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阿呆リズム＆パロディ

☆チュウ一秒 怪我一生
西山審議官
★孫して得とれ
太陽光エネルギー開発
☆サワやかに 勝利の女神 世界一
横浜市／門口泰宣
＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊
ジョークサロンの新年会や例会に参加したことがある変集鳥の知人が、
「長女･次女･三女 なぜか不思
議な三姉妹」という本を執筆・出版しました。出版社は、中経出版です。
先日、かつての会社の同期入社仲間１９人で集まった折に、
「娘が三姉妹の人はいる？」と聞いたら、
ひとりも居なかったのですが、
「嫁さんが三姉妹という人は？」と聞いたら、４人いました。
その知人の本が沢山さばけたら、次にはジョークの本の執筆・出版に力を添えてもらおうかと、目論
んでいる次第です。さあ、どうでしょうか。
さあ、残暑に負けずに、にっこりとして笑顔でいきましょう。
所沢市／北沢正嗣
特に夏に捕れる魚でもなかろうに なぜ「シイラ」を「鱪」と書くんだろう？
「鮱」を「カレイ」
（加齢）と読まず、なぜ「ボラ」と読ませるんだろう？「ボケ」がナマッたのかな～。
（変集鳥：おそらくほとんどの人はシイラないだろう。私も知いらない。
）
港区／石井赳夫 冠省
毎度、笑いの素をたっぷり振り掛けて戴き、有難うございます。
送信用切手が、ショートして大変ご無礼しました。ここに同封、お渡し致します。引続き宜しくお願い
申し上げます。草々
品川区／瀧口庸行
川柳も 暑さに負けて ギャグになり・・・編集諸氏のご健勝を祈ります
いつもジョーク満載の会報有難うございます。人の心をくすぐる笑いには世界共通の精神が宿ってい
るようです。ユーモア、ウィット、ジョーク。精神の高い所ではスピリッツとかエスプリ（フランス人
は世界一と思っている）
。日本になると洒落という質の高いものだって、地口とか語呂合わせとなり追い
つめられて駄ジャレっていうやつもあるんだぜとフランス人に言ってやりたい？
仙台市／片倉静江
大変おもしろく一気に読んでおります。
切手お送りするのが遅くなりまして申し訳ございません。
今年と来年分同封致しますので又よろしくお願い致します。
名古屋市／加藤勝彦
ここ二、三回ガンの友に転送してます。
伝笑鳩 262・8 月号ありがとうございます。なでしこジャパンの監督もギャグメモ活用してたようで
すネ。ド忘れひどい私も、ポケットメモにメモギャグ。でもタイミングずれて言う方が余程笑いを誘う
かも。
町田市／青木孝
気候不順の折、お体、大切になさって下さい。
“背泳ぎの つもりがなぜか 救助され”中年の悲哀が感じられる作品でした。
「ああ背」というテーマで充実の川柳を作れる作者の実力に敬服です。

暑い夏 一日終わり ビール飲む ジョークサロンで大いに笑おう
-1-

【曽田英夫】

「暑くてたまらないものは」

タコ焼きのタコ
秀逸

入選

佳作

（横浜市：織田 元康）

【評】語呂がいいので、つい採ってしまいました。
ぬいぐるみを着たパレード
防護服を着た原子炉内作業
長屋の室外機
節電動物園の白熊
夏の盆地
炎天下のガレキ整理
離婚調停の両者の言い分
多汗症患者の控室
温泉でのガマンくらべ
いちゃつくカップル
甲子園の夏
搗ち割りの売り切れ
ぬいぐるみのアルバイト
甲子園の応援団席
国会笑弁
原子力問題の国会討論
振り込め詐欺被害記事
宿題の追いこみ
太陽の反射光線
私と女房の仲
サウナの中での居眠り
野菜イタメ作り
炎天の屋根直し

（所沢市：北沢 正嗣）
（港区：柏谷 達雄）
（横浜市：阿部 浩）
（文京区：稲葉 浅治）
（荒川区：藤野 哲康）
（川越市：石原 義三）
（大田区：高 栄子）
（船橋市：川田 又一）
（京都市：久保 三徳）
（町田市：浅沼 マサ子）
（千葉市：岡部 千代松）
（板橋区：植竹 団扇）
（京都市：牟禮 丈夫）
（稲城市：藤井 敬三）
（鎌倉市：浜田 頓坊）
（三鷹市：市井 雅敏）
（伊勢原市：武井 美雄)
（福島市：松山 カオリ）
（高知市：高橋 満子）
（渋谷区：樋口 七郎）
（岩手県：片山 敦夫）
（横浜市：鈴木 びん子）
（世田谷区：奥苑 順子）

次回（第１２８回）の題
「すぐ忘れてしまうものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切日：9 月 10 日
ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
優慧太（亀和田俊明） 「長女・次女･三女 なぜか不思議な三姉妹」スペシャル・コメント

長女の秘密
堅実かつ常識的な「しっかり者」
。面倒見がよく「頼れるお姉ちゃん」
。
次女の秘密
自由奔放ながらゆるぎない自分を持つ。自立心旺盛でマイペース。行動派。
三女の秘密
のんびりしつつも如才なく甘え上手。華やかだけど疎まれない。
嫁さんにするなら・・・どの子がいいのか・・・。よーく、考えよう、男性諸君！
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）支持滅裂の菅政権
２）♪恐さ知らずと 嘲笑わば笑え 人にゃ見せない 苦渋の涙 どうせ俺らは
玄海原発の 波に浮世の 依存町♪（玄海ブルース）
３）前途遼遠 視界不遼
海外の石川プロ
４）えさが汚染されておおワラわ
福島肉牛
５）使用自粛になった不要土
６）♪盗聴一本 世間にさらし 疑惑受けるのも メディア王の修行♪（月の法善寺横丁）
７）元警部が情報漏洩と引換に就喝
８）血出痔と勘違いしているアナクロ人間
９）追いつき追い越せを同じレールの上でしてはならない
１０）オスロしいノールウエーのテロ

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》
なでしこジャパンに 刺激を受けて 菅さん益々 元気付く
汚染・避難者 ほったらかして 済ます東電 工程表
避難生活 悲観の老婆 墓に避難と 残す遺書
餌の藁まで セシウム汚染 食って悔いてる ブランド牛
困る消費者 どうすりゃいいの 何をしてるの 消費者庁
アナログテレビが 地デジになって ほっておいたら 砂嵐
太鼓叩いて 七夕飾り 復興東北 六魂祭
例え飢饉や 津波が来ても 止めぬ野馬追い 相馬武士
児童虐待 育児の放棄 親を選べぬ 子の不運
グリーンカーテン ゴーヤにキュウリ 日陰作りの 夏野菜
サマータイムは 都会に不向き 早い帰りの 無駄遣い
中国鉄道 面子が大事 安全・命は 三の次
移民嫌って 爆破や乱射 右翼青年 ノルウェー版
八百長疑惑を 土俵に埋めて 無理に再開 名古屋場所
米岡泰

南亭琴内氏のどんでん返し４０

◎「子供の頃、大人に言われて、信じてた話」

１、エスカレーターを降りる時「上手く降りないと吸い込まれるよ」と言われ、
「また乗る所から出て
くるのかなあ？」ととても緊張した。
２、小学校の頃「マースさん」と言う宇宙人としばらく文通していた。学校で自慢したが誰も信じて
くれない。ある時、上の姉のお習字を見て茫然自失した
３、母から「ストーブに触ると手がハンバーグになっちゃぅよ」と言われ、ハンバーグを食べるたび
に「これは誰の手かなあ？」と思った
４、我が家のテレビはシャープ製なのに他社のコマーシャルも良く写る。
「これは親切なテレビだぞ」
と父に言われ、まともに信じていた。
５、自転車を練習してた時、近所のおばさんに「ペダルこいだらその分巻き戻さなきゃ」と言われ、
必死にシャカシャカやってた。思い出すと悔しい。
６．教会に通っていたが「四つ葉のクロ－バーを見つけると幸せになれる」と言われ、必死に探した。
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五つ葉も六つ葉も見つけた友達はもういない。
一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿悲夜） 「生きている平家と源氏（蛍の巻）
」
ほたるの季節 清流に「ゲンジほたる」が飛び交う、遠慮してか、山地の支流に平家ほたるが飛ぶ。
「ヘイケほたる」は一回り小さい（埼玉県都幾川村、長野県辰野町など）
。
平家も源氏も三代で滅ぶ。
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」で始まる「平家物語」をもとに、
来年のＮＨＫ大河ドラマは「平清盛」である。
テレビの中で生きる９００年前、平家と源氏。

海郷達人・愚妻監修

大分弁文法の紹介

大分弁というのは、九州の中で、博多、久留米、北九州、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、宮崎、日
田と並び、独自の方言圏を持っています。その文法的な特徴をご紹介します。
① 二重母音がドイツ語のウムラウトのように変化する。例えば、
「青い」は「あうぃー」となり、
「赤い」は「あかぇー」
、
「温い」は「ぬくぃー」となる。
② 語頭アクセントが比較的に多い。例えば、
「はたけ」
、
「いちご」など。
③ 動詞（連体形）は、下一段活用はなく、下二段で活用する。
「食べる」は「たぶる」など。
④ 共通語にない語彙も日常的によく使われる。
名 詞：
「ずくされ」仕事もしない役立たずのこと、かなり軽蔑の度が高い
形容詞：
「おじい」少し怖い、
「むぎい」脂っぽくて口に合わない
「よだきい」疲れて何もしたくない、
「えらしい」可愛い
副 詞：
「たいした」とても 「たいしたうめー」
（とてもおいしい）などと使う。
助 詞：
「じょー」 だけ、ばかり 「あんひたーな、うそんじょーゆうちょるよ」
⑤ 「ぞ」を「ど」に置き換えて発音する。
雑巾：どうきん 雑煮：どうに
⑥ 「しておく」
「している」 は、
「しちょく」
「しちょる」という。瀬戸内の影響か。
⑦ 「～よる」は、
「勉強しよる」
「食べよる」など、現在進行形の表現。

信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕）
都々逸パロディー（お馴染み都々逸をもじって世相を詠う）no.21
① 舞台いっぱい 撫子咲いて ワールドカップ 初優勝
（元歌 舞台いっぱい 蛇の目をさして 助六見得きりゃ 花が散る）
② 東北肉牛に 過ぎたるものは 肉の旨さと 放射能
（元歌 九尺二間に 過ぎたるものは 紅のついたる 火吹き竹）
アト ラ ン テ ィ ス

③ やつれしゃんした スペースシャトル それもそのはず 後ナインデス

（元歌 やつれしゃんした 三日月さんは それもそのはず 闇あがり）
④ 原発危険は 知ってのことよ 国、安全に 目をつぶる
（元歌 女房持ちとは 知ってのことよ 惚れるに加減が できようか）
⑤ 猛暑耐えかね クーラーつけりゃ 節電省エネ 思い出す
（元歌 意見されれば ただうつむいて 聞いていながら 思い出す）
⑥ いっそ聞こうか いや聞くまいか 本当に総理が 辞める時
（元歌 いっそ聞こうか いや聞くまいか たたむ羽織に 紅の跡）
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柴本和夫
言葉の研究
◎サッカーの日米決戦
⇒ なでしこ 対 ナビスコの戦い
マラドーナ：ゴッド・ハンド（神の手） ⇒ なでしこ：ゴッド・フット（神の足）
・奇跡の足技
ゴールキーパーのスーパーセイブの奇跡の足技
沢のコーナーキックを同点ゴールとした奇跡の足技
沢 穂希（ほまれ）の人気爆発 ⇒ 日本酒 ≪澤の誉≫ は 未発売です！
①・・・≪澤・沢≫のつく日本酒を検索
澤乃井（東京都：青梅市・小澤酒造～月曜会）
澤姫（栃木県）
澤乃泉（宮城県）
澤正宗（山形県）
澤の花（信州佐久）
沢の鶴（神戸市）
⇒ 【サワー】 が好きな鶴田さん ： ついたあだ名は：サワーの鶴
⇒ 【サワー】 と 【○の誉】のセットメニュー：≪サワーの誉≫で我慢
②・・・≪ほまれ＝誉≫のつく日本酒を検索
天領誉・・信州中野（私の故郷の酒） 北の誉・・・北海道小樽市
誉国光・・・・群馬県
岩手誉・・・岩手県墺州市
越の誉・・・新潟県新発田市 誉池月・・・・島根県
秋田誉・・・秋田県由利本荘市
蘭の誉・・岡山県井原氏
◎宮尾すすむ氏逝去～77 歳（またも 77 歳でした：児玉清・長門裕之・藤田まこと・三船敏郎）
すべからく、ポーズを決めて、最後に一言：ハイ！
いいジョークが浮かんだらポーズを決めて、最後に一言：ハイ！
ジョークサロンのポーズ
できたジョークを持ち込んで、ハイ！のポーズ
みんなで～おおいに笑おう～ジョークサロンで！

片岡隆

嗤いものですが、何か？

★これからの正しい牛肉の食べ方（ジョーク）
予備知識の学習
放射性物質汚染水の浄化にゼオライトが使用されている。ゼオライトは、火山灰が固まってできた凝
灰岩や、多量の火山灰が団結してできた凝灰角礫岩の中にある火山ガラスが変質してできたアルミノ珪
酸塩鉱物である。この空洞には物質を取り込む能力があり、この特性を利用して様々な分野で活用され
ている。浄水機器、園芸用、水槽用、猫トイレ砂など。
牛肉の正しい食べ方
大きな鍋に湯を沸かし、ゼオライトを適量加える。ゼオライトがない場合は、火山灰、あるいは、猫
トイレ砂を代用する。
これでシャブシャブをする訳だが、念のため、最低３０分は、激しくゆすること。ゆで過ぎが嫌いな人
は、オージービーフかアメリカンビーフを選ぶこと。コーンビーフではだめ。
うどんを食べる場合は、この汁を活性炭でろ過し、これにポン酢と薬味を入れること。
☆川柳・狂歌（松本龍（リュウ）元復興相をけなして励ます）
大臣は 知事より偉い まいったか
君のＢ ボクのＢとは 違うはず（私もＢ型だが、同じにしないでよ）
大口も 十日はもたぬ 松本流
市と県も 分からぬままに 私見吐き
応接に 入れずに外で 待たすべし（そして自分が入ってから招き入れる。文句あるまいな。）
オフレコだ そう言ったのも オフレコだ テレビカメラに 恫喝むなし
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知恵を出せ さらば助けぬ。ご無体な 「千恵」は留守です お代官様。（狂歌なんですぅ）
藤井敬三
ユーモア川柳 ＜解体新笑シリーズ＞ 「ああ、肌」

クラス会肌年齢に格差あり
一ヶ月一万円を肌に塗る
パックした顔でゴミ捨て命じられ
サロンパス取るの忘れた甲羅干し
水着より肌露出するアスリート
地デジ化で皺もくっきり大女優
人肌の酒が恋しい秋の夜

若造り肌のたるみに裏切られ
コラーゲン採り過ぎたのよメタボ肌
受付の肌見て止めた美肌の湯
初ビキニ男の視線肌を刺す
女子サッカーＭＶＰは姉御肌
四面楚歌我國総理鉄面皮
家計図に一人もいない学者肌

曽田英夫
狂歌ＮＥＷ門
ピンチ逃れて うまく切り抜け
・飛ぶボール 足で蹴りだし ゴール阻止 ピンチ逃れて うまく切り抜け
・終電車 遅れて発車 間に合った ピンチ逃れて うまく切り抜け
・勘定が 足りないところ 金見つけ ピンチ逃れて うまく切り抜け
ニッコリ笑い まわりがなごむ
・孫が来て 見知らぬ人に 囲まれて ニッコリ笑い まわりがなごむ
・居酒屋で となりの美女が 酒こぼす ニッコリ笑い まわりがなごむ
・店員が おつり間違い わびている ニッコリ笑い まわりがなごむ
頑固とおして 意地を貫く
・休まずに 毎日仕事 続けてる 頑固とおして 意地を貫く
・今日だけは オレが払うと サイフだし 頑固とおして 意地を貫く
・節電で クーラー切って 窓開ける 頑固とおして 意地を貫く

奥村篤史

アッシー君の「マジック落第洒落日記」

今年の1月15日（土）神田リビエールで催されたジョークサロンの2011年新年会で、アッシー君は生ま
れて初めてマジック披露しました。覚えてますか？ 所が「☆生まれて初めてマジック披露拍手を受けて
悩むアッシー」何故？「☆いつもアッシーは演芸会の主役 芸芸芸芸酒飲んでもゲイ」
。
「☆南京玉すだれ
にどじょうすくいと銭太鼓、ガマの油に、易道六魔」
、
「☆外郎売です歌舞伎16番、ダンス、
・カッポレ、
獅子舞、
・ばか面」
「☆七色唐辛子は薬研堀です 物産飴売りは久留米の梅林堂 流しの売り声数多く」
「☆
お手玉・ジャグリング、腹話術、小話、沖縄三線、和三味線」
、
「☆二次会行ってもカラオケ演歌 マイク
放さず次々と」
。
「☆そろそろ演芸のネタ切れ始む マジックなんかに挑戦するか」
・・・・・・・・
「☆いかに化かすかテクニック勝負 きれいに化かすかごまかすか」特に「☆トランプカードはテクニ
ック勝負 切り方見せ方隠し方」
「☆コインゲームもテクニック第一投げた投げない見せ隠し」さすがの
アッシー君も「☆マジに苦るしむマジック修行 マジッ苦マジッ苦ああマジッ苦」
「☆子供年寄りにマジ
ック見せりゃ大きな驚き我ヒーロー」だそうで、会話が始まり介護にも大いに役立つとのことです。アッ
シー君は介護の仕事は未だしていないのでマジックを見せるチャンスはまだありませんが、マジックを役
立てるため介護をするか。介護をすればマジックがしてみたくなり向上するのか、悩み続けるアッシー君
です。
「☆まあじっくりやるかマーじっくりマージック」
「☆介護始めるかマジックの為に マジックした
ら介護され！？」
「☆手－品変え品を変えて騙すは 人生変わらにゃアッシー騙される？」
「☆変わった人
だと言われるアッシーこれかりゃ手品で騙したい！」
「☆ジョークサロンの良き面々よ お願い手品に驚
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いた振りね」
印南博之
大娯解
① カツオが不漁だってよ、わかめも流されちってヨ
「サザエさん一家」も被災家族か
② イタリアも原発止めるんだってさ
♪アリベデルチ ゲーンぱつ
③ 自衛隊員疲れ気味だなあ ほかに誰かいねえか？
国会議員さんはどうだ運動不足だっぺ
④ チャグチャグ馬っこは百姓衆 ジャブジャブ波っこは漁師衆
⑤ 地震肥りってのも居たんだとさ
そりゃなんだ？
地層がずれて温泉が出たんだと！
⑥ 関取！ なんで皆して四股ばかり踏んでるんだね？
はあどすこい こりゃ地固めボランティアでごんす
笑門亭来福（西川 信治）

☆政治呆談 ★世相呆談 ◇呆け川柳

☆九州人とＢ型を敵に回した復興相
奥さんに「あなたはそこを注意しなくちゃ」と言われるような６０男に大臣は無理。
7 回も当選してる事が不思議だが、ずっと上から目線でやってきたんだろう。
少なくとも「大変だな」の一言 労いの言葉を言ったら被災地はどんなに救われただろう。
☆経産省幹部インサイーダーでなくインペイダーか？事件
コンプライアンスが一番必要なのは官庁 カンチョーして懲らしめろ。
☆祭りの先頭を行く諫鼓鳥(優れた治世による平穏無事の象徴）
「官邸に 諫鼓響かず 菅小躍り」
★厚かまシナ
日本の新幹線車輌技術供与の高速鉄道なのにアメリカ、ブラジルや
ロシア、ＥＵで特許申請 昔から海賊版は特許ものだったが皆で嗤っちゃいな。
★なでしこ澤穂希 母の日に「生んでくれてありがとう。感謝しています」のメール
首相に助言を求められ「無いです」
北京五輪「苦しい時は私の背中を見なさい」すばらしい
◇ありがたい 隣で扇子 扇ぐ人 ◇猿股を 見せたがってる 申男(ゆとり教育 腰パン高校生）
野本浩一 お洒落日記【長女・次女・三女 なぜか不思議な三姉妹 優慧太】
三姉妹研究家と自負する優慧太＊（すぐるけいた）氏は、1987 年 12 月に「ザ・ゲームカタログ」な
るゲーム案内本を一緒になって執筆・編集・刊行した友人である。だから、三姉妹に関する氏の薀蓄が
披露された今回の文庫本が多数出回るように期待しているのだ。完売・増刷の暁には、氏は出版元にか
けあって、今度はジョーク関連の本を編集・出版してくれることになるやも知れない。そのジョークは、
我がジョークサロンの面々の作品になる筈であり、氏には出版社への打診をお願いしている。
★三姉妹の性格や異性との相性といった分析を読んでいると、若き日の日記に名前を書き連ね、遠
い日の苦いけれども淡く懐かしい女性たちを思い出してしまった。胸の奥にしまいこんでいた彼女たち
を思い出すと、もっと正確に性格分析をしておくんだったと悔やまれる。
RO さん（四姉妹、次女？だったか）
、MS さん（二姉妹、妹）
、KF さん（四姉妹、次女）
、MK さ
ん（三姉妹、次女）
、
YM さん（二姉妹、次女）
・・・・初めから終いまで、姉妹だらけではないか。
お仕舞いにしないといけない。
★我がお袋は、６才の時に、４才だったという妹が亡くなったと聞いている。その下に、妹が二人い
るので、現在は三姉妹の長女である。だからという訳ではないが、しっかり者・真面目という性格にな
っているのかなぁ。長女は苦手だなぁ。
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＊優慧太氏は、実は、例会に７月例会にも参加した亀和田俊明さんのペンネームです。
平井幸雄
ひらいたかおワールドスペシャル

神代京子
なつのくも
よわのつき
つきのよる
あでやかに

青しな熱せ
春ろつ戦み
もくのつな
や輝くづい
すきもくて

おりこみ『はめ字』和歌風味
蝉鳴いて 熱戦続く 夏の雲 白く輝き 青春燃やす
君よ仰げ 光あわき空 夜半の月 匂立つバラ 甘き香り
黒松の 影静けき浜辺 月の夜 波音よせて めぐる季節
髪あげて 浴衣で涼む あでやかに 白いかかとの 妙に艶めく

あ匂よ光き
ま立わあみ
きつのわよ
香ばつき仰
りらき空げ

め波つ静黒
ぐ音きけま
るよのきつ
季せよ浜の
節てる辺影
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の白あ浴か
妙いで衣み
にかやであ
艶かか涼げ
くとにむて

今月も 投稿沢山 ありがとう 寄付も頂き 感謝感激

稲葉浅治
川柳「夏の音」
メスの蚊にささやかれ起き寝つかれず
尺玉に驚いた振り肩を抱き
孫のフリまねてついてく盆踊り
孫５才可愛い仕草阿波踊り
西瓜取り見よう見まねで音を聞く

香野好勇（好太） 好太川柳
節電と熱中症が四つに組む
節電の勲章汗もと汗臭さ
ナデシコと魁皇見習う菅総理
国民も双手に握る忍の文字
スポーツが主導の復興応援歌
脱揚げて替え出さないで核残す
戦後から災後へめくる現代史

浜田頓坊
―甘辛都々逸ほのぼのランド―
－甘口もどき－
☆白い頭の 極楽トンボ 目玉ギョロリと 青い空
☆ゴルフ都々逸 二足のわらじ この頃すっかり 七五調
☆平成つづけて 十一年と 書いて呆けたか 大笑い
☆小さい善事を 積み重ねれば いつの間にやら 笑み浮かぶ
☆例の朝顔 今年もどんと ブルー街道 真っ盛り
☆師童演じる 辛口劇は どこか切なく 暖かい
－少し辛口－
五七七七五の五字冠調
★ズバリ言う こりゃあタマゲタ トンチンカンだ こんな首相じゃ 恥かしい
★いつのこと せっぱ詰まった 巡礼さんの 五十四番 延命寺
★ハハハハハ まあだまだまだ 延命寺には お参りしてない 菅総理
★とりあえず 五十三番円明・寺まで あれこれエンメイ 奇抜策
★南無大師 遍照金剛 となえて参る 巡礼満願 さあてさて
★いつの日か 八十八ヵ所 お参りすめば 結願報告 高野山

若狭芳生

この夏の夜の悪夢

「優勝しぐぐっと飲まれた澤ほまれ」 が灘の生１本に加わる。世界１になったなでしこジャパン
主将で神戸の澤穂希を冠した新銘柄。澤主将に比べ菅首相の醜態の数々は・・・
「菅さんのあっと驚くオフサイド」
「台風も菅さん真似て居座って」
「予定外口から花火また上がる」
「菅さんをユネスコ登録負の遺産」
「ぴあ廃刊首相はつぎはぎ配管か」
寝苦しい夏の夜は“唯の生一本”の冷でどうぞ！
樋口七郎

－みどり の カーテン ありがとう－
畠山みどり
－
出世街道 ありがとう
五月みどり
－
今日もコロッケ ありがとう
海老名みどり －
親父の笑い ありがとう
五嶋みどり
－
バイオリンの音 ありがとう
渡辺みどり
－
ホームページを ありがとう
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＊変集の〆切が早まりましたので、掲載できなかった方もありました。ご容赦下さい。
７月例会 ７月２７日
集合順 １９名
曽田英夫・小内節子・藤井敬三・奥村篤史・一ノ瀬善秋・平井幸雄・印南博之・西川信治・高木正明・
佐藤忠恕・神代京子・阿部浩・片岡隆・門口泰宣・柴本和夫・海郷達人・野本浩一・亀和田俊明・
米岡泰
＊今月もあと一人来れば２０人の大台に乗ったのですが、残念。是非、遊びに来て下さい。
＊例会の後、ワイワイ言いながら飲む夏のビールや冷酒の味は格別なので、飲みに来て下さい。
★ ご連絡とお願い
１．全国の伝笑鳩愛読者の皆様へ送付しております封筒には、名前の下に小さく、切手の
期限が切れる年月を表示してあります。
（会―11.12）は、2011 年 12 月期限という
ことを示しております。期限が近づきましたら、切手の送付をお願いします。
２．読者の方から、郵送の停止、中断のお便りも増えて来ました。読者の高齢化も進んで
ますので、停止･中断を希望される場合には、どうぞ遠慮なくご連絡下さい。読み続け
る体力が無くなって来ましたら、遠慮なくご連絡下さい。
３．ご友人に PR して、新しい読者が増えることは大歓迎です。そのような場合にも、是非
ご連絡をお願いします。

毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。
利用する部屋が変わることがありますので、ご確認下さい。
９月２８日（水）千代田区立スポーツセンター ８Ｆ和室
１０月２６日（水）千代田区立スポーツセンター
１１月２２日（火）千代田区立スポーツセンター
＊１１月は、都合により一日早く例会を開催します。
千代田区立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
℡03-3256-8447
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2011 年 7 月 12 日～2011 年 8 月 7 日
宮城県：片倉静江 埼玉県：北沢正嗣 東京都：石井赳夫、青木孝、樋口七郎、瀧口庸行
神奈川県：天野秀雄、浜田頓坊 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：三宅早苗 ご愛読、有難うございました。
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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