川の昼下がり。雁飛び立った西北へ。佇みつつ、見居るは。
みしなかかわのひるさかりかりとひたつたにしきたへたたつみつつみをるは
春を見つつ、水湛へた岸にたった独り、雁が去る日の我が哀しみ。
じ ぶん

平井 幸雄

はめ字 文

＆ おまけ

正方形のマス目の中央部に、鍵文字を
クロスさせ、あいたマス目に文字を入
れて文章を作るのが「はめ字文」です。
題となる鍵文字は共通でも、作る人の
アイデア次第で、全く違う文ができま
す。使う文字は漢字でも仮名でもよく、
粋で洒落のあるものが良しとされま
す。散歩や日常の仕事をしながら想を
練り、国語辞書を手元において思いつ
いたらすぐ開く習慣がつくので、言葉
の財産が増えるのも「はめ字」の効用
のひとつです。
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その３．今月も 女性の参加 ありまして のどかな笑い 楽しみのとき
松山 カオリ

ジョークエッセイ

「さくら色」

さくらの花の咲く季節に思い出す事があります。
４０年前の出来事です。
友人がお見合いをすると知らせてきました。おしゃれな彼女は、当時流行っていたベージュ色のイン
ドシルクで仕立てたワンピースを当日着る予定だとのこと。
数日後その友人から、お見合いの結果を知らされました。
｢先方から断ってきたのよ、理由は何だと思う？｣
さくらの季節なので華やかな着物姿で出席するだろうと思っていたら、あんな地味な洋服で現れて失
礼でしょうと紹介して下さった方に叱られたそうです。
お見合いもカジュアル化し、[コンパ婚活]が全盛の今では考えられない話ですが、昔ながらのお見合
いには、人格や容貌の美しさ以上に着るものだけで判断されてしまうような一面もありました。
さくらの花のようにはかなく散ってしまった苦い思い出話も、白髪交じりとなった今では、すっかり
笑い話になりました。

渡辺 みどり
⚫

家族の会話７

（夫婦編）朝食中、新聞を読んでいる夫が私に急に問いかけた。
夫

「”イカズチ”って意味かわかる？」

私

「え！？(急に振られて困惑) ”いけず”ってこと？(ちびまるこちゃんがよく発言する”いけずぅ

～”
って感じ？ だって、”いけず”って、”行かず”が語源って聞いたことあるし…汗」
夫

「君、まずいよ、そんなんじゃ。雷のことだよ。カミナリの雅語※的表現なんだ、訳すと”elegant
Word”

私

ほら、君の目指すところでしょ（嘲笑）
」

「
（うぅ）…」
ぐうの音も出ないほど、悔しい思いをしたのでありました。
＊平安時代の和歌などに使われた大和言葉のとこらしい。江戸時代の国学者や歌人が、正しく風雅なものとして
尊んだ言葉

出席者最年少記録達成おめでとう！
渡辺真由ちゃん。

３月２４日は女性５人（含む真由ちゃん）
右奥後方に座って、作品を聴いてます。
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ちょっとピンボケでゴメンナサイ。
ちゃんと分かって笑うのは母譲りらしい。
その４．楽しみは 馴染みの作者 はりきりて 世の中ばっさり 切りまくるとき
高木 正明
コミックどどいつ瓦版 《世間話を コミック仕立て 語る七七七語調》
１．予算審議に 気分のたるみ 遅刻閣僚 三人衆
２． 無いと言ってた 密約ばれて 歴代首相の とぼけ顔
３． 基地の移設が 見通し立たず 策の無いのが ゼロベース
４． 子供手当ての 行方を追えば 親の飲み代 子のゲーム
５． 負けた原因 究めもせずに 新党作りと 言う自民
６． 廃止論議の さなかに開く いばらの茨城新空港
７． カキやワカメや ホタテやコンブ チリの津波に 恨み節
８． トキにさいなん テン災などと 言えぬ人災 管理ミス
９． 牛は食っても 鯨は食うな 言われたくない 食文化
１０． 春に三日の 晴れ無しなどと 開花予報に 四苦八苦
１１． 春の嵐が バッサリ倒す 鎌倉史録の 大銀杏
１２． 勘に頼った 野焼きで参事 富士の裾野の 強風下
１３． 冬季五輪で 取れない「金」を パラリンピックで 取る快挙
門口 泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）ヨナヨナ夢に出てきたライバルに負けた
真央ちゃん
２）♪メダルの山は天下の険 韓国勢に歯がたたず♪（箱根の山）
３）不覚３原則
密約発覚
４）撮り鉄に使わぬようにと取説に書いてほしい
５）夢をかたきに
富士通前社長
６）テン敵に襲われトキ既に遅し
７）喧々諤学習院
不登校問題
８）再生をかけてもういちょう
鎌倉八幡宮
９）勲章の価値は「ゴマンドール」位かな
北野たけし
１０）ならぬ解任 するが堪忍
民主党
１１）大関目指して頑バルト言っている
１２）検閲エンジンじゃサクがないと撤退
グーグル中国
１３）沢尻エリカのポスターのお尻を触るな！
笑門亭来福（西川 信治）

政治呆談・スポーツ呆送

・幹事長によって「サークル活動」から「体育会系」に脱皮できた。
（幹事長側近 細野副幹事長）…クラブ活動と政権をたとえるとは
・ マニフェスト「選挙至上主義」
（どんなことをしても参院選を勝つ）
・小沢の呪縛「私の批判をすると選挙に勝てない。負けたら日本は良くならない」
（あんたがやめないと）
・ 生方さん解任劇 剛腕→倣岸
自らは手を下さず全て意のまま独裁者
批判高まり「自分が解任をやめさせた」発言
・北教組 毎月１万円も組合費を取れば金が余って使い道がない（北海道の先生も大変だね）
・ 自民党谷垣総裁の後ろに「なまごえプロジェクト」
（何か生の肥えを連想してしまう）
・
「こんな立場になってしまって。ならなければ良かったと言っているのではありません。
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妻は毎日映画をつくりたいと言っている」
（日本アカデミー賞にて 鳩山総理）
その５．楽しみは 昔の智恵を 借りつつも 新たな境地 切り開くとき

曽田 英夫
狂歌ｎｅｗ門
笑う人には 幸福が来る
・オヤジギャグ いわれようとも ギャグ飛ばす 笑う人には 幸福が来る
・体内の 血流あがり 元気出る 笑う人には 幸福が来る
・悪政も 五七五文字で 切り落とす 笑う人には 幸福が来る
・楽しみは ラジオ土曜日 午後三時 笑う人には 幸福が来る
・酒はいる にぎやかになる 仲間とは 笑う人には 幸福が来る
まじめにやれば 人生ひらく
・狂歌には 不出来な時も あるけれど まじめにやれば 人生ひらく
・卒業後 三十九年 たってもた まじめにやれば 人生ひらく
・古いけど 庭付きの家 財産に まじめにやれば 人生ひらく
・地方へも 行かず東京 二十年 まじめにやれば 人生ひらく

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）
都々逸パロディー（お馴染み都々逸もじりで政争を唄う）no.６
① 取った政権 維持せにゃならぬ 恨みまいぞえ 小沢流
政権取ったが基盤の弱い民主党、政権確立の為の剛腕小沢流、分からないかなー分からないだろうなー。

② 察しておくれよ 首相の気持ち 決めぬところに 味がある
重要事項の決定に何時も決断力のなさは話題になるが、そこが首相の持ち味だって、やっぱり宇宙人？

③

決断の 弱い人だけ 普天間基地の 決着気になる 5 月まで
懸案の沖縄基地問題、約束の期限 5 月までに決めるのか決められるのか、分からないなー首相の気持。

④ 愚痴も色々 反対も出る 野党暮らしの 持つ苦労
負犬根性って奴ですかねー、内部分裂しないで、自民はここで踏ん張らないと本当に立ち直れませんよ。

上の空組 印南 博之
大娯解
♪ 春の大西洋にまぐろが泳ぐ
モナコの船では獲れない魚
すしやに座って大トロ食べて とるな！ とるな！ と大声あげる （春の小川）
「ことわざ我楽多店
第 6 回」
１．鬼の金棒：
大小、軽重、いろいろございますので、ご自分の力量に合わせてお選び下さい。
鬼が島からのはバーゲンセール中でございます。
２．溺れるものがつかんだワラ：
昔むかしわらしべを拾って長者になった方もいらっしゃいますので、
大切になすってくださいまし。
３． 同じ穴のムジナ：
たぬきとよく似ておりますが穴掘りはへたくそない居候ですから
宅配便のハンコ押しぐらいしかできませんよ。
４． コロンブスの卵 のかけら：
各国からひっぱりだこのお釈迦さまの骨、仏舎利の中にはオオカミやウシの骨なんてのもあるそう
ですが、こちらは 0.1 グラムでも本物でございますよ。
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その６．今月も 洒落かき集め おのがこと 書いて晒して 笑って頂く
奥村 篤史
昨年10月29日―11月4日 6泊7日で初の豪州旅行。ケアンズは豪州の中で日本に一番近く、珊瑚礁が日
本列島位の長さで続いているという憧れのスポット。夕食後「☆ウトウトの間もなくウトで現地着」
。晴
天。
「☆お迎えのバスとお迎えシャワーが来」
。港へ。
「☆大揺れですぐゲーゲーゲーの鬼太郎に」
「☆ク
ルーまでゲーゲーゲーがクルー揺れの旅」
。アッシーは「☆出すもんか俺は大ケチ出すの嫌や」さあこれ
から3日間、1日3回のダイブ。
スポット・魚の説明会。
「☆珊瑚を守れ！折るな触るな注意が 15（=3*5）
」
「☆潜るより着るのに疲れる
ダイビング」
「☆初回は不安 １年ぶりでなお緊張」
。船より飛び込みスーツのエアーを抜き潜るが何故
か潜れない。
「☆スーツエアー抜いてるはずが入って来る？」 もたもたしているとインストラクターが
来て「☆機材異常！ スーツのエアーを全部抜く」とスーツをぺちゃんこに。休憩後、現地機材を借り
第２回潜水開始。余裕を持って見ると珊瑚礁はかなり白骨化し死滅状態。ちょっと期待を裏切る。翌日
は北のスポットを目指し１時間半、
翌々日は又同じ東スポットへ。
「☆海の美より海の激しさ知る３日」
。
１日３本はかなりハードダイビング。でも初めて憧れのナポレオンフィシュに会え感無量。
「☆海でナポ
レオンフィッシュ 陸で乾杯ナポレオン」
。街は予想以上の日本語看板、メニューも日本語あり。
「☆日
本のキャラクター（漢字）集まるレストラン」
。
「☆大口でワニ食い、カンガルー食い跳ねる」
。
「☆コア
ラいい写真の土産にご満悦」5 泊 6 日後 12 時空港に着くと「☆飛行機は欠航、今日ダメ明日なら結構」
「☆欠航で無料ホテルと豪華食」６泊７日豪州旅行でした。

野本 浩一
お洒落日記
【再訪 ２０１０年： ああフィリピンよ 出発前 】
昨年１０月に来日したフィリピンの友人夫妻からその息子の結婚式への招待を受けていたが、いよい
よ挙式が迫って来たので、慌しく３月１１日（木）から１７日（水）まで、フィリピン再訪の旅に出た。
その前に、ちょっとした事故に遭遇した。２月のジョークサロン当日の帰途、背負い込んだ D バッグ
から会社の携帯電話と自宅と車の鍵を盗まれてしまい、被害届けを作成してもらった。被害届けという
のは、事情聴取の後、警察が作成することを初めて知った。
車はともかく、自宅の鍵は、付け替えておくべきとなり、大枚２万１千円にて交換。
この臨時支出で、フィリピンでの小生の小遣いは大きく減額することとなった。
フィリピンよ ああフィリピンよ フィリピンよ 金ありゃ天国 無きゃ地獄
フィリピンよ ああフィリピンよ フィリピンよ 過ぎたるも猶 足らざる如し
【再訪 ２０１０年： ああフィリピンよ 結婚式 】
３月１３日（土）フィリピンの首都メトロマニラから車で２時間ほどの避暑地タイガイタイでの、教
会での挙式とそれに続く披露宴に参列。５、６百人が集う賑やかなものだった。相当に奮発しているな
ぁと、感心するばかり。式も披露宴も、当初の開始案内から３０分、１時間程度遅れるというのが、や
はりフィリピン・タイムだね、というのも想定内のものだったが、披露宴は楽団演奏付きで歌あり、ダ
ンスあり、の楽しく賑やかものだった。
ほろ酔い加減で、新郎新婦にお祝いを言う参列者に混じって、それなりによく知っているつもりの新
郎に 「飛び入りでよかったら、お祝いに歌でも歌いたいなぁ。どうかな？」と提案する。
「ミスター、ノモト。お申し出はありがたいのですが、それは難しいです。全て、事前のプログラム
（計画）でやってますから、ノモトさんが歌うと、大きなプロブレム（問題）になります」と、やんわ
りと断れた。
フィリピンよ ああフィリピンよ フィリピンよ 時計はあれど 時は計らず
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フィリピンよ ああフィリピンよ フィリピンよ アジアの寵児 いまは何処に
その７．インテリも 入っているよ 我がサロン ヒネリあるので 頭をひねる

米岡 泰
南亭琴内氏のどんでん返し２４ エデンの園
アダム「神よ。私は一人ぼっちで寂しいです」
神様 「よし！ お前のために女というものを作ってやろう」
アダム「女って何ですか？」
神様 「お前の言う事をよく聞き、勤勉で倹約家である。彼女は美しく、魅力的である。炊事、洗濯、
掃除が得意だ。夜はお前のために寝床で素敵な事をしてくれるだろう」
アダム「何だか面白そうですね」
神様 「うん！ しかし作るのには材料が要る。お前のあばら骨を１２本と心臓と杯の半分、肝臓・
腎臓も半分を取り出すのだ」
アダム「それは困ります。肋骨一本ぐらいで何とかなりませんか？」
神様 「うーむ！ 少し難しいがやってみよう。だが出来は判らんぞ」
こうして女が作られた。
島川 謙二

★☆インテリゲッチャッチャ・ジョーク
『立川談志物語』

シェークスビア島川

・私が好きな落語家 立川談志 理由は上手だから。(*^。^*)
私が嫌いな落語家 林家正蔵、三平、林家木久蔵 理由は下手だから(×｡×)
・爆笑問題の太田光は実は立川談志の子供です。談志自身が『談志百選』の中で告白しています。そう
いえばどっか似ているねえ。 (^人^)
（注．１）
・談志が参議院議員にビリで当選して大平正芳の人間に惚れて大平派・宏池会に入って挨拶。
『皆さんと
こう近い関係になるなんて夢のようです・・・』
談志は立川流の後援をしてくれた稲葉修代議士の選挙応援に冬の新潟に出かけて『稲葉修稲葉修でござ
います。おさむうございます』とやった。 (#^.^#)
・志ん朝、談志、円蔵、毒蝮の 4 人で焼き肉を食った。談志が『毒蝮、お前が払っておけ、割り勘だと
4 人みんなが不幸になるが、お前が払えば 1 人が不幸で済むからな』(×｡×)
・談志が彦六に『もうろくしたな』というと『俺は彦六だ！』 (~ヘ~;)
・立川流には家元制度があって、談志は『志の輔、志らく、談春』という人気・実力のある超有望の若
手を育てています。先日末広亭の『３派落語サミット』に飛び入りで登場。挨拶だけでしたが大拍手を
受けていました。
(o^―^o)
早く体調を直してカムバックしてくれることを願っています。
(－；－)
三遊も『薬を飲む 注射を打つ 通院の定期を買う』では三憂になっちまいます (~ヘ~;)
行く人に留まる人に花吹雪

富安風生 （注．２）

注．１ 立川淡志がいろんな所で言っている由。
そう言えば、似ている？ という嘘話ですよ。
注．２ 1985 年～1979 年没。官僚から俳人になった由。
ホトトギス派を代表する東三河出身の俳人である。
大正～昭和期に活躍した。彼の句風は，同志の水原秋桜
子（みずはらしゅうおうし）の言によれば，
「軽快で分かりやすく,さらりとして誰にでも親しみやす
い」ものである。「無為といふことや千金春の宵」「まさをなる空よりしだれざくらかな」
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といった作品を、検索して知りました。ためになるなぁ、ジョークサロンは。
（変集鳥）
その８．例会の 後に立ち寄る 多聞とは ３月限り 寂しい別れ
★３月例会 ３月２４日
集合順
１８名 初参加は最年少記録更新です
野本浩一・佐藤忠恕・印南博之・高木正明・阿部浩・渡辺みどり・渡辺真由（８才）
・神代京子・
海郷達人・川島奈緒美・平井幸雄・西川信治・門口泰宣・奥村篤史・松山カオリ・藤井敬三・
曽田英夫・米岡泰・
＊初参加の渡辺真由さんは、渡辺さんのお嬢さん。お稽古の帰りに、一緒に寄ってくれました。
＊ジョークサロン二次会で長い間お世話になりました多聞が３月２６日で閉店。この日が最後となりま
した。さよなら多聞。例会会場名が内神田社会教育会館という頃から、１５年以上利用していました。
＊多聞の小嶋社長が長崎出身という事
から、同県出身の変集鳥として、
学校の先輩や、会社仲間と一緒に
飲んでいました。
地元の葛西で、小さな店を開店する
ということなので、笑売繁盛を
祈念致します。
★おまけダジャレ
４月１７日の首相主催
「桜を見る会」
の朝、東京では雪が降りました。
「み雪」夫人、
「雪夫」首相ですから
と言ったのは、柴本金鳥でした！
（１頁写真は変集鳥夫人、右は変集
鳥が撮った写真です。
近さが違うなぁ）
２０１０年の例会は、毎月第４水曜１８：３０頃から実施です。
５月２６日（水）千代田区立スポーツセンター ７F 第２集会室
６月２３日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
７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）
2010 年 3 月 8 日～2010 年 4 月 18 日
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