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＊＊＊２０１１年４月 No.２５８祈念特別号＊＊＊ 

 

 

 

  

 

 

  

＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊ 

 今号は「東北地方太平洋沖地震」からの早期 

復興が果たされることを願う、祈念特別号です。 

 Ｍ９．０ 国内観測史上最大の地震に被害を報道するテレビに釘付けになりながら、印刷のため

の入力を行っております。今回の地震そのもの、そして地震の後を襲った津波による死者・行方不

明の方が、千数百名を超えるということに、言葉がありません。数万人近い人の安否確認が取れな

いという報道があります。ライフラインの被害も甚大です。地震に被災した地区・人々の復興が一

日も早く果たされるよう、祈ると共に、亡くなった多数の方々のご冥福を祈ります。 

 

 従来の伝笑鳩に比べまして、投稿作品及び例会作品からの掲載量が少なくなっているかも知れま

せん。元気に生きていくためには、笑いを忘れないということは必要かと思いますが、時と場合に

応じて、笑いのバランスを図ることも大事かと思います。 

どうぞ、復興祈念特別号という趣旨をご理解頂きますようお願い申し上げます。 

 皆さんの復興への願いが、被災地及び被災された方々へ届くことを願いたいと思います。 

 

 では、今月は、バランス感覚を保ちながら、笑っていくこととしましょう。 

 

帯広市／黒田弘    鳩は空腹に耐えてよく飛んで来てくれたと思っています。 

取りあえず切手数枚送ります。これまでの不足が満たされなければお知らせ下さい。 

 

千葉市／石井志津夫  過日は、お便り、伝笑鳩をありがとうございました。 

茨城県での２回の講演は無事に終わることが出来ました。先ず、１８日水戸市では８５名のシニアの

前で、２２日は筑西市的野公民館では５０名のシニアの皆さんに、Ｊ．Ｓ．、伝笑鳩を笑介しておきまし

た。笑いでがんを克服した一人として、事例に加えさせてもらいました。「笑いの医力」の話です。幹事

鳥、金鳥といい方向にＪＳを発展させて頂いておりうれしく存じます。 

 

東京都町田市／青木孝      全部拝読し、終わると３０分ほど。 

力作、てんこ盛りがよく分かります。投稿する方、それに何よりも編集、印刷のご努力のすごさを思

うと驚きです。寒さの折、お体大切になさって下さい。 

 

川崎市／池田功   毎号楽しく読ませて頂いてます。引き続き宜しくお願い致します。 

 

北海道滝川市／水口正之  読むと笑いが自然と出てきます。笑いを笑化してます。 

きっと人生の栄養満点の一笑涯送れると思います。笑々遠慮ぎみですが、心より感謝（笑）してます！ 

 

春はもう 近くまで来て 冬は去る おおいに笑おう ジョークサロンで   【曽田英夫】 

 

 

    創作四字熟語 

・どの田舎でも若者が地元を離れ、人口減

である。これを「四面過疎」という。 

・特にスペシャリティのない定年退職者

は、再就職先はほとんどない。 

これを「無芸退職」という。 

          千葉市/石原正雄 
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  「ゲテ物喰いの最たるものは」（出題：樋口七郎） 

 

 

まむしの丸焼き             （高知市／高橋 満子） 

お玉じゃくしと蛙のてんぷら       （千葉市：岡部 千代松） 

サソリの空揚げ             （渋谷区：樋口 七郎） 

爬虫類のフルコース           （稲城市：藤井 敬三） 

ゴキブリの踊り喰い           （京都市：牟禮 丈夫） 

青大将の蒲焼き             （さいたま市：高木 正明） 

ホルモン焼               （佐倉市：笠原 宏之） 

ざざむし・蚕のさなぎ・蜂の子      （江東区：柴本 和夫） 

仙人と食ったカスミ           （船橋市：川田 又一） 

マネトロ（トロにマヨネーズをつける）  （所沢市：北沢 正嗣） 

子鼠の鵜呑み              （町田市：浅沼 マサ子） 

豚の脳                 （荒川区：藤野 哲康） 

ソルビン酸入りの食べ物         （横浜市：鈴木 びん子） 

人間                  （川越市：石原 義三） 

ゲテ物喰いのモツ鍋           （板橋区：植竹 団扇） 

ゲテ物マニアの脳ミソ          （鎌倉市：浜田 頓坊） 

ゲーテの好物              （横浜市：織田 元康） 

核兵器                 （福島市：松山 カオリ） 

 

次回（第１２３回）の題  「目を覆いたくなるものは」（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：4月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

蚤の心臓          （鎌倉市：志賀 明） 

【評】鯨から蚤へ変り身の早さ！おぬし、只者ではないな！ 

入選 

私の夢を食べる獏             （横浜市：阿部 浩） 

アルマジロのスープ            （大田区：高 栄子） 

机（四ツ足です）             （文京区：稲葉 浅治） 

政治家（人を喰っている）         （世田谷区：奥苑 順子） 

 

佳作 

 

 

 

東北地方太平洋沖地震によって被災を受けた地区の一日も早い復興を祈ります。 
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信太わか    老々寄り添い川柳 

 

＊前を行く よちよち老母の 背がかわい    ＊ゆる歩き 娘の膝も 助けられ 

 ＊二杯目で さっと片付け 焼酎ビン      ＊補聴器は 母両耳に 娘は一つ 

 

 

神代京子  『はめ字』  世の中はつらい話題ばかりですが、春はどんな人にも 

平等にしあわせな気分を運んできます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

渡辺みどり     親子の会話  「ひとりっこでよかった」編 

 

娘 「○○くんって3人兄弟だから大変なんだ！ 

母 「なぜ？」 

娘 「だって、3人でお習字セット１つなんだ！ しかもね、うちのクラス、お兄ちゃんの習字の日と

同じ曜日なんだ、だからお兄ちゃんが使うから、○○くん、弟だからいつもないの。」 

母 「そりゃ、不便だわ・・・・・・」 

＊たしかに習字セット兄弟分３セットもいらないけど、せめて２セットくらいは…私の使っていたので良ければ…まだ

実家にあるかも。感心！？いや、不憫！？最近周りには３兄弟４兄弟、多くみられて頼もしいです。 

 

松山カオリ   ジョークエッセイ「論説を読む」 

 

今朝の「論説」の見出しを読んで思わず、「ホントホント」とつぶやきました。 

 借金まみれの国家財政についての説明を、家計に置き換えての数字は良く理解できました。 

 歳出の中で最も大きいのが社会保障費なのだそうですが、私も高齢者なのでこれからの社会保障

制度については、とても心配でなりません。 

 でも現在の少子化を心配するなら、日本の未来のために人口増加への予算は多く組んで欲しいと

思います。 

 そのためには、日々の生活が楽になるからといって「無償化」「無料化」を喜んでばかりはいら

れません。 

 これからの日本のために何が大切なのか、国民の一人として現実をしっかりと見つめなくてはと

考えます。 

 

 

 

 

ぐんりぷす 

心にぼりぷ 

月結んてり 

淡いもぃん 

く騒だなぐ 

←スプリングプリティなリボンモダン

に結い 騒ぐ心月淡く 

→赤い靴 可憐な少女 今昔 黒の長

靴（ちょうか） つやめく瞳 

 

 

つくいかあ 

やろま憐か 

めのむない 

く長か少く 

瞳靴し女つ 

 

 

東北地方太平洋沖地震によって亡くなられた皆様のご冥福を祈ります。 
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名古屋市／加藤勝彦   ★ご笑介★  「笑刻家  岩崎祐司」 

先日日経に載った記事の岩崎氏に電話し、愛知県可児市迄作品展を 

見に行ってきました。田舎と思っていた可児の文化センターが 

余りに立派で驚きました。とても楽しく岩崎氏にも、我々の仲間に 

入って下さいとハガキ書きました。 

 

 

 

 

    ↑北ネーキツネ 

         月とすっぽんぽん→ 

左から おにでやす・長いものにはマカロニ・ 

 我輩は猫んでる・疲労コンパニオン・仮面ライター 

 （笑刻家岩崎さんの紹介記事は、2月21日日経文化欄でした。ご参照願います。） 

 

鎌倉市／若狭芳生   狂歌・年寄りの冷や水 

   ラブホテル入れ歯忘れの高齢化 あまりのことに口をあんぐり 

   ラブホテル来ればやみつき介護付き あまりのことに口をあんぐり 

 

菅谷信雄   ネットで流行っている・・・・「改変自由、民主党カルタ」 

   ☆ちょっとまて その無所属は 民主かも 

   ★その一票 注意一秒 ケガ一生 

   ○結論を 決めないことを 決めました 

  ●対案を 出せよ原案 まだだけど 

 

稲葉浅治        川柳「別れ」 

子の方がうまく別れて一人立ち    家裁出手右と左に別れ道 

マスコミがよってたかって別れさす  別れた日一人冷や酒冷や奴 

 

埼玉県／笹崎静雄  前略 いつもありがとうございます。 

遅れましたが切手枚同封します。よろしくお願いいたします。     草  々

春日部市／坂木恒次   いつもお世話になります。 

昨年１２月で終了と思い、切手を送付します。ご迷惑をおかけしてます。 

 

浜田頓坊       甘辛都々逸ほのぼのランド 

日本良い国 世界のトップ 政治家お粗末 なんだけど 

世界で一番 人気があると 胸を張ろうよ 日本人 

   ケニア提唱 「もったいない」が 今じゃ英語や 世界語だ 

  「いただきます」とは 日本の心 優しい気持が 国際語 

 

 
 

  

 

 

 

 

地震の後には津波がやって来る。これからも、決して忘れてはいけない。逃げるが価値あり。 
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笑門亭来福（西川信治）  政治呆談・世相呆談・呆け川柳 

 

スタンダード＆プアーズ  日本の国債をＡＡ－に格下げ スペインの下に 

アカンソーリぶら下がり質問に「そういう問題には疎いので」 

→日銀幹部「あきれたソ－リをいただいたもんだ」 

「ソーリこれからはわからない時は「はなはだイカン」と言ってください。（官邸補佐官） 

 

大相撲「八百長」疑惑→こんなことでは相撲も政治も誰も見なくなる 

携帯を壊したり紛失、機種変更をした力士は番付でしるしをつけるべし 

 

四股踏んで 携帯潰す 相撲妻   断捨離で 捨てないでくれ 頼むから 

 

奥村篤史    アッシー君の「セブ島ダイビング」洒落日記 

 

2月8－11日、フィリピンで、水泳仲間男3人でダイビングを楽しみました。 

9日10日の2日間は快晴のダイビング。南の島を正に絵に描いたよう、「☆椰子の木々草葺屋根にSun

サンサン 波一つ無き遠浅の海」「♪セブの港はヤレホンマニ凪ぎるやら（波浮の港で）」「☆むつごろう・

蟹もちょろちょろ歩く海 子供もちょろちょろ魚取り金取り」、「☆おじさんおじさん 貝のネックレス

買って色気付です女の子」「☆海に潜るのでお金は置いてきた ノーマネー ノーマネー お酒だって飲

―まね」。「☆桟橋１キロ歩きやっと船着場 竹の翼付き船が待つ」。初日1時間半、2日目30分の船旅。

「☆波が無いのでユレずに快適長―い1時間半吐く暇はなし」。「☆海はきれいで小さな魚介はいっぱい

大物に会えない我らは小物？」。「☆初日は3本翌日2本 10年掛かってまだ86本でーす」。最後、イ

ンストラクターを伴いセブ島探索と夕食会。「☆バイクの横に木箱のサイドカー名物バタバタに乗り込む

4名」。 「☆安いバタバタ30分で200円狭いきついと文句は言うな」 

 

 

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  語る七七七五調◆  

 

目くそ鼻くそ 揚げ足取りで 無駄に税金 食う議会 

ガスが溜まった マグマを抱え 噴火寸前 民主岳 

野球賭博を 手繰ってみたら 八百長相撲が釣りあがる 

ハッケヨイかと 行司に聞けば 八卦悪いと 出た相撲 

七勝七敗 カド番勝負 メールで星買う 八勝目 

ワタミ会長 都知事に出馬 居酒屋・介護の 票集め 

腐敗ムバラク 狂ったカダフィ 民意読めない独裁者 

無重力でも 重責担う 若田船長 和の心 

パンダようこそ 名前の公募 菅々・乱  々 頂けず 

観光人気のクライストチャーチ 大聖堂にも大地獄 

 

 

 

東北地方太平洋沖地震・・・・孤立した人たちが一人でも多く、救助されますように。 
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一ノ瀬善秋：シャレクスピア（洒落久寿飛夜） 「シャレクスピアの困りごと、嘆き」 

      

①ねじれ国会  参院（産院不安） 衆院（臭院・ゴチャゴチャ） 

②最小不幸社会→宰相不幸社会  菅首相 

③希望 与えるのが伊達直人、奪うのが菅直人（つらい立場） 

④月給泥棒  国会議員  予算関連法案を通さなければならない時に 

       早期解散とか選挙（衆院費用８００億）、１６議員が会派離脱とか 

       与党も野党も何をやっているのだ（国民の生活や国益を無視） 

⑤国の借金９１９兆 子供の未来にツケ、子供不幸社会 

⑥八百長 相撲界 明治初期に八百屋の親父が年寄に１勝１敗の細工でせしめた相撲茶屋 

＊困ったもんだ！ 選んだのは考えない国民、メディアに踊らされたのか 

 

石原正雄       創作四字熟語   

 

①＜一般社会編＞ 

・餃子や肉マンより、点心はアンマンが一番だ。これを「点心餡饅」という。 

・サラ金は、甘い言葉で客をだますから要注意。これを「美辞レイク」という。 

②＜サラリーマン編＞ 

・課長から次長になっても、部長にはなかなかなれない。次長はその間、じっと我慢していなけ

ればならない。これを「隠忍次長」という。 

・最近の新入社員は、すぐに辞めてしまう。人の出入りが多いと組織は活性化され、それはそれ

でいいのだが・・。これを「新人退社」という。 

③＜家族編＞ 

・仕事を何にもしない妻は、毎日、朝からテレビ・おやつ・エステばっかり。これを「賤業主婦」

という。 

 

片岡 隆        お笑いネタ ア・ラ・カルト 

 

川柳・狂歌 

東尋坊 投身せぬよう とうせんぼう 

父さんが 倒産したら 東尋坊 投身せぬよう とうせんぼう 

山下り ふもとが朧に 見えてきた（老人と山・ﾊﾐﾝｸﾞｳｪｲ。人生の峠も越え、あの世は近い） 

くにを替え 心も変えて 顔も変え 還らぬ者と 家に帰れず（逃亡者の哀愁をおもんばかる）

ゴロ合わせ 

棺桶に片足を突っ込む⇒風呂桶に片足を突っ込む。（浴槽そうじ） 

冬来りなば、春遠からじ⇒冬来りなば、貼るトウガラシ（貼るカイロのように暖かい） 

子連れ狼（拝おがみ 一刀）⇒コスプレ狼 （お手紙 三等：年賀はがき） 

忠犬ハチ公⇒ウチの会社は「中堅もはじこう」としている。（渋谷のリストラ会社） 

不老長寿⇒浮浪長寿、不労長寿（あくせくせぬ方が長生き） 

蟷螂の斧⇒頭老ＮＯ？ ＯＨ，ＮＯ！（ボケてない？大丈夫さ！） 

 

東北関東大震災、テレビで報道される方々の顔からこぼれる涙に、言葉がありません。 
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門口泰宣：  阿呆リズム＆パロディ 

 

１）♪おどま 勧進 勧進 あん人達や 

かも衆 かも衆 かも力士 よか星よ♪（五木の子守唄） 

２）♪ワタミの会長 三歩出る♪（金色夜叉） 

３）長友あり遠方より来る  インテル移籍 

４）待てばカイロの日和あり ムバラク退陣 

５）独裁政権を倒すのはメンドクサイがやらねばばらない 

６）クライシストチャーチの大地震   

７）近頃もてはやされるものはゴパンダ             朝日新聞「かたえくぼ」掲載 

                              （2011．2.18） 

 

 

米岡 泰     南亭琴内氏のどんでん返し 35 ◎しつけのわるいサルのうた？ 

 

男がバーに入ってきてビールを注文し、チビリチビリ飲りながら、寛いでいた。 

そこへポケット・モンキーを乗せたピアニストがやって来て、ピアノを弾きだした。 

サルは動き回っていたが、急に男の所へ来て、グラスに腕を入れ、掻き回して逃げた。 

男は驚いてピアニストに抗議「猿が～グラスに～手を入れた～のを知ってるかい？」 

ピアニスト「知りません。最初の何小節か歌って頂ければ、見当をつけて弾きますが」男「！？×」 

 

野本浩一  お洒落日記  映画の楽しみはこれからだ 

 

今年は久しぶりに映画を観ている。ロードショーを３本。そして、DVD「寅さんマガジン」で刊行が

始まった「男はつらいよ」シリーズの１巻から４巻まで。「男はつらいよ」シリーズは隔週刊で５０回配

本なので、これから２年ちかく、見続けながら、笑ったり泣いたりするのだろう。定年後の楽しみのひ

とつになるのだろうか。 

【寅さんの名セリフ】  太字はウィキペディア「男はつらいよ」から 

・「それを言っちゃあお仕舞いよ」  喧嘩の際においちゃんが言う「出てってくれ」に対して寅次郎が返す

セリフ。第1作で渥美清が咄嗟に放ってしまったアドリブだったが、セリフの持つ意味に感心した山田洋次

がその後脚本に多用するようになった。  

「結構毛だらけ猫灰だらけ」 商売の啖呵から派生している、寅次郎の口癖。投げやりになったり、すねて

いる際などに吐くこともある。その後にお尻の周りは糞だらけと続く場合が多い。 

 「焼けのヤンパチ、日焼けのナスビ、色が黒くて食いつきたいが、あたしゃ入れ歯で歯がたたないよ」 

ふと、寅さんは年金を払っていたのだろうか、ということや、財布は何時も空のようだったけど、交

通費はどうしていたのかな、宿代はちゃんと払っていたのかな、と気になったけれど、まあ、周りの

人が許していたのだろうと思う。 

  人徳があるのは、いいことなのだ。 

ともかく、いろいろあって、男はつらいよ、でも、生きるっきゃない。 

 

 

 

 

 

 

東北地方太平洋沖地震の前には、ニュージーランド地震もありました。合掌。 
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平井幸雄       日の出ずる国・・・ニッポン・にほん・日本 

 世界の国の名前を和訳した地図がTwitterで話題になっている。日本は、「日の出ずる処」と、神々し

い名前となる。ロシアは「ボートをこぐ人たち」モンゴルは「何事にも恐れぬ勇気」など、意味不明な

ものもあるが、割と的を射ているものもある 。後付けではないかと疑ってしまうほど、意外とカッコイ

イ。 ところが、インドは和訳すると「川」、カナダは「村」、イエメン「右」、ネパール「山」、ラオス「人」

などと平凡なものもある。    主なものをあげると・・・ 

・中国＝世界の中央の華やかな人民の国 ・シンガポール＝ライオンの町 

・ブータン＝雷龍の国 ・キルギス＝40人の娘（部族） ・トルコ＝強い人  

・トルクメニスタン＝強い人に似た人の国 ・エジプト＝エーゲ海に沈む地  

・サウジアラビア＝星の集団の家の砂漠の民の国 ・ケニア＝白い山 ・ギニア＝黒人  

・南アフリカ＝南の塵 ・ナミビア＝なにもない地域 ・ナイジェリア＝流れる川 マリ＝かば 

・フランス＝投げ槍の地 ・イギリス＝角ばった土地 ・イタリア＝仔牛（雄牛） 

・ギリシャ＝老人(名誉の人) ・ドイツ＝人民 ・スペイン＝うさぎ・アメリカ＝商人の息子   

・メキシコ＝月のへそ（神に選ばれし者という意もあり）・ドミニカ＝日曜日・パナマ＝魚が豊富 

・バハマ＝水位の下がった海 ・ブラジル＝赤い森  ・チリ＝地の果て  

・コロンビア＝鳩 ・オーストラリア＝未知の南の土地 ・パプアニューギニア＝縮れ毛の新しい黒人 

 

八王子市／田代亘夫  八王子ユーモア・スピーチの一員です。よろしくお願い申し上げます。 

 進藤さんや圓塾さんにご指導頂き、楽しいひとときを過ごさせていただいています。当会の紹介によ

り「伝笑鳩」をもらい、早速申し込みさせていただきます。 楽しみにしています。 

 

藤井敬三     ユーモア川柳「ああ、足」＜解体新笑シリーズ＞ 

通勤の足を奪った春の雪          発車ベル足はもつれるドア締まる 

ブランドの靴が自慢で足を組み       足元にひざまづくのは靴屋だけ 

長い列足踏みをして待つトイレ       脛かじる息子の足は長く伸び 

足湯では混浴気分ギャルたちと       悪友に会えばネオンに足が向く 

口紅を拭いたハンカチ足がつき       ゴキブリの足の速さに出る悲鳴 

 

曽田英夫        ◇狂歌NEW門◇  

省エネ・エコで すべて我慢し 

・夕食は さしみにサラダ 冷奴 省エネ・エコで すべて我慢し  

・職場では 暖房温度 下げ寒く 省エネ・エコで すべて我慢し 

どんどん下がり いつかはタダに  

・スーパーへ 行けば毎日 特売日 どんどん下がり いつかはタダに 

・カラオケは サービス上がり 値も更に ドンドン下がり いつかはタダに 

なんでそうなる 良く分からない 

・八百長の 携帯電話 出てこない なんでそうなる 良く分からない  

・パンダ来て 八千万も 年出費 なんでそうなる 良く分からない 

 

 

 

 

 

 

 

東北関東大震災に届く世界各国からの支援に、「ありがとう」と言うばかりです。 

 



 - 9 - 

佐藤忠恕  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.16 

①  野球賭博が 火種となって 八百長相撲で 燃え上がる 

（元歌 ）旦那の忘れた 煙草で下女の 部屋から火の手が 燃え上がる 
 火の無い所に煙は立たず、前から怪しまれてた八百長相撲が、野球賭博の捜査で動かぬ証拠が出ちゃたな。 

②  新燃
しんもえ

噴火を 小出しで使い 電力開発 してみたい 

（元歌 猪口猪口逢う夜を 一つにまとめ 徳利話が してみたい） 

新燃岳の大爆発、凄いやねー、でもあのエネルギーなんとか使えないもんかなー。 

 

③  鶏インフルは 渡り鳥、じゃー 次の行く先 聞いてみる 

（元歌 どこで借りたと 心も蛇の目 傘の出どこを 聞いてみる）  

  鶏インフルはどうも渡り鳥が媒介してる疑いが濃厚だ、だからその行方が分かれば発生も抑えられるかも 

④ 独裁元首の 終焉続き 中東混迷 深くなる 

（元歌 ちらりちらりと 降る雪さえも 積もり積もりて 深くなる） 
   長期に亘り独裁政治の中東諸国は、次々に政変がおこってますなー、原油も値上がりして予断を許しませんぜ。 

⑤ 積もる想いに 来た来たパンダ 白黒つけるか 尖閣も 

（元歌 積もる想いに 何時しか門の 雪が隠した 下駄のあと） 
 高い借り賃で10年期限のレンタルパンダ、これで尖閣問題も収めろってーのは虫が良くない。 

 

柴本和夫       言葉の研究 

  

アンコール遺跡巡りのツアーに参加（2月12日～2月17日） 

 

参加者が全員、アンコール・≪ワット≫の遺跡に感動しました！ 
      ≪ワット≫・イズ・ディス 

      ≪ワット≫してグー 

      ≪ワット≫驚く為五郎 

    食事を三食と沈む夕陽の観賞の一日でした 

      食事のサンセット VS 夕陽のサンセット 

      昼はアンコールの見学  VS 夜はアルコールのアンコール 

    遺跡の修復と落書き 

      王宮が破壊されたので修理します ⇒ 王宮だけに、応急手当です。 

      日本人長谷川右近太夫一房（江戸時代）の墨の落書が残っている・・・・ 

         ≪墨≫だけに【隅】の方にひっそりと・・・・どうも【済み】ません 

    ラーマーヤナ物語～ヒンドゥー教の大叙情詩 

      ラーマー王子がサルの助けを借りて、王妃を救出する物語 

       インドのお話では・・・・・サルは味方である 

       日本のお話では・・・・サルは敵である ⇒ 敵はさるもの～と言います 

 

 

 

 

 

 

行方不明の方々の数は、我々の想像を超えています。一日も早い確認を祈ります。 
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２月例会 ２月２３日 集合順 ２１名   

野本浩一・曽田英夫・佐藤忠恕・阿部浩・片岡隆・信太わか・奥村篤史・高木正明・平井幸雄・ 

渡辺みどり・小林久枝・門口泰宣・石原正雄・松山カオリ・小内節子・平井幸雄・米岡泰・神代京子・

柴本和夫・西川信治・一ノ瀬善秋・藤井敬三 

 ＊２月例会には、久しぶりに参加の女性陣が多く、華やかな賑やかな楽しい雰囲気が漂うこととなり 

  作品発表の際にも、笑い声が大きくなりました。２０人以上になって、女性の方も増えてくれると 

  本当に楽しい例会になります。ご参加ありがとうございました。 

 ＊例会にて発表しました作品につきましては、翌月上旬頃を目処に、変集鳥までメールで送付して 

  頂きますようお願いします。変集の仕上げは、毎月１２日～１５日頃に行います。 

 

 東北関東大震災で亡くなられた方々や被災に遭遇・孤立した方々の数は想像を絶するものがあり 

 ました。復旧、復興にも想像以上にかかると思われます。 

 我々にも何かできることがあると思います。お互いを支え合うようになれればと思います。 

 

 一日も早い復旧･復興を祈り、今回の変集作業を終えることとします。３月１３日。 
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＊切手送付、カンパありがとうございました。 

送付打切り   埼玉県：渡辺知子 

長い間のご愛読、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 
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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。 

毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。 

４月２７日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室 

５月２５日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

６月２２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   


