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☆そう言われても★ごもっとも
☆レントゲン検査で
「大きく息を吸って･･･、ハイ、そこで息の
根を止めて！･･･」
★太るとデブ症（出不精）になる
東京都／神山徹

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
松・梅・桜・藤・菖蒲・牡丹・萩・芒（坊主）
・菊・紅葉・柳（雨）
・桐
さて、何でしょう？ と言うのではありませんが、桜の次に何を楽しもうかと、考えたりしました。
ということで、ふと思い出したのが花札の月並びです。代表的なものなのでしょうが、昔の人は藤に
しましたね。
藤の月に送る伝笑鳩が藤（無事）につく事、そして面白いと思われる方に掛けて菖蒲（勝負）です。
今月は、いくつかの衝撃的な作品を「笑撃」と洒落てお届けします。ご笑味下さい。
町田市／青木孝
『伝笑鳩』ありがとう存じました
受け手の能力の問題ですね。何のことかわからない作品もあって、自信を失います。博愛主義の問題点
でしょうか、あいかわらずのボリュームには圧倒されています。編集のご努力に頭が下がります。
＊掲載されるのが一ヶ月以上も遅れるので、時事ネタには思い出せないものもありそうです。
東京都／石井赳夫
何時も有難うございます
毎度「伝笑鳩」を愛読しています。
「切手」をお届けしますので、引続きお送り下さいますようお願い致
します。みなさまの「口」と「筆」が、益々お元気に活動されることを期待しつつ。
大阪府／大森史郎
健康に良いですね
『伝笑鳩』読みながら、思わず笑いが込み上げてきます。今年もよろしくお願い申し上げます。

鎌倉市／浜田頓坊
お便りと「甘辛都々逸ほのぼのランド」
☆「ちゃんと」
「きちんと」 逃げ路断てば 政治は少おし 生きてくる
☆嫌なことなど 都々逸に詠み 笑い飛ばして 捨ててゆく
☆あかね町から ネアカの便り なにか良いこと ありそうだ
☆ＭＯＮＫＥＹの Ｋ抜き取れば ＭＯＮＥＹだ カネになる
☆総理大臣 退陣総理 希望すっかり 気泡かあ
桜のライト・アップをしていたら、マチャアキ（堺正章氏）のお姉さんから「桜がきれいで、一句詠み
ました」と、電話を頂きました。
☆桜咲き ライト・アップで 胸弾む
－由紀子―
やり甲斐があります。わが「ほのぼのランド」の住人です。来年も忘れずにライトを、と。
その後、庭で実った甘夏をお届けしたところ、それで作ったマーマレードを頂きました。
福井市／山﨑正剛
いつも楽しい伝笑鳩を送って頂き有難うございます
５月号に私の変な名刺「NPO 法人 国際飲酒推進連盟」を発見してびっくり致しました。まさか掲
載して下さるとは思ってもみなかったので・・・・・ 感謝しています。
健康に留意されて、益々笑いの渦を広げて下さいますようお願い申し上げます。
暖かく なって心も ウキウキと

ジョークサロンで 大いに笑おう【曽田英夫】
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「いても立ってもいられないものは （出題：香川信子）

お目当ての番組が始まるのに主人がテレビの前を動かない
秀逸

（横浜市：鈴木 びん子）
【評】大事な大事な旦那様！旦那様にあやかりたい。

入選

佳作

世界一のデブ
会議中の腹痛
限界集落の住人
結婚式に花嫁が来ない
分娩室まえの夫
会いたい人にやっと会える！

（文京区：稲葉 浅治）
（京都市：牟禮 丈夫）
（板橋区：植竹 団扇）
（京都市：久保 三徳）
（世田谷区：三浦 邦夫）
（広島市：香川 信子）

ガン検診の結果待ち
鳩山内閣を支持する人
カミさんに痛い所を突っ込まれる
外交問題（ナメラレタラ イカンゼヨ）
孫が来る朝
出勤時の駅のトイレの順番待ち
ラブレターに恋心を伝えた時
子猫が来る日
基地をかかえる住民
初恋のマドンナが参加する同窓会
激震の国会
上野の西郷像（今の政りごとは！）
〆切間際の「ものは付け」

（高知市：高橋 満子）
（荒川区：藤野 哲康）
（岩手県：片山 敦夫）
（鎌倉市：浜田 親一）
（稲城市：藤井 敬三）
（松戸市：田中 清咊）
（町田市：浅沼 マサ子）
（練馬区：井手 裕子）
（渋谷区：樋口 七郎）
（江東区：柴本 和夫）
（伊勢原市：武井 美雄)
（佐倉市：笠原 宏之）
（千葉市：岡部 千代松）

次回（第１１３回）の題 「父に感謝するものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切 ：6 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
稲葉浅治
新党が 選挙目当てに 走り出す
運動会 上司の子供 追い抜くな
チャンポンに 飲んで頭が 走馬灯

川柳 「走る」
オレオレに 銀行目がけ かけて行く
走り出す とたんに転ぶ 高齢者
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笑撃 その１「政局が 乱れて落首 飛び回る」
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》
わたしゃ愚かで 哀れな総理 これじゃ国民 やり切れず
いつか言ってた トラスト・ミーが 自信無くして ヘルプ・ミー
龍馬気取りで 脱藩ばやり 新党作りで 脱自民
新党立上げ 高齢集め 足腰擦って 立ち上がれ
都政手詰まり 嫌気の都知事 新党作りに のめり込む
２大政党 どころか今や 雨後のタケノコ にょきにょき党
基地の移設に 異説が乱れ 外か内かで 内輪揉め
有るの？腹案 もったいぶって 空の小槌を 振りかざす
柴本和夫
普天間基地問題
鳩山首相は、普天間基地問題は、
・≪基地≫問題だけに～≪基地≫っとやります！。
・解決の見込みはある。～≪ビジョン≫ではなく、鳩≪ピジョン≫だけど
・腹案もある～腹案だけに、腹の中にはあるけど、頭の中にはない～
・友愛（Yｏｕ＆I）の精神で対応中～～すべてにおいて～あいまい（I mine）精神で対応中
普天間基地とかけまして、ふうてんのトラと解く そのココロは、どこにいくのか解らない！
たちあがれ日本～石原慎太郎が命名 Sun rise party of Japan
家出老人の集まり～敬老会の集会
たちあがれ日本～わしらの党～立ち枯れ日本
ところで、≪たちあがれ≫～とは誰に倒されたのですか？
実は～国民から見放されて、倒されたのです。
倒された後、
、立ちあがる前は～どのようにしてましたか？
赤ちゃんのように、～≪ハイハイ≫～してました。
立ちあがってからは～どのようにするのですか？
老人のように～≪ハイカイ≫～するつもりです。
門口 泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）県外絶壁に陥った普天間基地移設
民主党
２）腹案を 腹に溜めすぎ 出るものは 消化不良の ガスやカスだけ？
３）♪国交国交コケッコー 私は高速の 料金引き上げだ
閣内で一番のおぼっちゃん つやつや産みたて 賛成しないか
幹事長が 高速道 造るの言わなけりゃ お代はいらない
国交国交コケッコー♪（ミネソタの卵売り）
４）比例区で 当選・離党は 非礼なり
５）続々立ち上げてどこまで浸透するのか？
６）起訴争闘しかない
小沢幹事長
７）ムダの多い独立行政法人ジャナイカ
曽田英夫
狂歌 NEW 門
政界編
見ても聞いても 良く分からない
世界丸 どちらへ向いて 航海を 見ても聞いても 良く分からない
日本丸 沈没するぞ どうするの 見ても聞いても 良く分からない
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笑撃 その２「政局が 乱れ続けて 落首増え」
笑門亭 来福（西川 信治） 政治呆談：とにかくいろいろありすぎる
ダムいろいろ
用水路 泥にまみれる 医師一人（アフガンに緑の日本人医師）
胆沢ダム 金（カネ）にまみれる 一（いち）ひとり（岩手の政治家）
金いろいろ
現金が 束でうずまく 一（いち）金庫
年金が 束にならない わが金庫
言葉いろいろ
朝に右 昼は左で 夜に右（外国人特派員協会で渡部恒三氏談）
見直しを また見直しの 迷総理（高速料金）
最後いろいろ
愚かだと 自ら認め 火の中へ（連休中に沖縄行き計画）
悪いのは あなたじゃなくて メディアなの（幸夫人の励まし）
総理無理 やはり野に置け 野鳩かな
印南博之
大娯解
春のかえうた大特集から
♪ 小沢虫は金持ちだ 秘書たちまかせの政治資金

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

じっと見てみりゃ 小沢も可愛い 愛嬌もんだよ への字口
あんなに国民から不人気なのに、民主党内では絶大な権力を持つ男は意外と可愛い所もあるって。

②

捨てちゃいやよと 小沢を頼る そんな土建屋 愛おしい
コンクリートから人へって、言ってたのに、土建屋から頼まれ、また道路建設に舞っちゃうわけ

③

たとえ小沢が 鬼でも蛇でも 一蓮托生の ハト首相
党内どころか閣内でも指導力のない首相、やはり頼りは小沢さん、でも最後には切られちゃうかも。

④

千両万両の 金にゃー困らぬ 母親一人に わしゃ頼む
資金管理やってた秘書はやはり有罪ですね、でも大金持ちの母親って頼りになりますねー。

⑤

総理で苦労は 覚悟だけれど ならない前に 戻りたい
苦労するって分かってて総理になったんでしょー、でもこんなに厳しいと思わなかったってか。

⑥

普天間どうなる そんなにしても ならぬときには そんなもの
5 月って締め切りあれ自分で言ったんでしょー、できないときはどうするの、そんなの知らないって。

⑦

騙され続きで 身はやせ細る 政治不信で 民不満
短期内閣でろくな首相もいない自民から変革を期待して、国民は民主に投票したのに、とんだ目算違いさ。

⑧

口では立派な 議員にしても 心洗えば 腹黒い
自民はもとより期待を担って出てきた民社でも、議員さんの心中は結局自分のことしか考えてないのかなー

⑨

なるほど自民は 人材豊富 押せば押すほど 離脱する
次から次へと離党離脱の流れ、それにしても多士済々でしたねー
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笑撃 その３「上海で パクル万博 開幕し」
野本浩一
お洒落日記：
「上海万博」では、パクリが溢れているらしい。
上海万博の PR 曲は、盗作ではないかという声が大きくなり、当局から日本人歌手・岡本真夜さんの
事務所に、使用許可願いが来たとのこと。
日本人 Q：上海万博の PR 曲は、盗作のようですね。
中国人 A：盗作ではありません、模倣です。
続いては、中国館のデザインが、日本人建築家安藤忠雄氏の作に酷似しているという話がある。
日本人 Q：上海万博中国館のデザインは、模倣のようですね。
中国人 A：模倣ではありません、参照しているだけです。
さらには、公式マスコット「海宝（ハイバオ）
」が、米国で１９５０年代に発売されたキャラクターの
「ガンビー」にイメージが似ているという議論も出ているらしい。
日本人 Q：上海万博キャラクターは、
「ガンビー」に酷似しているという話ですね。
中国人 A：酷似ではありません、たまたまの類似くらいです。
中国の前衛的バンドが、２００８年の北京五輪のテーマ曲「北京歓迎」をカバーしてパンク調で揶揄
した「上海不歓迎」は、過激な歌詞を理由に、動画サイトの視聴制限が入ったという話もある。
♪上海はお前なんか歓迎しない 買い物にきたんじゃなけりゃ
でも、おれたちの手元には人民元なんてない
上海はお前なんか歓迎しない 万博はホントにたいしたもんだ
世界中の金持ちが集まってくる
日本人 Q：北京五輪のテーマ曲をカバーした曲が、ヒットしたようですね。
中国人 A：カバーではありません、コピーです。
そして、万博期間中、周辺から上海市内に入る車に課せられる安全チェックが免除されるという「通
行許可証」の偽物が摘発されたらしい。
日本人 Q：
「通行許可証」の偽物が摘発されたようですね。
中国人 A：偽物ではありません、偽造の品です。
某日本人記者が、
「中国館の予約券までパクるのか？」との問いに、とある中国人記者は意外にも「中
国で偽造できぬ券などない」と、力強く反論しているらしい。某日本人記者は、自信たっぷりの回答
に、妙に納得したとのこと。
確かに、盗作・盗用・贋作・模倣・酷似・類似・偽造・偽物・イミテーション・カバー・コピー・参
考・参照・借用…それぞれ微妙に違うのかも知れないが…、やっぱり、どっか似ているんじゃないの、
なんて言いたくなってしまうなぁ。
ということで、今回のあれやこれや出てきた報道から思うに、中国では、知的財産権の侵害が日常化
している実態を物語っていると納得。対策立てないのかねぇ。
という訳で、
「上海万博」は、実は「しゃんない万パクリ」と改称するのがいいかも知れない。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ぱくる上海万博ソング 盗作使用で 晒す恥
（高木正明）
上海万パクリＰＲ曲
（門口泰宣）
♪ なつかし 楽しき万博さん 太郎ちゃんのモニュメント公園さん
役人が天下った遊園地
（一部省略） それがとうとう仕切られた （印南博之）
何食わぬ 顔してパクる 万博よ 古都上海は 今しゃんないと （野本浩一）
七千万 入場しそうも ない時は 最後ひと月 毎日百万
（野本浩一）
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笑撃 その４「爆笑の 手前にあるのが 我が人生」

今年は何故かお花見大会3回参加。3月28日（日）今年入会した高齢者テニスクラブ 小平日曜会の花見、
約20名。我がマンションの裏30秒のたけのこ公園。3月30日（火）は草取り・ちらし配り斡旋のシルバ
ー人材センターが同じくたけのこ公園で花見、10名強。３月31日（水）小平シルバー大学大学院生8名
と西武遊園地花見小旅行。実はたけのこ公園は我がマンションの正に裏庭。20ｋｍに及ぶグリンロード
沿いにあり特にこの辺は桜が美しい。テニスクラブは会費より弁当・飲み物が出、嬉しい会費ロハ。
「☆
肌寒い花見もロハの飲み食いで人温かく懐ぬくむ」でも「☆ビール飲む度に震える花見かな」ちょっと
寒かった。シルバー人材センターは飲む人1500円、飲まぬ人1000円。幹事の奥さんが色々手配と準備、
焼鳥屋さんが次々と運んでくれる。幹事に感謝。
「☆暖かな陽射しも手配名幹事」
「☆お花見に飲まぬ人
八分 飲む人チラホラ 年金族に500円の差」
。
「☆一人飲む酒に満開アッシー君皆二部咲き三分咲き」
31 日は 10 年ぶり？の西武遊園地。平日なので閑散と思いきや春休みで子供たちで大盛況。我々シルバ
ー大学大学院は約 70 歳？ 平均年齢を極度に上げている。アッシー君は若手と煽てられ「☆若いわね
狙いは皆の荷物持ち」
「☆赤リュックよくお似合いとおだてられ」
。ジェットコースターや空中１回転物
は皆苦手で一致。
「☆大観覧車の中ではしゃぐは高齢者」
「☆次はあれタワー展望塔で又はしゃぎ」
。皆久
しぶりで感激の様子です。
「☆一人では乗れぬ 皆でよかったね」しかも 3 月 31 日〆切の無料入場券・
乗物乗車券 10 数枚朝日新聞から脅し取った人がおり皆に提供、2000 円強の節約でき大感激。
「☆600
円！高い高いのね観覧車」
「☆エッ1000円 入園料見てただ感謝」
「☆只の券無ければ何人乗ったかな」
。
多分「☆只の券無ければバラバラ乗る乗らぬ」
。その後は雨続き、4.17 には４１年振りの雪。
「☆満開の
花見と雪見だ酒飲みゃグイグイ」
。4．26 小金井公園行く、桜散る。八重桜は満開でした。
曽田英夫
狂歌 NEW 門
さよなら定年 また来て新人
見ても聞いても 良く分からない
牛丼は どうして安く 食えるのか 見ても聞いても 良く分からない
ガン増える 原因なにか 知りたいが 見ても聞いても 良く分からない
春来ても 寒い日続き 雪が降る 見ても聞いても 良く分からない
にんにくは なぜ精がつき ビンビンに 見ても聞いても 良く分からない
楽しく愉快 明るく笑う
カイロ入れ 酒で暖とり 花見する 楽しく愉快 明るく笑う
居酒屋で 会話が弾む シャレが飛ぶ 楽しく愉快 明るく笑う
ラジオから うまい川柳 流れてる 楽しく愉快 明るく笑う
伝笑鳩 電車の中で 読みふける 楽しく愉快 明るく笑う
五月場所 大関になり ガンバルト 楽しく愉快 明るく笑う
見つかった 朱鷺の卵は トキタマゴ 楽しく愉快 明るく笑う

門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
仮面ライター見参、子供の被害を救う！
前門のまんねり 黄門の由美かおる降板
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》
人気は黄門・印籠よりも 入浴シーンの 由美かおる
俳句・川柳・短歌を褒めて 出版いかがと 誘う詐欺
アイスランドの 火山が発作 飛行ルートが 灰神楽
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笑撃 その５「おやじギャグ 寒くないよと 微笑まれ」
大石 脩

洒落ます 洒落てます 洒落ばかりです

この車両には、痴漢が居ないことを誓います
誓います……痴漢居ます

オナラはグーンと大きい方が良いよ
なんで？
屁ーは（平和）大きい方が良いよ

ウチいつもお姉ちゃんとケンカばっかりなの
でも、すぐ仲直りしてるやん
うん、なんでか知らんけど？
つまり、すぐ姉妹やからやん

貴女も凄く活躍してるねぇ
とんでもないですわ、どうしてですか？
だって、括約筋があるでしょ

さっちゃんちの飼犬さぁ、さっちゃんが帰ってきても、ワンワン吠えるんよ
ふーん、飼主に似るっていうじゃんねぇ
うふふ、さっちゃん彼氏が来たら、ワンワン only one only one て言うんじゃない
印南博之
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪

大娯解

春のかえうた大特集

ホエン ザ 鼻炎 ザ鼻炎
あの町 金町 日が暮れる
ドンと出た鼻血だかわいそう
良い空気流れる良い街は 楽しい楽しい 鼻の街
あの娘はだーれ誰でしょうね ナンナン南門の受付で
就活書類を抱えてる 隣のミヨちゃんがじゃないでしょか
雨あめふれふれ母さんが センチュリーでお迎え愛子ちゃん
容疑者が どこかでコソコソかくれんぼ どんなに上手に隠れても
時効の垣根はなくなった はんはん犯人がめっかった
海は広いが 騒がしい 艦隊もとおるし ヘリも飛ぶ
とおりゃんせ とおりゃんせ ここはどこの高速道
料金無料はまだまだよ

浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド
☆龍馬伝では バックのギター 紅白狙って “いちむじん”
☆ダンディではなく ダーチィ嘘の カネにまみれた 誤迷党
☆記事は足でと 昔の記者は 今じゃサツネタ 多過ぎる
☆なめくじ内閣 誰かが塩を かけねばなるまい 近いうち
☆地口都々逸 とかいうものを 詠んでみようか 土佐日記
☆新内いっても 知ら（ん）ない人が 世の中おおかた 成田山
☆タメグチ叩いて 親しさ増して 友達どんどん 女の子
＊「いちむじん」は、土佐の言葉で「一所懸命」という意味です。バンド名。
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笑撃 その６「力作に 頭が下がる 微笑かな」
平井幸雄
何となくそう見えるもの

渡辺みどり

親子の会話８ 漢字練習編

子

：
「
【火薬】って、なんて読むのかな、ヒヤク！？」

母

：
「
【火】という字はほかになんてよむのかな…？辞書引いてごらん」

子

：
「
【火】は【か】とも読むんだね！

母

：
「…きっとお尻から花火が出るね～」

．．
カヤク…!?…あ～ぁ！お熱の時にお尻に入れるアレだね！」
（カヤク>=ザヤク）

神代京子

挑戦！
はめじ文
「しっかりと」
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笑撃 その７「力まずに 作った作品 笑み誘う」
米岡 泰
南亭琴内氏のどんでん返し２５
用心深いご婦人
ケリーは夕方の帰り道で、バイクが急にエンストしたので、仕方なく修理に出したが、荷台には金物屋
で買ったバケツを金トコ、家禽屋で買ったアヒル１羽とニワトリ２羽。
仕方なくバケツに重い金トコを入れて右手に、アヒルは左手に持ちニワトリを両脇に抱えてヨタヨタと
歩いていた。そこへ婦人が通り掛かって
「わたし道に迷ったの。モキバ通りには、どう行ったら良いの？」
「そこの暗い小路を通って５分位です。ご一緒しましょう。私も行きますから」
「あなたはわたしが未亡人だと思って、あそこの角でわたしを壁に押しつけて、悪さをする積りでしょ
う？」
「ご冗談を！この大荷物で？」
「アヒルはバケツをかぶせ金トコを載せて、ニワトリは革ジャンを脱いで包むのよ」
「！？×」
渡辺みどり＆真由

石垣や ああ石垣や 石垣や

春休み、娘と半分仕事、半分遊びで石垣島へ。エメラルドグリーンの海、そして竹富島の美しい浜、空、
流れる空気、匂いに感動。また再び八重山を訪れよう、と誓う。
東京に戻ってきてから、自宅の黒板に、綴るムスメ。使い方わかってるじゃん！と親バカ。さらに感心
したのは、黒板の一番左。変集鳥の 3 月例会の作品が小さく…
よも変ず三サ
＊「フィリピンよ ああフィリピンよ フィリピンよ」左端
う娘集迎月ロ
でに鳥えはン
すと、て諸同
よっ作く事人
。て品だ情の
さにみ
はと
りよな
忘共
に
れいありさ
らたりムま
れだが
ス
ないと
うメ
いたご同
思マざ伴
いンいに
出ゴまも
だーし関
っのたわ
た味。ら
小林久枝：４月例会初参加
初めてなので、作品はありませんが、ユニ
ークな名刺を披露してくれました。
「笑夏です」
「おお、しょう・・・か」
松山カオリ
四月例会は欠席で残念でしたが、お送り
いただいた会報を眺めて少し気分が良く
なりました。
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★４月例会 ４月２８日
集合順
１８名
佐藤忠恕・曽田英夫・印南博之・平井幸雄・木野毅・高木正明・阿部浩・里村奈美・奥村篤史・
藤井敬三・小林久枝・柴本和夫・門口泰宣・神代京子・西川信治・米岡泰・野本浩一・土屋妙子
＊初参加の木野毅さんと里村奈美さんは、平井さん関連で落語会の御仲間です。
＊小林久枝さんは、渡辺さんがジョークサロンのことを某所にてＰＲしたことから興味を持って頂きま
して、参加となりました。笑い療法士にして、面踊りの愛好家とのことです。
＊曽田会長は、４月から新しい勤務先に移動した由。事務所が浅草橋にあるとのことで、神田は指呼の
間とか。という訳で、今までよりも早めに集合できるとか。近くになって、良かった。
＊さて、これから新しい二次会会場「島ひで」
（スポーツセンター真向かいの鎌倉川岸ビル B１）に、繰
り出そうというタイミングで、何と、久しぶりに土屋妙子さんの来会がありました。暫く、ご無沙汰
でしたので、体調でも崩されたのかと心配してましたが、そのような様子もなく、一安心。
二次会にも顔出しして頂きまして、ありがたく、そしてうれしくなりました。
＊新しい二次会会場「島ひで」も、ゆったりしたスペースがありますので、大人数でも大丈夫。
夏は、ビールを飲んで楽しく懇談しましょう･･･････！！！
＊例会に参加して頂いておりました山口幸子さんから、都合で一旦退会というお手紙と共に、カンパを
頂きました。どうも、ありがとうございました。また、いつか、お会いできたらと思います。
２０１０年の例会は、毎月第４水曜１８：３０頃から実施です。
６月２３日（水）千代田区立スポーツセンター ７F 第２集会室
７月２８日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
８月２５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 4 月 19 日～2010 年 5 月 17 日
福島県：松山カオリ 東京都：青木孝・山口幸子・林勝行・石井赳夫・渡辺みどり
神奈川県：＊浜田親一 京都府：大石脩 大阪府：大森史郎
＊浜田さんからのカンパは、作品と共に４月６日頃頂いておりました。
遅ればせですが、御礼と作品掲載を致しました。ご容赦願います。
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。毎月の例会で披露される作品が、
「活動メンバー紹介」コーナーに全文掲載されております。読み応えありますよ。
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