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ユーモア川柳「ああ、胸」
胸元に視線が来ない齢になり
ジャンボくじ抽選までの胸騒ぎ
胸算用いつも外れる永田町
東京都／藤井敬三
＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊
東日本大震災から半年以上過ぎました。あの大地震、そして津波と原発事故からの復旧･復興がなかな
か進まず、被災した方々の苦悩が続いています。テレビやネットでその苦悩を見る度に、何が我々に出
来るのだろうかと思うこともしばしばです。
我々にできることは少ないのかも知れませんが、被災地の方々への何らかの支援や思いやりやを決し
て忘れることなく、自分たちに出来ることを考えていきたいものです。
今月の伝笑鳩には、サロン同人のそんな思いもこもっています。どうぞ、ご笑味下さい。
三鷹市／高木孝枝
ずっと昔に、一度だけ神田のスポーツセンターに
うかがったことがございます。皆さま、大変ご熱心で、私はほんのすき間から、のぞかせていただい
た程度でした。あれから、ずっと続けていらっしゃることに、敬服いたします。また機会がありました
ら、のぞき見をさせて下さい。どうぞ、末永く、ご活躍を。
（すき間は、経年劣化で広がってきました。入り易くなりましたので、どうぞ、又来てください）
松戸市／田中清咊
毎月のご送付誠に有難うございます。昨年１１月より縁有って
ベトナム・ハノイに“出稼ぎ”して居た為、会費送付が滞納となり大変申訳けありませんでした。
茲許、切手と些少乍らカンパを同封させて頂きます。編集各位ぜひご自愛願います。
神奈川／前田 誠
洒落にもならぬ世の中を見事に笑い吹き飛ばす
ジョークサロンの伝笑鳩いつも楽しく見ています。切手の追加怠ってとても済まない思いです。
切ってくれるなオッカサン少し多めに送ります。相も変らぬ面々に新たな仲間登場。着々回が重なれば
継続これぞ力です。
驚天動地の震災も風雨も笑い吹き飛ばす。これぞジョークが持つエキスいつも応援しています。
町田市／青木孝
あいかわらず沢山の作品群に圧倒されました。
“今月の一笑”いい作品です。川柳「夏の音」もよく描写されていると思いました。
千葉市／佐々木明子 大地震後も 雨、台風と大きな被害がテレビに写し出され心が痛みます。
高齢になりましたし 目も悪くなりました。お送りします切手分で、終りにしたいと存じます。
今迄大変お世話になりました。これからも、益々 会の発展をお祈り致します。
暗い世の中だけに 笑いは大事だと思います。よろしくお願い申上げます。
（読者だけでなくサロン同人の高齢化も進んでます。若い力に加わって欲しいと思ってます）

秋風が 吹けば食欲 増してくる 大いに笑おう ジョークサロンで
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【曽田英夫】

「すぐ忘れてしまうものは」

散歩に連れてきた孫
秀逸

入選

佳作

（稲城市：藤井 敬三）

【評】まごまごしていたら、孫が迎えに来た。
立上がってやろうとしたこと
メモしたメモ
若い女性の名前
分りにくくした暗証番号
夫の誕生日
神前の誓い
昨日食べたもの
旅行先のホテルの名前
友人からの借金
前の首相の名前
副大臣の存在
恩
自分がしゃべった他人のうわさ
片付けた後の仕舞い先
メタボのカロリー計算
とっさに思いついた駄洒落
政治家のマニフェスト
講演会の内容
結婚記念日
無理矢理入らされた所の会費納入
３．１１以前の出来事
過去の災難
都合の悪いこと
政治家の目標
新旧閣僚の名前

（八王子市：西川 信治）
（所沢市：北沢 正嗣）
（鎌倉市：浜田 頓坊）
（横浜市：織田 元康）
（大田区：高 栄子）
（さいたま市：高木 正明）
（鎌倉市：志賀 明）
（横浜市：鈴木 びん子）
（岩手県：片山 敦夫）
（世田谷区：三浦 邦夫）
（横浜市：阿部 浩）
（渋谷区：樋口 七郎）
（福島市：松山 カオリ）
（さいたま市：宗 志朗）
（港区：柏谷 達雄）
（江東区：柴本 和夫）
（横浜市：渡辺 達雄）
（町田市：浅沼 マサ子）
（文京区：稲葉 浅治）
（高石市：大森 史郎）
（板橋区：植竹 団扇）
（荒川区：藤野 哲康）
（高知市：高橋 満子）
（伊勢原市：武井 美雄)
（京都市：牟禮 丈夫）

次回（第１２９回）の題
「忘れられないものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
〆切日：10 月 10 日
ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
安曇野市／福田仁子
この度、九月より何ヶ月かイギリス在住の娘の所に滞在致しますので、NO.264
より「伝笑鳩」を停止させて下さいませ。長いこと楽しませて頂き有難うございました。
名古屋市／加藤勝彦
名前が大禮から勝彦に戻りました。宜しくお願い申し上げます。
横浜市／五十嵐吉彦
小生留守をしている時が多く、切手送付が遅れました事、お詫び申し上げます。
（さあ、元気出して生きましょう。何処へ行っても、名前変わっても、留守がちでも・・・）
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藤井敬三

ユーモア川柳 ＜解体新笑シリーズ＞ 「ああ、胸」

エスカレータすれ違い際覗く胸
女医さんの柔らかな胸歯の治療
胸襟を開き始めた三軒目
ハグをして胸の大きさ探るくせ
胸がすく撫子ジャパン世界一
香野好勇

リバウンド胸はへこんで腹が出た
送別会ぶちまけている胸の底
胸の憂さ晴らしてくれた褒め言葉
胸の奥新しい嘘仕舞い込む
好きと言う孫の一言胸を打つ

（好太）

好太川柳

歳の差はチョットだけよと四十五
耳遠くなって深まる夫婦愛
ツイッターつぶやきシローが兄貴分
目途たてて若手に譲るとカンラカン菅
稲葉浅治

わたしゃＬ（エロ）我家２Ｌで妻３Ｌ
太鼓腹スマートフォンが凹ませる
円上がり金も上がって国下がる
菅の目途嗤うドングリ背比べ

川柳「偉い人」

肩書きが背広着ている偉い人
あれも秘書これも秘書だと偉い人

笑門亭来福（西川 信治）

言うこととやること違う偉い人
虎の皮借りて狐の偉い人

呆け川柳

寝た途端肘で突かれる疲れーマン
松山カオリ

本当の責任とらぬ偉い人

サマータイム車内マスカラ念入りに

エッセイ～フクシマから 「夏休みの思い出」

7 月の末に私の住むマンションの子供たちの姿が消えました。せめて夏休みの間だけでも、放射
能の影響のない土地に移動したのでしょうか。
３月１１日の災害を受けた福島県内の浜通り地方には、海水浴に適した浜がたくさんあります。
幼いころは母の出身地である新潟市の海岸に遊びましたが、中学生になると、父が福島の海に連れ
ていってくれました。日頃忙しくしていた父としては子供サービスの大切な行事だったのでしょう。
とにかく今年、地震、津波、原発と災いの多かったフクシマ。その落ち込んだ気分を打ち消すよ
うに、８月上旬に元気な高校生が全国から県内に集まりました。
「文化部のインターハイ」と呼ば
れる全国高校総合文化祭（福島総文）が開かれたからです。この大会は、全国の高校生が新聞、合
唱、囲碁、美術など日頃の文化や芸術活動の成果を発表するもので、原発事故による風評被害にも
かかわらず、１万２千人もの高校生が大会に参加しました。周囲に若い家族のいない私は、知りま
せんでしたが、会場関係者の方に「高校生文化部の甲子園ですよ」と教えられました。
そういえば私にも、高校３年の夏休みの思い出があります。今から６０年前、早稲田の大隈講堂
で開かれた「全国高校新聞大会」で、当時県立女子高校の新聞部長だった私は、全国から集まった
代表と高校新聞のあり方について熱く討論を交わしました。
当時会議で激論を交わした男子高校生の名前は、今でもしっかり覚えています。後年新聞や雑誌
にジャーナリストや作家として、彼らの名前を見つけるたび懐かしく感じたものでした。
女性と違って男性は結婚しても名前が変わらないので、活躍の様子が分かっていいですね。おっ
と、良く考えると、自分の苗字も変わっていませんでした。
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信用亭 駒公（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.22
① 金高値 つけて質屋を 見回しそっと 女房に内緒で 指輪売る
（元歌 膝枕 させて辺りを 見回しそっと 水を含んで 口移し）
② 円高続けば こっちが負ける 輸出産業 正念場
（元歌 向こう向いたら こっちが負ける 背中と背中に 明けの鐘）
③ 日本列島 猛暑の便り 報道見る度 熱くなる
（元歌 あたしゃあんたに 火事場の纏 ふらりふられて 熱くなる）
④ 女に生れて 撫子勝って 国民栄誉で 花盛り
（元歌 女に生れて 良かった奴が 男で良かった 俺と逢う）
⑤ 別れが辛いと 誰もが言わぬ 永の居座り 菅総理
（元歌 別れが辛いと 背中に言えば 締める博多の 帯が泣く）
⑥ 星の数ほど 候補はいても まともな首相 なぜ出ない
（元歌 星の数ほど 男はあれど 月と見るのは ぬしばかり）
⑦ 手の届く 施策ばかりが 国会審議 ならぬ復興 泣く庶民
（元歌 手の届く 梅の小枝は 折らずにおいて 届かぬ桜で 苦労する）

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》

１． 辞めろコールに 菅さん折れて 粘り腰から へたり腰
２． 復興忘れた どんぐり候補 なり振り忘れて 票集め
３． 子ども手当が 児童の手当 どっちでもいい 早くして
４． アメリカ国債 格下げされて ドルの神話も 褪せ始め
５． 首都に迫った 反体制派 カダフィ大佐の 悪足掻き
６． 佐賀の知事さん やらせの煽り 腹じゃ原発 再稼動
７． 待ってた新米 セシウム疑惑 風評被害で 人気薄
８． セシウム騒ぎで 古米が人気 高値取引 米相場
９． 牛の出荷は モ～どうなるの セシウム騒ぎを 角で突く
１０． 牛に始めた 全頭検査 米も全粒 検査して
１１． 海へ鎮魂 灯籠流し 初盆迎えた 震災地
１２． ノンが流行って ノンアルコール 無糖無脂質 ノンカロリー
１３． スリルも止めて 天竜下り まさかの沈没 下り過ぎ
１４． 人気上昇 なでしこジャパン 初の団体栄誉賞
浜田頓坊

―甘辛都々逸ほのぼのランド―

<喜笑 転落話>

☆喜寿を過ぎたら 老荘ならい 無理をしないで 自然流
☆笑顔づくりを 一日五回 やってみるかな 街のため
☆とぼけ眼で 李白と杜甫と 仲良く昼寝だ 猛暑の日
☆赤いカンナと ハイゼンカツラ ハイビスカス丹 百日紅
☆気風よい人 下町生まれ 粋な都々逸 すぐ一句
☆「どぜう」食いたや 蔵前行こか 野田の兄ちゃん いるかいな
☆ドングリコロコロ 内閣だって まこと役者が 揃っとる
☆国際感覚 どれだけあるか 白洲次郎が いたらなあ
-4-

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿悲夜）

ユーモア共和国大統領の囁き

８／１５ 日本終戦記念日 桑原武夫「八月や六日九日十五日」
８／１６ 閻魔堂「えん魔さま」ご開帳・地獄の蓋も開けて見せる日、年２回（８／１６・１／１６）
東京の三大閻魔堂は（新宿・小石川・門前仲町）にある。冥土が見える。
行って来ました秋葉原の「メイド喫茶」へ、楽しい！
鬱の人が１３０万人、治療法＊「自分で膝をウツ」
「人から尻をウッテもらう」
不登校 １３万人の学童・学生。＊対処法「吉本・漫談・落語」を聞く
自殺
１年に３万２千人とか（秋田・青森・岩手）の三県が自殺率１～３位
原因 ①健康 ②経済 ③人間関係
「農薬」を飲んで救急で病院へ・
「脳薬」が効かない。
＊佐賀の「がばいばあちゃん」の言：自殺なんて贅沢だ！
＊朝のラジオ放送「ただ今、
・・・線で人身事故がありました、運転を取り止めています」
＊家で、女房が「迷惑ね、飛び込みだね、ユーモア共和国でなんとかならないの！」
＊「先ず相談、行政に飛び込む勇気、報・連・相だよ」孤独はいかん、遺憾だなと、
答えるしかない。

印南博之

大娯解

[車屋英語]

明治の初め港町ヨコハマで車屋英語なるものが有ったそうな、停車場に外人が降り立つと人力車夫が
近づいて来て、
「ハロー ゴンゴノシッポ？」と声をかける「イヤー」という声を聞くと外人を乗せメリ
ケン波止場へとひとっ走り。ところで「ゴンゴノシッポ？」とはゴー オンボード シップ、
「あんた船
に乗るのかい？」
以来聞きかじり英語を車屋英語と言うようになったという、
開国事始めのエピソード。
そしてこんな言葉もあった。
①英京ロンドンへ洋行した紳士
ああ君 動物園行きたいんだが何といったらいいだね？
「はあ 馬車屋に泥鰌汁がぶがぶと言えば連れてってくれますよ」
泥鰌汁ウンヌンとはズオロジカルガーデンのこと。
②帝国海軍の英語
スカイツリーの工事に当っているクレーン係が巻き上げスイッチを押しながら「はいレッコーようそ
ろ」この言葉は海軍から造船所をへて工業界に伝わったらしい。レッツゴーよろしい。軍艦では水浴び
前に「オスタップ出せ」の号令、すると洗面器が出る。ウオッシュタブのことだ。

米岡泰

南亭琴内氏のどんでん返し４１

「天国に行ける人」

「シャツの洗濯に２ドルも掛けるのは止めましょう。代わりにそのシャツを救世軍に寄付します。彼等
は洗ってハンガーに掛けます。翌朝それを 75 セントで買い戻せば良いんです」
「救世軍のマーケットですね。でもこうして買った人は天国へ行けますか？」
「１ドル 25 セントの差額は献金しても、救世軍への善意は別ですからね」
「このアイデアを出した人は更に罪が深いですね」
「！？×」
「まず１ドル 25 セントの差額を献金しなかった人の分はこの人が負担すべきですし、沢山の人々を罪
に導いた訳ですから地獄に落ちます。このアイデアは貴方が考えたのですか？」
「！？×」
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片岡隆

嗤いものですが、何か？ 替歌： 俳句＆あかさたな

俳句：柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺（正岡子規）
替歌：蟹食えば 蚊には食われて 放流時（まさにおかしき）
（ダムの放流で流されてしまう前にと、沢ガニを食っていたら、なんと蚊に食われてしまったよ。
夏の風情だなぁ。以前、蟹食えば金が無くなり放浪児 というのを出品しましたっけ？）
あかさたな：古来、「あかさたな」で始まる意味不明の呪文がある。ついに、隠された恐るべき真
実が明らかになった。秘法の在り処と思われるが、ジョーンズ博士行方不明との悲報が届く。
あっ、傘、棚
はっ、マー、やだわー （網棚に傘を忘れた）
逝きし地に（または、壱岐湿地に）火見入り （あれは、蛍かひとだまか？）
浮くスーツぬ
踏む ゆるう
（島人が軽量スーツをそっと踏む。それでどうなる？）
絵、消せってね！
へ、命令？
（てめえが描いた落書きを消せって言ってるんだ！）
王侯相当の
ホモよ、牢！
（昔は、こんなことでも牢屋入り）
石原正雄

ことわざパロディ その③

（論より証拠）→「ロンよりツモ」
・・・ツモったほうが、点数が高くなります。
（七転び八起き） →「七転び八百長」
・・・千秋楽で勝って 8 勝７敗が、多すぎます。
（賽は投げられた） →「妻＜さい＞に殴られた」
・・・私です。
（日々是好日）
→「日々是工事中」
・・・年度末。
（葦のずいから天井のぞく）→「吉野家まずいから天丼にする」
（食は広州にあり） →「職は高収入になし」
・・・不景気です。
（女三界に家なし） →「女三回に『イヤ！』なし」
奥村篤史
アッシー君の「70 で囲碁に挑戦 以後よろしくね 洒落日記」
テニスの日曜会のメンバーより、初心者でも入れる囲碁の会があるが奥村さんも是非どうぞのお誘いが
昨年末ありました。
・・・熱心なお勧めに兎に角行ってみることに。子供の頃将棋・五目並べはやったも
のの囲碁は全く初めて。交互に打つ、地を多く取ると勝ち等は知っていましたが、１９マス＊１９マス＝
約４００マスのどこに最初置いたらいいのか全く検討もつきません。名人戦などでは端っこの方から打っ
てるな、目を作っていくと良いらしい位の常識でお相手すると「☆奥村さん上手だ上手いとおだての声」
すっかり気を良くして入会決意。
「☆では皆さん囲碁始めますので以後よろしくね」とご挨拶。挨拶され
た人「☆以後よろしく？挨拶されて目を白黒！」
やっと決心したアッシーは「☆やる？やらねぬ？白黒つけてご入会！」ｏｒ「☆やる？やらねぬ？意思（石）
が決まって囲碁入会！」
「☆囲碁上手い 言われて買った入門書」
「☆入門書買ったがわからぬ朕？プン？カン？」
図書館に囲碁の本は沢山あり只なので借りるが 「☆2週間じゃ到底わからぬ囲碁の本」
そこで「☆囲碁の本105円になると買います古本で」
。ブックオフの一番安い価格が105円です。
「☆105円結構買えます囲碁の本」 （内緒情報「☆ジョーク本も結構買えます105円」
）
「☆目標は早く初段に！でもジョーダン？」
「☆ジョーダン作りは上段になったそりゃ冗談」
米寿にはきっと囲碁○段？「☆目標の初段がジョーダン今上段」 ［☆ジョーダンで入った囲碁会今上段］
と言ってみたいです。
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「☆Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！初段目指して碁！碁！碁！」
笑門亭来福（西川 信治）
☆政治呆談 ★世相呆談
☆九電やらせメール 第三者委員会 郷原委員長が調査中ににも関わらず隠蔽発覚
検察批判のコンプライアンスセンター長でも「げんかい」か？
☆泣き崩れる大臣 会社がつぶれて泣いた社長がいたが日本が潰れて泣かれても困るな。
☆日経春秋から：母親が小学生に注意「ゲームを止めなさい」→「一定のメドが付いたら止めます」
「大人の真似をするんじゃないの」→「私の価値なんかどうでもいいんです」
そんなことじゃ「将来ペテン師か政治家にしかなれない」
★勝つ事だけにこだわる高校野球経営 どうする高野連
光星学院 準優勝後部員の飲酒発覚「野球がうまけりゃなにをやってもいい」おごり
「やっぱり青森の田舎でも更生（こうせい）されなかったんだな」(大阪出身）
★伊勢工業 2 年生数人が万引き 3 年生と 1 年生で甲子園出場
盗むのは塁だけにしてくれ(観客）類は友を呼ぶ？ 硬いこと言うな」→「でも硬式野球ですから」

門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）
「短冊に何を祈願したの？」
「たなぼた」
２）
「放射線」っていうと「子供を守れ」っという
こだまでしょうか ハイ 児玉教授です
３）天下り企業への発注で自己防衛庁
４）転流川の川下り舟の転覆
５）経営にアグラをかいて倒産
６）加藤チャも堺マチャアキもメチャ若い嫁さん
７）黒い噂も本ものと鑑定された
島田紳助
８）品行光星じゃなかった
９）入れ物とイットカンと殺人に使われる
若狭芳生
お盆の雑学：「盆」「ぼん」は、盂蘭盆の他にもいくつか意味があるのをご存知ですか。
① 「ぼんくら」・・・盆暗。うつけ者。盆の中のサイの目に眼光が届かず負け続けるという博打語。*博打
語といえば、「やくざ」は八九三と書きます。３枚のカルタの最悪の目が８９３ということがやくざの
語源となりました。
② 坊主・・・大阪では和尚を「ぼんさん」と呼んでいます。子供の頃、鬼ごっこで１０数える時に“ぼんさ
んが屁をこいた”を何回か叫びました。
③ 男の子・・・ボン。またはボンボン。高島忠夫は“高島のボン”と呼ばれていました。
④ 器・・・“覆水盆に返らず”を肝に銘じてくれぐれも奥様の機嫌を損なわないように祈っております。
大石脩

笑って生きよう

京都で、今日も

◎「あなたのように耳がよく聞こえる人は、よく肥えるわょ」 「どうしてなの？」
「つまり・・・よくき肥える」
◎「伊東四郎さん、奥さんのどんなとこが一番好きですか？」 「こう言ってくれる時だよ」
「ウン、どんなの？」
「イイ父さん！」
◎「あれれっ、お酒でしょ」 「うん、酒断ってたがもうダメだ」
「なんで、口がさけたってもう酒太りはしないっていったじゃない？」
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神代京子
「ゆうすずみ」
「さるすべり」
「せみしぐれ」
「ゆくなつに」
荒あゆ移は
うかうろま
みずすうゆ
の眺ず日か
波るみ影ば
樋口七郎

「俺って禁酒のハズなんだが、もうハズじゃない」
おりこみ『はめ字』和歌風味
浜ゆかば 移ろう日影 夕涼み あかず眺る 荒海の波
ひるさがり 燃ゆるが如（ごとく） 百日紅 窓辺に憩う 盛りの夏
わが背子と 微睡み（まどろみ）聞く 蝉しぐれ 夕焼け雲 はや暮れる陽
風ゆらぎ 遠のく熱砂 ゆく夏に 惜別つのる 青春に似て
うまさもひ
盛どるゆる
りべするさ
のにべがが
夏憩り如り
笑って生きよう

や夕せ微わ
く焼み睡が
れぐしみせ
るもぐ聞こ
陽はれくと

青惜ゆ遠か
春別くのぜ
につなくゆ
似のつ熱ら
てるに砂ぎ

東京で、今日

気のおけない昔の職場の OB５、６人と飲んでおりました。
それぞれ、還暦・古希をすぎるとやはり健康の話が出ます。
ある先輩 OB が、
「この間、脳ドックを受けて何にもなかったよ（異常がなかった）
」と言いました。
すかさず、私が「脳みそもないと言われませんでしたか？」と返しますと、皆さん大笑いしました。○

平井幸雄

ひらいたかおワールドスペシャル
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野本浩一

お洒落日記

世の中いろいろ

【世の中は そんなに甘く ないよねぇー ・・・・ 】
「いつも心にクールギャグを」
（デーブ・スペクター著）を読み終えたので、８月の伝笑鳩と小
生のお洒落日記を添えて、手紙を差し上げたが、現時点で何の音沙汰もない。
世の中、甘くない？・・・デーブ・スペクターならぬ、デーブ・スベッターだな、これは。
【世の中を 取り持つ縁は 有り難き・・・】
ＮＨＫスペシャル「奇跡の歌・・・上を向いて歩こう」の元となったと思われる「上を向いて歩
こう」
（佐藤剛著）を、迷わずに買って読み上げる。テレビでも紹介された「六・八・九」
（永六輔・
中村八大・坂本九）トリオにまつわる、５０年前の出会いのエピソードを読むと、人生で起こる不
思議な出会いの縁の有り難さに思い至ってしまう。
我々の人生においても、そのような不思議な出会いは起こっているのだと思いたいなぁ。
友人・知人、とにかく、これまでに出会った人も、これから出会うであろう人も大切に・・・。
世の中を取り持つ縁は有り難き 何かが生まれ何かが育つ
世の中を取り持つ縁は有り難き ぐるりと回り円をもたらす
柴本和夫
言葉の研究
●芸能編
年齢差婚
加藤茶（68 歳）
：≪前妻との還暦離婚経験もめげず≫～45 歳差＝相手は 23 歳
あんたも○○ね！前妻も 18 歳年下（長女は 20 歳）
決して無茶じゃありませんよ！ 加藤茶ですから～
堺正章（65 歳）～22 歳差＝相手は４３歳：なんとこれが３度目！（やはり長女が 20 歳）
あのジャクリーンは（39 歳）で再婚～当時のオナシスは 62 歳 ⇒ 日本人は長寿！
●スポーツ編
ゴルフの石川遼君
ガンバレ、チャージだ！遼君・・・
（少し訛っての日本語の声援）
・・行け（べ）！遼
池ポチャした遼君の姿・・・・・池の淵でがっくり姿・・・・池辺遼
プロ野球
ハンカチ王子～半勝ち・・打たれても負けないから
曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

涼しくなれば ガラッと変わる
・ビール飲み 冷酒 2 合 またビール 涼しくなれば ガラッと変わる
・通勤は ずっと座れて 楽してる 涼しくなれば ガラッと変わる
・仕事中 午後になったら 眠くなる 涼しくなれば ガラッと変わる
少し親切 おおきなお世話
・吊り革で 立ってりゃ席を 譲られた 少し親切 おおきなお世話
・節電も 熱中症も 気をつけて 少し親切 おおきなお世話
世間は一体どないなってまんねん
・なでしこは 五輪、金が（近賀）と みやま（宮間）らず
右側すみ（川澄）に さわ（沢）やかゴール
・ヤクルトの 勢い落ちて 混戦に 最後に決まる 中日が首位
・ 円高で みな海外へ 出かけるが わたしゃ円無し よって縁無し
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８月例会 ８月２４日
集合順 ２１名
太字は初参加
曽田英夫・一ノ瀬善秋・野本浩一・亀和田俊明・広瀬雅志・松山カオリ・片岡隆・高木正明・阿部浩・
奥村篤史・藤井敬三・佐藤忠恕・平井幸雄・柴本和夫・門口泰宣・石原正雄・曽田博行・米岡泰・
神代京子・印南博之・西川信治
＊初参加の曽田博行さんは、その名の通りで、曽田英夫快鳥の息子さんです。
親父さんのジョークに耐えて曽田ったと、言ってましたねぇ。
＊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・視力・気力が無くなって来ましたら、遠慮なくご連絡下さい。

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。
１０月２６日（水）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室
１１月２２日（火）千代田区立スポーツセンター 予定
＊１１月は、都合により一日早く例会を開催します。
１２月２８日（水）千代田区立スポーツセンター 予定
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 8 月 8 日～2011 年 9 月 14 日
千葉県：田中清咊、佐々木明子 東京都：高木孝枝、杉浦仁臣、青木孝
神奈川県：織田元康、安藤晴康、浜田親一、五十嵐吉彦、前田誠
長野県：福田仁子 愛知県：加藤勝彦 京都府：大石脩 広島県：宮田勲
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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