＊＊＊＊２０１１年２月 No.２５６号＊＊＊＊＊＊
2010 お蔵（入り）百人一首
ワールドカップでの日本の思わぬ健闘に
辛口評論家が驚きを込めて詠める
わーるどはい

Ｗ 杯

振り返り見れば よくもまあ

ベスト１６に いでし日本
＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊
（本歌 天の原 ふりさけ見れば 春日なる
さあ、２０１１年。久しぶりの兎年。
三笠の山に いでし月かも 安倍仲麿）
元気に、跳ねて行きましょう。
東京都
佐藤忠恕
１月１５日（土）
、無事に新年会実施しました。
佐藤忠恕
本年もジョークで大いに盛上がりましょう
奥村篤史
あけましておめでとう卯 さあ飛躍の年です兎年
平井幸雄
うさぎ年とかけまして 這い這いする赤ちゃんと解きます つぎは辰（立つ）でしょう
曽田英夫
＊ジョークサロン快鳥からの新年のご挨拶です
旧年中はいろいろとお世話になり
心よりお礼申し上げます
今年もどうぞよろしくお願いいたします
祝 ２０１０年の一笑 佐藤さん！
２０１０年の一笑 開票結果：有効総数５９
１月 三浦邦夫
12 ７月 藤井敬三
10
２月 樋口七郎
9 ８月 高木正明
14
３月 佐藤忠恕
22 ９月 神代京子
12
４月 門口泰宣
17 10 月 渡辺みどり
8
５月 藤井敬三
20 11 月 海郷達人
4
６月 神山徹
21 12 月 松山カオリ 17
＊１位 ３月佐藤さん、２位 ６月神山さん
＊３位 ５月藤井さん
おめでとうございます
左 佐藤さん、右 神山さん
ＮＨＫ 文芸選評「おりこみどどいつ」
選者 筏丸けいこ 出題「ゆきつり」
夢で小言を
聞いたが忘れ
妻に聞いてる
律義者
（埼玉県 高木正明）
（寸評）シュールです妻も律儀に答え
そうな
＊又又快挙、高木さんです。
新年会は、１８名で楽しみました。
幕開けは、ジョークサロン幹事鳥（金鳥・変集鳥・快鳥）から始めたいと思います。
2011（ｲﾚﾌﾞﾝ）年は、ぜひともセブン・イレブン～いい気分～の年にしたいと思います 【柴本和夫】
還暦を迎える年の初詣 大吉引きて暫しにんまり 願うは心身健康、蓄財適所のみ
【野本浩一】
早いもの もう来年が やってくる おおいに笑おう ジョークサロンで
【曽田英夫】
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「出たり引込んだりするものは

国会答弁
秀逸

入選

佳作

（横浜市：織田 元康）

【評】
「何野誰兵衛君」
「記憶にございません」
「委員長、委員長！」くりかえし
結婚式の新婦
酔っ払いのお年玉
嫁と姑のあいだの亭主
机上の名案
時代劇の斬られ役
マラソンの第２集団

（世田谷区：三浦 邦夫）
（横浜市：阿部 浩）
（さいたま市：高木 正明）
（大田区：高 栄子）
（荒川区：藤野 哲康）
（福島市：松山 カオリ）

メタボの腹
（佐倉市：笠原 宏之）
辛党のイボ痔
（京都市：牟禮 丈夫）
リストラのうわさ
（稲城市：藤井 敬三）
鳩山前総理
（渋谷区：樋口 七郎）
政治家の舌の先
（鎌倉市：浜田 頓坊）
親ばなれ寸前の雛鳥
（川越市：石原 義三）
ものは付けを考えている時の頭脳
（伊勢原市：武井 美雄)
風邪の咳
（千葉市：岡部 千代松）
痔病
（八王子市：西川 信治）
アイコの続くジャンケン
（さいたま市：北沢 正嗣）
おかみさんのヘソクリ
（高知市：高橋 満子）
ダイエットとリバウンドを繰り返す妻のウエスト（江東区：柴本 和夫）
カミさんに小遣いせびる言葉
（岩手県： 片山 敦夫）
女房の角
（文京区：稲葉 浅治）
笑い伝える鳩時計
（板橋区：植竹 団扇）
ボールペンの頭
（町田市：浅沼 マサ子）
「もぐら叩き」のもぐら
（船橋市：川田 又一）

次回（第１２１回）の題
「最後の晩餐で食べたいものは」
（出題：樋口七郎）
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切日：2 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
さいたま市／岡見宏道
人間生きる上で、何といっても「笑い」が最重要です。
あけましておめでとうございます。いつも多大なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
「伝笑鳩」
、毎回楽しませていただいております。
出来ましたら、例会に参加をして、雰囲気を楽しめたら良いと思っています。
ペーパーで読むのと、言葉でジョークを聞くのとでは、面白さが随分違うとも感じています。
今後も、
「伝笑鳩」の中から、話題ジョークを活用させていただけましたら幸いです。
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２０１１年 謹賀新年・・・
「金が信念・・・なんて、欲出しちゃだめ」
笑門亭来福（西川信治）
：本年もどうぞ宜しく お願い申し上げます
★政治呆談 政権交代（石鹸交代）あぶくがどんどん消えて行く。
パフォーマンス事業仕訳→「財源はいくらでも出る」はずがほとんど出ず？
天下り削減→やはり天の上なのか 雲散霧消
某会合にての発言「国家の危機なら尽力」
→会合はもういいから今こそソーリから一兵卒まで頑張ってくれ（国民）
国のため 一兵卒も 頑張ろう」
「一兵卒 党よりわが身 ダダをこね」
●呆け川柳 スマートフォン 使いこなせず ゲームだけ
メモ帳を 書いては 無くす悪いクセ
日本酒で めがね忘れる 効いたよね(忘年会）

佐藤忠恕

お蔵（入り）百人一首（小倉百人一首もじりで２０１０年の重大ニュースを詠う）
内部告発した海上保安庁職員が多分詠める

①誰をかも 知る人にせむ 尖閣は 今も昔も わが領土だと
（本歌 誰をかも しる人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに 紀貫之）
久しぶりに落盤事故から地上に戻ったチリの鉱山労働者が詠める
や ま

②鉱山の外 うちいでて見れば 意外にも 妻と愛人 待ち受けにけれ
（本歌 田子の浦に うちいでて見れば 白妙の 富士の高嶺に 雪はふりつつ 山部赤人）
宮崎の口蹄疫、初動対策の不手際もあって貴重な種牛を失った農家が詠める

③忘れられぬ 疫病対策 後手後手で 牛の命の 惜しくもあるかな
（本歌 忘らるる 身をば思わず ちかひてし 人の命の 惜しくもあるかな 右近）
記録的な猛暑に何の対応も出来ぬ一般庶民が水を被りながら詠める

④記録破り 神代も聞かぬ この暑さ ひっきりなしに 水かぶるとは
（本歌 ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれないに 水くくるとは 在原業平朝臣）
苦難の末、土産も積んで戻ってきたはやぶさに、宇宙開発研究者が詠める

⑤七年の 歳月掛けて 帰還した はやぶさまさか 成果積むとは
（本歌 春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山 持統天皇）

渡辺みどり：気持も新たに、健やかに朗らかに 2011 年が良き年となりますように
うさぎの如く かめのようにじっくりと 本年も笑進します
青木孝：健やかな年でありますようお祈りします
また万歩計を買いました。あとで市場は９２億円、前年比３割増と知り、複雑な気分です。

四街道市／桜井レイ：あけましておめでとうございます。カラフルな色の『伝笑鳩』が届くと
すぐストックブックを取り出し、色を楽しみながら拝読させていただいております。
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２０１１年 初春慶賀・・・
「初春軽が・・・いいよ、ＥＶがもっといいかも、環境には」
門口泰宣：うさぎは月をみて跳ねるから、お正月に「はねつき」をするって？
「ふさぎ」通しの我々国民は何を見て跳ねればよいのでしょうか。
阿呆リズム＆パロディ
☆菅内閣とかけて 大阪商人ととく
その心は“もうかりまっか”
“もうカリメン”
★年金の国庫負担原資のめどがついて“埋蔵アリ！”
☆♪紅白のない夜は 心もぬれる まして一人じゃ なお淋し
枠の減少と うらんでみても 使いみちない あの衣装は
ああ 大晦日の 夜に泣いている♪（柳ケ瀬ブルース）
★キンボシを取りそこねた
あかつき
☆♪上を目指していた 一人っ子の学校にいた 風の噂はドリル
上海仕込みのドリルドリル 厳しい切ない 指導だけを 胸にたぐって 探して歩く
ドリル ドリル どこにあるのかドリル
誰かドリルを 知らないか♪（上海帰りのリル）
★♪こよなくおりた判決を 悲しと思う せつなさよ うねりの諫早の
開門に はかなく生きる 農民よ なぐさめ はげまし
長崎の ああ長崎の 知事が怒る♪（長崎の鐘）
高木正明：年の計画 ととのいました ピョンと駆け出す うさぎ年
コミックどどいつ瓦版 ◆世間話をコミック仕立て
語る七七七五調◆
過ぎた月日は 仮免だから ミスは菅弁 言いたそう
聞く耳持たない 一兵卒に 掻き回されてる 民主党
基地を甘受と仙石問えば 甘く見るなと オキナンチュ
民主政権 整いません 意見ばらばら 内輪揉め
待機児童を ほったらかして 子供手当てを 撒く愚策
開くの閉めるの ギロチン睨み 嘆く有明 ムツゴロウ
銀座眼科の ずさんな手術 カネに目がない眼科医師
金星探査のあかつき何処へ 宵も明けにも見当たらず
時給いくらのチラシをよそに 億が飛び交うスポーツ紙
夏の猛暑とバランスとって やけに冷え込む年の暮れ
財布はたいて ３億ジャンボ 夢が破れる 除夜の鐘

亀山光昭：
「謹賀新年」 竹と音楽とセラピーと（竹 第 114 号 竹文化振興協会）
＊音楽セラピーの効果には「感情や記憶が刺激されて心が元気になること」
「体を動かすことで体も元気
になること」そして「人脈が増え、他の人との交流の大きなきっかけ作りになること」などがあげら
れる。
＊本年１１月２３日、
「竹林広場まつり」にもお越しいただき、
「整備された竹林で竹の音楽に触れる」
という最高のぜいたくを味わって下さい。
開催場所は岐阜・長良川「鵜飼い大橋」たもとの竹林内の広場です。
「竹竹バンブー隊」
の演奏パフォーマンスや、尺八と琴の演奏等があります。
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２０１１年 新春賀正・・・
「新春ガショー・・・ンって言っていた谷さん、合掌です」
上の空組 印南博之：初春に詠む 「夏の陽の カケラの欲しい 寒さかな」
◆大娯解◆
「整いました 流行語大賞上場祈念」謎かけ問答
①ジョークサロンと掛けてホワイトハウスと解く
その心は、大統領も居れば副大統領も居ます
②鰹節と掛けて鉛筆と解く
どちらも削らなければ使えません
③オークションと掛けて化石採集と解く
ハンマーさばきで当たり外れが決まります
④パソコンと掛けて初めて輸入された機関車と解く
どちらも英語が解らないと使えません
⑤ジョークサロンと掛けて議事堂のトイレと解く
どちらも議員さんが座ってます
曽田英夫
◇狂歌 NEW 門◇
ニコニコ笑い 何も答えず
・今年こそ しあわせな風 吹くだろか ニコニコ笑い 何も答えず
・100 歳に なるまでほんと 生きれるか ニコニコ笑い 何も答えず
・印税が 次々入り 金たまる ニコニコ笑い 何も答えず
・宝くじ 3 億円が 当たったら ニコニコ笑い 何も答えず

楽しい明日 明るい未来
・狂歌さえ うまく作れば 面白い 楽しい明日 明るい未来
・富士山に なすびくわえた 鷹の夢 楽しい明日 明るい未来
・茶柱が 二本も立って 日本茶だ 楽しい明日 明るい未来
・島国は まわりは海で 攻め込めず 楽しい明日 明るい未来
・農業を ノーといわずに 育てよう 楽しい明日 明るい未来
浜田頓坊：頌春
「初日に輝く 紅白怒涛 縁起よさそな 翔ぶ兎
頓坊」
一年中楽しませて頂いております。 本年もどうかよろしく。
暖かくなりましたら、一度例会に出席し、ご挨拶をしなければと考えております。
皆様にもよろしくお伝え下さい。
☆甘辛都々逸ほのぼのランド☆
―賀正―

高貴無双の 優雅な日本 上昇志向が 見える朝
天下国家を 論じるほどの 余裕あるほど まだ元気
歳を訊かれりゃ 三つに注意 転ぶな無理すな 風邪引くな
龍馬のしゃべった 土佐弁今は 真似をする人 全国区
―ちっくと辛口― 器じゃないよ さっさと退めや 菅に龍馬も 言いよった
叩いて叩いて 錆取る人を カンカン虫だと 浜じゃ言う
世界第二の 中国などに ＯＤＡなど 無駄だ無駄
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２０１１年 笑門来福・・・
「証文来復・・・いいことなら何回でも歓迎しましょう」
藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、口」＜解体新笑シリーズ＞

定年後 B 級グルメに口が肥え
呆けたけど口の悪さは変わらない
誰にでもため口きける歳になり
待たされて可愛いい口を尖らせる
口止めをされて寝つきが悪くなり
おしゃべりも無口になって蟹を食う
糸口を掴んだとこでコマーシャル

大口を開けて笑えぬ総入れ歯
口ぱくで第九を歌う会に居る
口角を上げて笑顔のポーズ撮る
大口のあくび講師に見付けられ
口答えできず背を向け舌を出す
口が過ぎ謝りに行く二日酔
口に出し言えない事は川柳で

柴本和夫：還暦（来年の辰年）のイブ年にあたり、セカンドライフへの習活始動
言葉の研究

去年の（支持率）世相を表す漢字（菅字）は～≪暑≫～でしたね。
≪菅（寒）≫～あなたは選ばれませんでした
○びの世界：えび・おび・かび・くび・さび・たび・ちび・へび・ゆび・わび
能の世界・・・わび・さび（花伝書）
歌舞伎の世界・・・えび
和服の世界・・・おび・たび
サラリーマンの世界・・・くび
コピー機の用紙切れしちゃいました。
紙を補充したら・・・・ ⇒ 紙が、≪紙ング・アウト≫しました。
北方領土の返還のメド
そんなメドなんてない～メド・ネー・エフ ロシア首相
松山カオリ：少しずつジョークについて理解を深めることができて楽しみです
ジョークセッセイ「年賀状あれこれ」
日頃はメールばかりの人からも、年賀状が届くお正月。
最近になってようやく携帯メールを打てるようになった私なので、郵便が幅を利かすこの時期は、
ちょっとうれしい季節でもあります。
あるテレビの調査で、年賀状の宛名を間違えて書かれるのは不愉快な事のトップになっていまし
た。私も以前に“好恵さん”を‟好子さん“と書いてしまった事があります。私の年代の友人には
「子」と付く名前の方が多いので、まちがえてしまったのですが、仕事関係だったので冷や汗もの
でした。
私より年上の方は、毎年賀状を書くのが辛くなってきたので、
「今年限りで失礼します」と書き
添えたそうです。しかしその後も相変わらず賀状が届くので、息子さんに宛名まで印刷してもらい、
ついつい出してしまうとか。パソコンなぞができたおかげで、縁切りもままならない、不自由な時
代になりました。パソコンで上手に加工した賀状を頂くと、自分も工夫をしなくてはと思うのです
が、忙しさにかまけて、相変わらず平凡なまま。お正月には、毎年恥をさらしています。

「今年もよろしくお願いいたします」という気持ちが相手に伝わればいいんだと、半ば開き直る
のが年始の最初となっています。
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２０１１年 福壽無量・・・
「福寿無料・・・でいいんですか。助かります」
一ノ瀬善秋／シャレクスピア（洒落久寿飛夜） 聞いたり見たり
★小学生２年生の作文
＊うちは、おじいさんの頃から「米屋」です。
お父さんは毎日米を売っています、だけど毎朝パンを食べています。
米が余っていくわけです。
＊うちのお父さんとお母さんは結婚しているのに、毎日けんかをしています。
子供としては、これからどうなるか心配です。
米岡 泰
南亭琴内氏のどんでん返し 33
◎遅刻の言訳 「また寝坊 ついに親族 死に絶える（言訳怪人）」（サラ川当選句）
上司「君は二時間も遅刻だぞ」
部下「済みません。朝、女房が駅まで乗せて行けと言うものですから」「それで？」
部下「１０分位で女房は出て来て、車に乗ったんですが、川にドボン」「ふ～ん？」
部下「我々はずぶ濡れし、しかも川にはワニがいて必死に逃げました！」「ホーオ！」
部下「家にひき返し、服を着替えてタクシーで行くと今度はエンスト」「へーえ！」
部下「会社まで３キロをマラソンで来たんです」「そんな出鱈目を誰が信じるか！」
部下「やっぱり～！どこで分りました？ドボン？ワニ？エンスト？マラソン？」
上司「女性が１０分でお化粧して、家から出て来るもんか！馬鹿もん！」
「！？X」
平井幸雄

えと いろはカルタ

あけましておめでと卯ございます
ウサギ年のことしは
耳寄りな情報？に好奇心を持ち
他人の話に耳を傾け感動し！
登り坂！まさか？を
ぴょんぴょん飛び跳ね
うさぎのように
つきについてる年にしたいです

48 文字「いろは歌」に習って、
48 字を一回使って、干支 12 支を
読んでみました。
「江戸いろは
カルタ」ならぬ「干支いろは
カルタ」と洒落ました。

う

福井市／山崎正剛
昨年は ハト・カン・エコ・３Ｄ・ゲゲゲ･･･
本年は てっぱん!!! 硬く硬く堅実に･･･
エコモード 財布の中へも 移り住み
京都市／大石脩

賀春迎春 王将月

逗子市／山口剛

愉快な人生を

京都市／牟禮丈夫

お
み
く
じ
で
わ忘
す
れれ
さ
せ

ゐ言
ゑえ
ぬぬ
ひ秘
めめ
たた
あ愛
い

な悩
や
むむ
も
こ超
へえ
ろろ

ぽ
ん
と
け蹴
りり

が
は跳
ねね
るる

ち
ゅ宙
ふ
に
ま舞
ええ

つ
き
よ
の
そ
ら
を

「ウサギ」とかけて「青春の悩み」と解く。
その心は――「心の憂さ（ウ
ウサ）ギッシリ、詰まっています」
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２０１１年 延壽萬歳・・・
「延壽漫才・・・初春寄席では、落語漫才聞いて万歳」
海郷達人：ウサギがカメに負けたのは、奢りから来た油断。
日本人もそろそろ目を覚まして駆け出す必要がありそうですね。
対 文（逆さに読んで問答を楽しむ文芸：回文の弟みたいなもの）
★電化ホーム
完全電化。
（かんぜんでんか）
感電せんか。
（かんでんせんか）
★検死
ガスで死んでんか。
（がすでしんでんか）
感電死ですが。
（かんでんしですが）
★補助金まみれのエコ 成るか、金かけてエコ。駄目さ。
（なるかかねかけてえこだめさ）
冷めた声。でけー金かかるなー。
（さめたこえでけかねかかるな）

鎌倉の視覚笑害者・若狹芳生
アナグラムで作る面白人名事典
言葉の綴りの順番を変えて別の言葉や文を作って遊びました。
【美女･女優編】
有馬稲子（アリマイネコ)➞あまり来ねい（アマリコネイ)
田中絹代（タナカキヌヨ）➞夜中狸（ヨナカタヌキ）
住んでいた鎌倉山に狸と棲んでいたとか・・・
岡田茉莉子（オカダマリコ）➞過去おだまり（カコオダマリ）
岸恵子（キシケイコ）➞恋景色（コイケシキ）
松竹の「君の名は」のまち子も日活ポルノなら「君の縄」を待つ子に・・・
【江戸浮世絵師編】
東洲斎写楽（トウシュウサイシャラク)➞踏襲さ医者らく（トウシュウサイシャラク)
名代の浮世絵師も代々気楽な医者だったとか・・・
喜多川歌麿（キタガワウタマロ）➞股が来た割ろう（マタガキタワロウ)
さすが浮世絵師は色事師。
野本浩一：五十九で元旦御籤を引いたらば 八十九番大吉なりき ＊その差３０年は生きられるかな

お洒落日記【難民支援チャリティー寄席にジョークサロン幹事鳥集結】
２０１０年１２月１６日。１９時から２０時３０分。紀尾井小ホールにて、
「東方落語二人会」が開催
された。 演者は、東方落語家元の今野家 東師匠（有る時は、参議院議員今野東さん）と川野目亭 南
天さん。 前座の漫才は、今野家なにも・かにも（普段は、農業に励むアマチュア）の女性二人。
２００席あまりの小ホールながら、東師匠あるいは今野議員の応援団のような方々がかけつけて、ほ
ぼ満席状態。
３演目の終了後、快鳥、金鳥との忘年会に行こうと勢いよく退出したら、松野議員政策秘書の住岡さ
んがいたので、
「とても、面白かったですよ」と挨拶したのだが、その言葉を聴いた女性から声をかけら
れた。
「その、面白かったということに関して、インタビューをさせて下さい」と。
ということで、小生から始まり、金鳥、快鳥の３人は、某テレビのインタビューを受けた。
東北であれ、東京であれ、遠く九州であれ、笑いは、明日のエネルギーだ。
笑いは和来に通じる。クルド難民も頑張っている。きっと、いいことが来るど、来年は。そう祈ろう。
＊難民が 何人いるのか 分からぬが クルド難民 確かに来るど
＊年末の 支援で繋ぐ 人の輪が 笑いを呼んで 和来へ変わる
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２０１１年 恭賀新年・・・
「今日が新年・・・だから、明日は来年になるのかな」
神代京子：サロンで思い切り笑い、楽しい年にしてゆきたいです。
『はめ字』 ワクワクしちゃいます
でうもつは
んるすつつ
統わそがも
のし整なう
美きえくで

きばつゆふ
えらつきゆ
どにまのつ
のはしあば
びなくさき

らそのゆふ
めの中うゆ
き先舞ゆの
漂に凧うそ
ふゆのそら

初詣 つつがなく 裳裾ととのえ 麗しき 伝統の美
冬つばき 雪の朝 つつましく バラには無き 江戸の美 （初めてのオールひらがなバージョン！）
冬の空 悠々その中 舞凧の その先に ゆらめき漂う （コ型に挑戦・・苦しい・・）

奥村篤史：兎住む月が懐かし今昔 兎老いしかの山も懐かし今昔
アッシーの寅年活動洒落日記「この1年！好きでない酒？飲みトラに」
1 月：68 歳の初孫。
「☆初孫は憧れの人さゆりちゃん」
4 月：○公園草むしり三年目に。
「☆会社ではむしられ 今はむしる役」
「☆公園とジョークサロンで オチ拾い」
5 月：○中野区役所より「楽しい社会貢献」講座依頼。水泳・大道芸・合唱・お囃子・ジョーク作り
等での地域貢献体験を紹介。南京玉すだれと泥鰌すくいを突然演じ大喝采でした。
「☆難しい講座？を変身大道芸に 笑いの渦に包まれ終了」
7 月：○着衣泳の学校指導を初めて体験。
「☆先生真剣、子供は大喜び 着衣泳指導大成功」
8 月：○立川で三味線伊鈴会の発表会。
「☆三味線の音聞こえぬようにそっと弾き」
「☆独唱は唄判らねど堂々と」
9 月：○10 月 1 日 5 年ぶりの国勢調査。
「☆国勢調査は酷凄調査？応募する人誰もなし」
、役所の人に頼まれ応募。
10 月：○小平市より地域貢献者として表彰状を受領。水泳指導が評価される。
「☆地域貢献流石がですねと皆の声」
12 月：○ 地元の吹奏楽・市民オペラを見る。
「☆アッシーの挑戦まだまだ残ってるオペラ、オペラー、オペレッタ」

大石脩

新年笑歌・・・しょうか、しょうよ
★素敵な手 そのあたたかさ やわらいで
わずかにはしゃぐ たなごころかな
★かろやかな 素足の匂いに ハグされて
ほんのりやわに 染まりゆく日々
稲葉浅治
川柳「進む」
一年生進んで挙手の参観日
古希過ぎて進んで参加クラス会
昇進の早さに足を引っぱられ
もう一度燃やし進める老いの恋
はしご酒進んで誘い財布カラ
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１２月例会 １２月２２日 集合順 １７名
野本浩一・佐藤忠恕・曽田英夫・高木正明・阿部浩・米岡泰・印南博之・一ノ瀬善秋・神代京子
藤井敬三・奥村篤史・海郷達人・西川信治・門口泰宣・松山カオリ・東省三・柴本和夫
＊２０１０年の例会も、無事に終了しました。忙しい中、顔出しをして頂きました皆様に、
御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
２０１１年１月１５日
新年会
１８名
青木孝・東省三・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・神山徹・亀和田俊明・神代京子・小内節子・
香野好勇・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・西川信治・野本浩一・平井幸雄・渡辺達雄
＊ジョークサロンの会合に初参加の亀和田さんは、変集鳥の友人・ゲーム仲間です。新年会用に変集
鳥が用意しました「ウサギ年の選択」ゲームでは全７問正解の快挙達成。空気を読んで勝利でした。
＊福島から参加予定の松山さんは、事故で新幹線がストップし、残念ながら欠席でしたが、佐藤
さんのお声がかりで参加の小内さんが、
「南京玉すだれ」で場を盛り上げてくれました。
＊２０１０年の一笑は、１位、２位、３位が１票差という近年まれに見る接戦となり、栄えある
栄冠は、佐藤忠恕さんに輝きました。おめでとうございます！
毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。
２月２３日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室
３月２３日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
４月２７日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
千代田区立スポーツセンター
℡03-3256-8447
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2010 年 12 月 14 日～2011 年 1 月 16 日
青森県：沼宮内春雄 宮城県：宗田淳 福井県：山崎正剛 埼玉県：村松一雄、海郷達人、
高橋友季子、岡見宏道、羽柴隆三、和久井哲男、曽田英夫 千葉県：岡部千代松、桜井レイ
東京都：野本英里、菅谷信雄、青木孝、井手裕子、亀山光昭、斉藤晴美、木村和男、
三浦邦夫、稲葉浅治、柏谷達雄、野本浩一、神奈川県：天野秀雄、平田レイ子、
浜田親一、鈴木敏子、濱中順一朗 愛知県：小西祥二 京都府：大石脩
佐賀県：野田文雄
＊切手送付、カンパありがとうございました。
＊送付打ち切りのご連絡を受けました。永い間、ご愛読有難うございました。
東京都：甲田澄子
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、どうぞご覧下さい。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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