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コミックどどいつ瓦版
★味の吉野家 汁付き松屋
スキを安値で 突くすき屋
☆西に東に 伊達直人から
児童施設へ 贈り物
さいたま市／高木正明

＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊
新年最初の例会は２２名の参加で盛況でした。
初参加の方が二人も来会。作品も披露して頂きました。笑いに来て頂くだけでも、有難いのです
が、笑わせに来て頂くのも、有難いものです。
片岡隆さん。ジョークサロンのＨＰを見て、初参加です。川柳・狂歌・コント何でも楽しむ由。
☆東風吹かば 思い起こせず 娘の名 アルツなりても わが名忘れそ（木瓜爺）
石原正雄さん。海郷さんと十数年来の「対文」仲間の由。今回は世相四字熟語を持参。
★「尖閣非裁」
（せんかくひさい）←「浅学菲才」
・・中国漁船の船長を捕らえたが、外交関係に配慮し裁けず帰してしまった
変集鳥にＥメールで作品を送ってくれた方もいます。新人さんの作品共々３頁に掲載します。
東京都三鷹市／土屋秀雄
２５６号は笑月にふさわしい内容でした。
２０１０お蔵（入り）百人一首よくできていました。感（歓）心しました。
長野県駒ヶ根市／伊藤邦彦
笑い転げているうちに、切手をお送りするのを忘れていました。
失礼！ 未納分と、２０１０年１２月から２０１２年１１月までの前納分として、８０円切手７０枚
を同封いたしますので、お納めください。過去と未来のバランスの上に、今がある、というところでし
ょうか。立春になっても寒さ続きそうです。お体、大切にー。
東京都町田市／青木孝
沢山の情報量に驚きます。
編集の方のご努力が思いのほか大きなことです。本年も又充実の一年でありますよう。
香川県木田郡／彌永孝一
寒さの厳しい日が続いています。
いつも感謝しています。月末毎に届くと「ああひとつき過ぎたなあ」と実感・反省しております。
東京都港区／石井赳夫
毎度、皆々様の力作･労作を愛読しています。有難うございます。
切ってある分とつながっているものと色々な切手をお送りしますので、
引続き宜しくお願い致します。
東京都千代田区／堤淳一

伝笑鳩をいつも楽しく拝読しております。

東京都大田区／高栄子
南朝宗匠から、 スタンプ一個ポン！！！
お便りがきて、銭湯でベッピンになるようにとのことです。血の巡りがよくなり笑顔がたくさん出る
ようにと願ってます。
カンパ及び激励のお手紙ありがとうございます。では、
「狂歌いつものやつ・・・」です。
寒い冬 インフルエンザ 吹飛ばし おおいに笑おう ジョークサロンで
【曽田英夫】
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「最後の晩餐で食べたいものは」
（出題：樋口七郎）

鯨の姿焼
秀逸

（鎌倉市：志賀 明）

【評】学校の門扉を外してきて横に並べ、その下に沢山の七輪を･･･んなんか出来るか！

入選

佳作

回転しないお寿司
寿司一貫（一巻の終り）
メイドさんの買ってきたお土産（冥土の土産）
笑い茸の御飯

禁断の木の実
おふくろの味
氷のてんぷら
不老長寿の薬膳
愛妻弁当
値引きシールの無い肉
御手洗団子（未練たらしい）
鯵の料理（味のある最期）
パンとブドー酒
自分の葬式まんじゅう
お粥と梅干し
たきたての御飯と赤だしの味噌汁
カップラーメン
百グラム２０万円の松坂牛
峠の釜めし
鰻重
歴代総理大臣の昼の定食
北方四島で採れた蟹
猿の脳みそ
油だ（ユダ）
懐石料理
お茶漬け
すき焼き
いい人とさしつさされつの盃

（江東区：柴本 和夫）
（横浜市：織田 元康）
（世田谷区：奥苑 順子）
（川越市：石原 義三）

（板橋区：植竹 団扇）
（文京区：稲葉 浅治）
（稲城市：藤井 敬三）
（渋谷区：山内 豊和）
（大田区：野本 浩一）
（横浜市：阿部 浩）
（さいたま市：高木 正明）
（伊勢原市：武井 美雄)
（荒川区：藤野 哲康）
（岩手県：片山 敦夫）
（京都市：牟禮 丈夫）
（広島市：香川 信子）
（三鷹市：市井 雅敏）
（渋谷区：樋口 七郎）
（所沢市：北沢 正嗣）
（千葉市：岡部 千代松）
（大田区：高 栄子）
（鎌倉市：浜田 頓坊）
（港区：柏谷 達雄）
（世田谷区：久保 三徳）
（福島市：松山 カオリ）
（船橋市：川田 又一）
（横浜市：鈴木 びん子）
（町田市：浅沼 マサ子）

次回（第１２２回）の題
「ゲテ物喰いの最たるものは」
（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：3 月 10 日 ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
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新人さん、三人登場！ 笑品は、作って楽しみ、喋って楽しみ、笑って貰って楽しみましょう。
片岡 隆

お笑いネタ・・・笑品笑介

★魚尽くし川柳（賭博事件に揺れる力士の心境）
｛＊今じゃ八百長も絡んできたか｝
つな・めざし かきは・さけ・ます さば・めばる＝綱目指し賭けは避けますサバイバル
★替え歌
古池や蛙飛び込む水の音（芭蕉）⇒震え来てかわや飛び込む水の音（坊っちゃん）
★もうすぐ 63 歳なので 10 年毎の在り様を回顧する。
13 歳＝胃酸過多 23 歳＝兄さん 33 歳＝散々 43 歳＝シミ
53 歳＝ゴミ
63 歳＝無残
73 歳＝なさず 83 歳＝闇
93 歳＝臭さ 103 歳＝倒産
★コント
○大雨被害と毒キノコ事件に触発されて
「この前は大雨で、増水をして危なかったよ」「それって、キノコ雑炊、それともフグ雑炊？」
○「実成りの良い柿の木ですね」
「木にも身なりの良し悪しがあるんですか？」
○「エディット ピアフの愛の賛歌はしびれるね。」
「そうか、エビピラフの愛の酸化か。愛が錆びちゃうわけね」
石原正雄

２０１０年 世相四字熟語

「金族披露」
（キムぞく披露）←「金属疲労」
・・金正日総書記が三男の金正恩氏を後継者に決め、公の場で披露した
「鳥獣飢餓」
（ちょうじゅうきが）←「鳥獣戯画」
・・天候不順で山にエサがなくなった熊や猿が、食べ物を求めて人里に出没
「奇怪女装」
（きかいじょそう）←「機械除草」
・・マツコ・デラックスやミッツ・マングローブなど奇々怪々な女装家が活躍
「夏長秋欠」
（かちょうしゅうけつ）←「花鳥風月」
・・長い夏のあと、急に寒くなり、秋がなく冬を迎えたようであった
「飛行至近」
（フライトしきん）←「フライドチキン」
・・羽田の国際空港化促進で、都心から海外がますます近くなった
「熱烈館外」
（ねつれつかんがい）←「熱烈歓迎」
・・上海万博開催。超満員で、人気パビリオンに入るには数時間待ちも
菅谷信雄

「ああカン違い」

●日本の国に格付があるとは知りませんでした。 「ああカン違い」
●国政は市民運動の延長線上と思っていました。 「ああカン違い」
●尖閣問題は、中国と粛々と交渉すれば、解決できると思っていました。 「ああカン違い」
●国防も首相の責任とは知りませんでした。 「ああカン違い」
●事業仕分けをすれば、打ち出の小槌のようにお金がどんどん降って湧いてくると
思っていました。 「ああカン違い」
●ばらまき 3 点セットをばらまいておけば、選挙では勝てると思っていました。 「ああカン違い」
●コンクリートより人の方が大事と思っていたのですが、自分自身コンクリートに一番守られている
人間だと気づきました。 「ああカン違い」
●今の政治情勢は戦国時代、だから仙谷さんが重要だと思っていました。 「ああカン違い」
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渡辺みどり

親子の会話１２
パパもママもしっかりしてよ編

娘：
「パパ、朝までソファでねちゃったの？
風邪で具合悪いって昨日の朝言ってなかった？」
父：
「・・・すみません」
娘：
「ママ、朝まで気づかなかったの？」
母：
「・・・すみません」
夫が帰宅したのも気付かず、
・・・あーぁ結婚１０年とはこういうことか。数年前までは寝付けなかったのに。

３年ハラハラ ５年イライラ １０年ケラケラ・・・・どうなる３０年・・・・
大晦日：紅白が終わり、カロリー消費のため町内の神社にカウントダウン初詣へ。
父：
「町内神社だからね、万札に○○番地サイトウと書いて入れといたよ」
（いや、やりかねない・・・かも）
１月４日：いざ、西表島へ出発。羽田→那覇→石垣島→フェリーで
日本のアマゾン西表島へ。日本でココだけの道路標識。
「ネコ注意」
イリオモテヤマネコには遭遇できなかったが、カンムリワシ、
ヤエヤマオオコウモリ（通称フルーツバット）に出逢うことができた。

神代京子

『はめ字』
みうのるは
時鳥んりる
は空び色の
止はりにう
り澄舞凪み

春の海 冗句サロンで 雛祭り
んろさ句冗
句うあ作句
ごと皆にさ
愛んに熱ろ
嬌ちひ中ん

りつまなひ
りぶろのな
しらや花ま
くなかもつ
て瞳にもり

春の海 るり色になぎ のんびり舞う鳥 空は澄み 時は止り
冗句さろん 句作に熱中 さあ皆に披露 とんちん句 ご愛嬌
ひな祭り 菜の花桃 まろやかに つぶらな瞳 りりしくて
松山カオリ
ジョークエッセイ「なつかしいこと」
京都出身の型絵染作家、伊砂利彦さんの回顧展を福島の県立美術館で見ました。自然を深く観察
した斬新な模様を確かな技術でまとめてあるのは見事です。音楽から受けた印象を造形化した「音」
の連作など印象強く残りました。作品を鑑賞した数日後同館で、生前作者と親交の深かったピアニ
ストの「青柳いずみこ」さんが作品の前でドビュッシーの前奏曲などを演奏されました。耳から入
った「音」を「染め」で表現した作品を目にしながら、ピアノの音色で作者の意図を感じ取れると
いうことは、何とも贅沢なひとときでした。
緑の山の麓に建つ美術館は、以前大学のあった場所で、中学生の頃その講堂で催されたクラシッ
クの演奏会に大分通いました。音楽が好きになれた原点に戻ってきたことを確認して懐かしい思い
を味わいました。
ジョークサロンに参加してようやく４年目に入りました。音楽に比べて不得手なジョークですが
飛び込んだ以上は長いお付き合いをさせてほしいと願っています。
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米岡 泰

南亭琴内氏のどんでん返し 34 ◎子ほめ御注意

乳母車を押している母親Ｂが近所の主婦Ａと道で出会って
Ａ「ア～ラ～！お久しぶりね～」
Ｂ「ひと月ほど田舎に行ってたの～」
Ａ「いつ帰ったの？」
Ｂ「つい先週よ～、先月、この子が生まれたの～」
Ａ「ア～ラ！素敵な男の子ね～彼にそっくりじゃな～い？」
Ｂ「そうね～もう少し旦那に似ると～良かったわね～」
Ａ「！？×」
石井志津夫
☆音頭

久しぶり メッセ貝も笑う 時事コント
菅 敗 ！

小沢一郎 新年会

大石脩
小芋の秘密
小芋さんとかけまして、ジャンボ宝クジ３億円に当たった方、とときます」
「そのこころは」
「笑ってばかりです」
（小芋に花なし・葉ばっかり葉葉葉ハハハ・・・・）
稲葉浅治
川柳「鬼」
本当にこわいは人と鬼嘆く
鬼の角人の情けで欠け落ちる
鬼になり遅刻せぬよう尻たたく
鬼がいて仏の顔が生きてくる
浜田頓坊
☆甘辛都々逸ほのぼのランド☆
にこにこ甘口
☆ＪＡＬの「鶴丸」 復活ニュース これは明るい おめでとう
☆袈裟切りマークじゃ 乗る気になんか とてもならない 当り前
☆西の空から 夕陽が昇る 現にこの目で 確かめた
☆フエアバンクス アラスカの冬 ジェットで追いかけ 夕日の出
☆藤沢鵠沼 いつもの川辺 桜咲くのを 松が岡
ちょっぴり辛口
☆尖閣事件の 放映褒める あたり前だよ 起訴猶予
☆叩き込みなど 目先の勝ちに 走る力士は 伸びが無い
☆国債格下げ 「疎い」はないよ 総理がこれじゃあ 国災じゃ
☆格下げするのは 菅さん一派 語るに落ちるよ 虚空宰

鎌倉の視覚笑害者・若狹芳生
笑害繁盛シャレ持って来い！
（回文）
露ここ追う魚心（ろここおううおこころ）
腐っても鯛だ。板も鉄柵 （くさってもたいだ。いたもてっさく）
（駄じゃれ）
「鰯の頭も新人から」 *斉藤佑樹投手？
｢サザエのつぶやき｣｢盛りのアサムシ｣「寝惚けナマコ」
「暇つぶしにヒツマブシ」
「身から出たワサビ」
「時既におすし」
「按摩のサンマ」｢しみじみシジミ｣
「華麗なヒラメ」
「スッポンぽん」
「ヒトデなし」
「ヤドカリ合戦」
「トドのつわり」＊トドはボラの成長魚
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香野好勇

好太川柳

アルコール飲まず楽しむ老いのボケ
弔いは主役初演でわきベテラン
海老・佑樹ともに王子で大違い
シニア席車内化粧が占拠する
我が医者は決して言わない平目とは

昼歩こう夜アルコールの定年後
海老蔵は三代世襲の成れの果て
女道歩き化粧で底に落ち
コスモスの乱れが庶民の足乱し
｛＊加齢だからかな？｝

笑門亭来福（西川信治）
政治呆談・世相呆談・呆け川柳
「一（郎）兵卒本舗」製造･販売 なににでも貼れる「こう薬」です。
｢口約」違反によく効きます。
「国会で自ら説明する」→「裁判があるから政倫審には出ない」
秘書の「口封じ」にも最適です。
「一(老）兵卒」は死なず ただ消え去ってくれ。
中学生隠語 何「直ってる」んだよ・・・菅ソーリのようにおどおどしている様
「鳩る」
・・・うそをつくこと
「小沢る」
・・・級長のいうことを聞かず自分に都合のよいことばかり言う
切れる６０代
他世代に比べ犯罪増加
池上彰 降板
ニュース解説の評価高し（タレントには補講が必要）
フタのまま つごうとしてる 忘年会（ジョ－クサロンの忘年会）
上の空組 印南博之 ◆大娯解◆

小学校外語教育開始応援ダジャレーズ

♪ ワタシ１０歳 Tokyo キッズ ゆめはスターよハリウッド
しっかり英語を身に付けて LA 空港アライヴァル
待っててちょうだいヘンリーちゃん
（満州娘）
①土 日 月 と休みになったサンキュー、子供を産んでも
サンキュー とんち小僧はワンキュー？
②メイル見れないの？ めーるってば！
③定期預金がマンキーになった
④飛び回ってつかれたらスワロー
⑤鷹狩の獲物料理にホークを突き刺した
（フォーク）
⑥鳥が車に乗りたがってるよカーカーって

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
内に小沢派 外には野党 のっぴきならない 菅に壁
民主だけでは無理だと弱気 助っ人与謝野に頼る菅
票を返せと 与謝野に罵声 変節漢だと 言う自民
明けて参拝 トイレの神に 運が付くよう 気張る朝
うさぎ年には 市場も跳ねる 景気占う 年初め
うさぎ駅長 卯年の人気 兎のぼりに 増える客
JAL に鶴丸マークが復帰 再起はばたく 日航機
ルノー漏らした EV 技術 先に中国 見え隠れ
ガラパゴス化の内向き志向 新卒就活 ままならず
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語る七七七五調◆

対文（逆さ読みだよ、回文もどき） 「今月は相撲だ！」

海郷達人
し こ

１．基本は四股

だらー、かいな、臀部、腰。
（たらかいなてんふこし）
四股踏んでないからだ。
（しこふんてないからた）

ふんどし

２． 褌 、乾くのを待ってメシ

３．立合いが大事
４．横綱圧倒

佐藤忠恕

湿り褌、幾枚。
（しめりふんとしいくまい）
今食いし、どんぶり飯。
（いまくいしとんふりめし）
仕切り、つまらないぞお。
（しきりつまらないそお）
遅いなら、待つ力士。
（おそいならまつりきし）
白鵬、寄り切りは、おお！（はくほうよりきりはおお）
大張り切りよう、ぼくは。
（おおはりきりようほくは）

都々逸パロディー（お馴染み都々逸のもじりで世相を詠う）no.15

遼に続いて 祐ちゃん人気 たまの落ちめが 気にかかる
（元歌 色はよけれど 深山の紅葉 あきという字が 気にかかる）
今人気絶頂の球技のお二人ですが、何時までもあんなにいい子でいられるんでしょうかね。

拒む気はない ほこてん再開 お宅文化は てんこ盛り
（元歌 拒む気はない 一言馬鹿と 肩へ廻した 手を叱る）
2 年 7 カ月ぶりで秋葉原に歩行者天国復活だ、世界に誇るおたく文化も。

鶏インフルで また大騒ぎ 早めに引退 運の良さ
（元歌 籤も当たらず 出世もなくて 今日を生きてる 運の良さ）
東国原元知事は先見の明があるのかなー、今度は鶏インフルで大騒動だぜ。

タイガーマスクの 親切よりも 国の手厚い 補助が良い
（元歌 嫌なお方の 親切よりも 好いたお方の 嘘が良い）
いくら全国で何百人の伊達直人が出てきても、やっぱり基本は国の福祉政策の充実ですよ。

平井幸雄
おみくじ
今年の運勢を占うために、ことしも地元の高尾山・薬王院に初詣して「おみくじ」を引いた。
一方、インターネットも利用して「おみくじ」を引いてみた。どちらも偶然、第91 番「吉」がで
た。籤運バッチリ！「今までの苦労もなくなって悦びが追々来る」そうだ。ただ「何の計画もなく
うかつに事を運ぶと失敗します」とあった。

ウサギ（兎）とかけまして、
トリ（鵜鷺）と解きます そ
のこころははねてとびます
（跳ねて飛びます・羽で飛
びます）
１羽、２羽と数えます
たまごから生まれます
（卵から２つの点をとると
卯になる）
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藤井敬三
ユーモア川柳「ああ、手」＜解体新笑シリーズ＞
横綱の手形に孫の手を重ね
手を焼いた息子今度は脛かじる
女房の手の平広い定年後
ゴキブリを手で捕まえた武勇伝
女房に誘われ行けばつかみ取り
しなやかな手つき怪しいマジッシャン
拍手待ち手遅れという古いギャグ
噺家の手つきで分かる酔いかげん
手の込んだ嘘も酔わせりゃ見えてくる
手話通訳駄じゃれ言っても通じない
持ち駒を手に握り締めヘボ将棋
キーパーの大手袋が頼もしい
握手され心が変わる浮動票
生命線短いけれど生きている
門口泰宣：

阿呆リズム＆パロディ

１）大河ドラマ“江”ご期待！
２）
“麻木ゆめみし”三角関係
３）頭髪が 乏しくなれど くじ毛ない
４）和解案にイエッサーと言えぬイレッサー薬害問題
５）♪プロレス界の 名物は タイガーマスクと 男伊達
見たか聞いたか あの手紙 ランドセルの
ランドセルの プレゼント♪（旅姿三人男）
６）♪内閣改造の 経済財政に 菅さん実績 買うを見た
与謝野こい 与謝野こい♪（よさこい節）
７）♪佑樹やこんこ フアンはこんこ 並んでも並んでも
まだ列やまぬ 鎌ケ谷は喜び 警備は駆けまわり
監督は炬燵で えびす顔♪（雪）
８）♪ヤマダの中の４本足の EV 車♪（案山子）
柴本和夫
言葉の研究
箱根駅伝 やたら目立った～佐久長聖高校（昭和 39 年創立）の OB たち・・最高の宣伝効果
坂道で転んでも逆転の人～早稲田 6 区の 4 年生高野 ⇒ 佐久長聖 OB（小布施出身）
（同じ 6 区で区間新の駒大 2 年の千葉も佐久長聖 OB）
圧巻の 17 人抜き（最下位⇒3 位に浮上）～東海大 2 区の 2 年の村沢 ⇒佐久長聖 OB
（同じ 2 区の早稲田 2 年の平賀も佐久長聖 OB で）
優勝早稲田の 10 名中 3 名（シェア 3 割）が佐久長聖 OB・・1 区・2 区・6 区
かつての豊臣秀吉は、⇒ 朝鮮征伐
現代の箱根駅伝は ⇒ 長聖選抜の様相
来年は外国人選手の【制限枠】に対抗して、日本人にも【調整】枠の導入の噂があります。
その【調整枠】～別名【長聖枠】の導入の概要・・・・一チーム 2 名までの調整
うさき年～まだまだ頑張るぞ～タイガーマスク
正義の味方～菅直人より伊達直人
支持率も～菅直人より伊達直人
借りるもの
昔・・・トラの衣（い）
今・・・トラの面（マスク）
大食い女・・・トラの胃（イ）
最近の流行（はやり）
・・・とくめい
相棒・・・特命の捜査
タイガーマスク・・・匿名のランドセル
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奥村篤史

アッシー君の「昼飯作りチャレンジ」洒落日記

4年前、65歳で友人の会社手伝いを終え、会社勤務から完全解放、毎日が日曜日となった。
「☆愛しい亭主が毎日我が家さぞや女房うれしかろうな」とアッシー君はにんまり。所が女房は「☆亭
主現金で金持っておいで亭主元気で留守が良い」
「☆亭主現金で金持って来なきゃせめて留守留守留守が
良い」
。和弓や写生・粘土細工など趣味も多く近所づきあいもあるし。
「☆女房パニック旦那がいつもが
家じゃ私は何出来る」
「☆猫には朝昼晩の餌あげるけど亭主の餌は日に何度？」そうだランチは旦那にま
かしょ。家の父ちゃん調理師だ。そこで「材料は買っておきますのでご自分の昼食はご自分でお願いし
ます」と宣言された。ラ・ポルタ時代調理師免許を取得しているアッシー君、反対する訳にもいかず無
抵抗で宣言を受け入れた。
・・・・たまに茄子・油揚げ・納豆・豆腐など使うと、女房より時々「☆夕飯
のために買っておいたのに、足りない分は貴方無し無し！」とお叱り。
「☆他人食べない自分だけ食べる 自由勝手な我がランチ」
。でも手順もよくなり「☆本見ながらの料理
は辛い 自分のペースが快い」
。
「☆自己流プラス時々料理本 誰か食べてよ自信作？」
。女房は好き勝手
の時間に趣味のサークルに出かけられるし、アッシーも簡単な料理は作れるようになり万歳！この企画大
成功。是非他の方も挑戦して下さい」
「☆いつ妻が死んでもOKメシ作り 若い妻取り次は子作り！？」
でも「☆妻死ぬとアッシー食事は朝昼晩 ソバとどんぶりあとは無し無し？」
野本浩一
お洒落日記
本厄の初詣にて引く御籤 番号は８９されど大吉
１月１日 家内ともども、恒例の初詣。かつては好例だったが、いまや高齢の初詣となった、かも。
還暦を迎える今年が本厄とは意識していなかったので、寄進はせず、賽銭も控えめだったが、願
い事も控えめにしたので、御籤は大吉だった。
★豊川稲荷
８９番
大吉
☆還暦を迎える年の初詣 大吉引きて暫しにんまり
☆兎年跳ねて９月に還暦よ
力となるは大吉の札
☆五重苦の元旦の朝御籤引き
大吉を見てにんまりとする
ジョークサロン新年会に参加して頂いた、渡辺達人さん
からは、似顔絵入り色紙を頂いた。オー、ソレミヨー。見よう！
曽田英夫
◇狂歌 NEW 門◇
それならそれで 納得できる
勘定が 高いといった 合っていた それならそれで 納得できる
6 人が 7 人掛けに 着膨れで それならそれで 納得できる
給料の アップ願うも 業績が それならそれで 納得できる
年金は ジジ・ババが増え 改悪に それならそれで 納得できる
気持ちで勝負 気合をいれて
寒い朝 出勤するぞ 食うために 気持ちで勝負 気合をいれて
ジョークには 言葉を選ぶ 力いる 気持ちで勝負 気合をいれて
歯医者では 口開けたまま 息詰まる 気持ちで勝負 気合をいれて
定食に やまもりご飯 ついてきた 気持ちで勝負 気合をいれて
知らないふりで 逃れてしまう
電車内 ふと触れたのは 美女の尻 知らないふりで 逃れてしまう
見たような 男女二人が 駅でキス 知らないふりで 逃れてしまう
＊曽田英夫快鳥の快挙！ＮＨＫﾗｼﾞｵ「ぼやき川柳」
（1 月 15 日放送）で大賞受賞！
「古物商 古女房は 扱わず」
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１月例会 １月２６日 集合順 ２２名
太字は初参加
曽田英夫・野本浩一・亀和田俊明・阿部浩・香野好勇・佐藤忠恕・高木正明・平井幸雄・藤井敬三
門口泰宣・片岡隆・印南博之・松山カオリ・奥村篤史・西川信治・海郷達人・石原正雄・柴本和夫
渡辺みどり・米岡泰・神代京子・松野信夫
＊2011 年の初例会は、女性陣 3 名・例会初参加が 3 名（亀和田さんは、新年会が初参加で、例会は
初めて）に加えて、久しぶりの松野参議も合わせ、22 名という賑やかな例会でした。
＊2010 年の会計報告では、会場費＋印刷費＋郵送関連諸費用が、例会参加合計より若干オーバー気味
であるということが報告されました。繰越金が減少傾向にありますので、経費節減に努めますが、
何よりの特効薬は、例会参加者の増加とカンパです。ご協力頂ければ、光栄です。
＊さて、１頁で笑介しましたように、片岡隆さんは、ホームページを見て、興味津々の参加です。
「ダジャレ」大好きという自己笑介と作品持参に、嬉しくなってしまいました。
＊石原正雄さんも、かつては海郷さんたちと共に、対文を作成していたそうですが、最近はジャンル
を広げているとのことで、初参加に際して自作の「世相四字熟語」を引っさげての登場でした。
住友生命が募集している「世相四字熟語」に採用された作品も含めて、昨年を思い出してしまう作
品を多数披露してくれました。これからが楽しみです。期待してます。
＊同巣会ジョークサロン創設者・故山下廣蔵氏の作品は、会のモットーです。
「同巣会ジョークサロンとかけて、エスキモーの子供と解く」 そのこころは
「カンパ（寒波）で育つ」
では、今年も宜しくお願いします。

毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。
３月２３日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室
４月２７日（水）千代田区立スポーツセンター（予定）
５月２５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）
2011 年 1 月 17 日～2011 年 2 月 13 日
千葉県：石井志津夫 東京都：神山徹、青木孝、堤淳一、高栄子、石井赳夫
京都府：大石脩 香川県：彌永孝一
＊切手送付、カンパありがとうございました。
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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