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た・つ・ど・し折込みどどいつ
竜の落し子 つくづく見ると
どこか口には 下心
達者辰年 つもった話
どうも一夜じゃ 仕舞えない
横浜市／浜田頓坊

＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊
２０１２年。復旧・復興の年の幕が開けました。
新年も明けて間もない１月７日（土）に、ジョークサロンの新年会を無時に実施しました。
石井志津夫
今年も幸多き年でありますよう
笑いの医力に、感謝感謝の毎日です。
高木正明
謹賀新年 日頃の無沙汰 詫びて新年祝う朝
柴本和夫
ついにシニア仲間となることに。でも気持ちいつまでも若く。駄洒落はパワフルに！
印南博之
人生は、書くこと話すことと見つけたり。
曽田英夫
＊ジョークサロン快鳥からの新年のご挨拶です：
本年度の方針は、①「出席者を増やす。伝笑鳩の読者の増加」
② 「女性の方にもっと笑いに来て頂こう」
③ 「サロン同人の対外的な活動を活発にする（サロンとしての活性化を図る）」

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
さて、
「２０１１年の一笑」投票開票及び参加者集合写真は下記の通りです。
２０１１年の一笑 開票結果：有効総数６５
１月 神代京子 11 ７月 曽田英夫
3
２月 佐藤忠恕 11 ８月 奥村篤史
28
３月 高木正明 15 ９月 門口泰宣
11
４月 石原正雄 19 10 月 藤井敬三 15
５月 神山徹
5 11 月 若狭芳生
18
６月 片岡隆
9 12 月 米岡泰
15
＊１位 ８月奥村さん（右写真＆作品）
、
２位 ４月石原さん、 ３位 11 月若狭さん

☆2011 年の一笑
新・真・辛
コキおろし川柳
☆老骨がコキコキな
って古稀祝い
☆古稀なれどご隠居
させず古稀使い
☆古稀使う古稀使う
から元気なの

新年会は２２名の参加があり、賑やかに行うこ
とができました。
新年の快鳥挨拶のあと、会計報告を終えて、会
食。そして、高齢の、いや違った恒例の演芸（今
年は、奥村さんのどじょうすくいが好評でした）
。
チャリティーオークションで盛りあがり、最後に
「２０１１年の一笑」開票。
和やかな全員の笑顔をご披露します。

早いもの もう師走来て お正月 大いに笑おう ジョークサロンで 【曽田英夫】
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秀逸

胃カメラ撮影中の無駄ばなし

（横浜市：阿部 浩）

【評】
「昨日食べた鳥のもつ煮はこんなでね」
「ふーん黄色い玉もあるね」

入選

佳作

「すぐ忘れてしまうものは」
おばちゃん又はおばーちゃんと呼ぶこと
目より大きなつけ睫毛
スカートの下のズボン
ケースワーカーの生活保護世帯いじめ
食物の大喰い競争
国の借金（１，０００兆円）
子や孫の代へのつけ
大臣の居すわり
志の低い議員
「これでいいのだ」
無能な政治家
座席を譲る
大なまずのフラダンス
もっともらしい離党の弁
やかましいお笑い番組
外国の日本領土の不法占拠
きつい語調や態度
携帯電話の関連犯罪
二人からせがまれる
手を振っているのに発車するバス
長電話
週刊誌の過激な皇室批判
お出かけ前のキス

（大田区：高 栄子）
（八王子市：西川 信治）
（さいたま市：宗 志朗）
（函館市：信太 わか）
（京都市：牟禮 丈夫）
（板橋区：植竹 団扇）
（松戸市：田中 清咊）
（高知市：高橋 満子）
（港区：柏谷 達雄）
（鎌倉市：浜田 頓坊）
（渋谷区：樋口 七郎）
（稲城市：藤井 敬三）
（さいたま市：高木 正明）
（千葉市：岡部 千代松）
（川越市：石原 義三）
（荒川区：藤野 哲康）
（横浜市：鈴木 びん子）
（伊勢原市：武井 美雄)
（町田市：浅沼 マサ子）
（世田谷区：奥苑 順子）
（所沢市：北沢 正嗣）
（福島市：松山 カオリ）
（江東区：柴本 和夫）

次回（第１３３回）の題
「工夫が感じられるものは」
（出題：高 栄子）
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
町田市／青木孝
２０１１年も、いろいろとお世話になり、ありがたく感謝しております。
エスラーさんの登場で、また励みが出ることでしょう。正にインターナショナルでしょうか。
＊年明け１月６日の読売新聞「顔」で、そのエスラーさんが大きく取り上げられていました。
記事を読んだ方も多かったようです。６月に再来日する彼女には、例会にも再び、顔を出して
もらいたいと思っております。目指せ、グローバルジョーク、です。
青森県／沼宮内春雄
当地は昨年の暮れより、例年にない大雪。
そんな中で、元気な「伝笑鳩」に笑えと活力を頂き、除雪を楽しんでおります。
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２０１２年も伝笑鳩は全国に飛びます。読者の皆様からのお便りや笑品を待ってます。
２０１１年の暮れ、そして新年２０１２年初めに届いた皆様からの一言をお届けします。
佐賀県神埼市／野田ふみお

東京都昭島市／中野正能
岐阜市／古川昭子
市 川 市
神代京子

幸穏は山そ
いやつ並ら
ねかあつは
がなかづ澄
う年ねくみ

福島市／松山カオリ

会社から、
「気持ち」
（餅）が出たので、少しですが、同巣会に
出版お祝いを送ります。
ユーモア、ジョーク面白いもの期待しています。
皆様のご活躍を誌上にて拝読。鳩がオリーブの枝をくわえてきまうように。
八王子市
平井幸雄

登竜門をくぐり抜け
竜頭蛇尾にならぬよう、
竜の雲を得る如く、
機に臨んで盛んに活躍したい。

昨年は大変ご心配いただきましてありがとうございました。まだ不安な面も
ありますが、現状はなるようにしかならないと考えて、ジョークで気持ちを安ら
かにしたいと思います。今年もよろしくお願い申し上げます。

横浜市／門口泰宣
「坂の上の暗雲」垂れ込める中、頑張っているシニアの代表格として
由紀さおりさんが海外で大ブレーク、
「スキャット爽やか」な風を運んでくれました。
町田市／青木孝

今年こそ、今年こそ・・・平らかな年でありますよう

板橋区／並木博信

今年の漢字は・・・・
「昇」であってほしい、と願っています。
竜が天空を駆け昇るように、運気・景気も上昇すると良いのですが。

京都府／牟禮丈夫

当たり年（タツ）を前後に、本年もよろしくお願い申し上げます。
タ大望を 抱いてまずは 寝正月ツ
タ胎教を して生んだ子は 今ひとつツ
タ旅をして 心と体 解き放つツ
タ宝船 乗った気分で 夢うつつツ
鎌倉市／若狭芳生
竜のお年玉に、竜の落とし子はいかが？
＊竜の落とし子類語辞典です。ご笑読ください。
竜の落とし子・・・棘魚目
幼魚科
たつのおとしご属
竜のお年頃・・・・イロ目
婚活科
たつのおとしごろ属
竜のお仕事・・・・右肩下がり目 不況科
たつのおしごと属
竜の落としっこ・・贔屓目
人事科
たつのおとしっこ属
京都府／大石脩

ハッピーニューギニア

筋肉龍竜

多幸多幸揚がれ

新潟県魚沼市 永林寺 住職
佐藤憲雄
新年おめでとうございます
天女の雲蝶 ニコニコ宗に碑と人 笑顔の永林寺
彫工 雲蝶 浄土も穢土も 丸うき この世の 佛さま
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２０１２年
今年もしっかり笑いましょう
＊年明けは 作品溢れ てんこもり 割愛変集 伝統の技
＊こぼれゆく 笑作品が 微笑めど 片目つむって けずる辛さよ
☆☆まずは、レディーファースト☆☆
松山カオリ

カオリエッセイ「鉛筆のいのち」

昨年の末、自分の部屋の片づけをしていた時、菓子箱一杯の短くなった鉛筆が出てきました。
鉛筆削り機で削れなくなったギリギリの短さに揃っています。数が多いのは消しゴム付きの黄色い
２Ｂ、消しゴム付きが実用的で便利でした。エンジ色もちらほら混じります。仕事のデザイン画を
描く時のお気に入りのブランドは「uni」
。ソフトな書き具合は絶品なのに、消しゴムがついていな
いので残念でした。
若い頃は少しまとまると捨てていたのですが、これだけの数の短い鉛筆を眺めていると、それぞ
れ思い出や物語があって、ポイとは捨てられません。ちびた鉛筆の相棒として、鉛筆ホルダーと小
さくなった消しゴム、昔使っていた“肥後の守”
（和式ナイフ）という３点セットを用意して、も
う一度活用しようかなという気持ちになりました。
誰にも見られるわけではないし、構いませんよね？
神代京子

おりこみ『はめ字』２０１１年末和歌たより

「くりすます」
「としのくれ」
「おおみそか」
「あのひから」

陸奥（みちのく）にも あかり灯り クリスマス 絆深まる 聖夜は素敵
彼とふたり 過ごしたい 年の暮れ 天空の湯 隠れ宿
まだ終わらない お掃除 おおみそか 心はそぞろ 響く鐘音（かねおと）
空あおぐ 瀕死の松は あの日から 何かを語る 息長らえて（ながらえて）

夜絆くあ陸
は深りかの
すますりく
てるま灯に
き聖すりも

上の空組

印南博之

湯てと過か
隠んしごれ
れくのしと
やうくた二
どのれい人

響心おなま
くはおいだ
かそみおお
ねぞそ掃わ
音ろか除ら

息何あ瀕そ
長をの死ら
らかひのあ
え語か松お
てるらはぐ

大娯解 「韓流・本流・自己流で・・・」

① こーりゃ（KOREA）大変事
② 軍事分界線を分解して！（３８度線６０年前の国境、停戦ラインは西で上へ東で南へ下がっている）
③ アナウンサー「将軍様は不眠不休で国民に尽くしたのニダ」
影の声「国民は不眠不休で食糧探しに奔走しているのニダ」
④ ナゼ 北の市民はあんなに号泣するのだろう？
「他に怒りのはけ口が無いからさ」
⑤ ♪ソーレン 総連 総連よこれからどうする 僑胞を
（アリラン、在日朝鮮人総連合会、ギョッポ）
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☆☆引き続き、ジョークサロンに顔出しして間もない面々☆☆
海郷達人

「対文」は 逆さに読むこそ楽しけれ 沈滞打破、取りあえず馬で当てよう

◎有馬記念を狙ったら

◎埼玉ケンミンの初夢
…J 1 残留良かったね

年末、有馬記念、捻挫。馬ん卦は？レースは？
ねんまつありまきねんねんさうまんけはれすは
はずれ馬券、舞う。残念ね、決まり。あー、つまんねー。
サッカーで笑う。馬で笑う。
さつかてわらううまてわらう
浦和で舞う。浦和で勝つさ。

笑門亭来福（西川 信治）
呆談を楽しみ長生き「政も世も」
世相呆談
「きんさん ぎんさん」のぎんさんの４人娘は平均９２歳の長寿
長寿の秘訣
「毎日４人で会っていて話題が尽きないんですか？」の質問に
「無い。昨日話した事は忘れて何度でも同じこと話しよるから」
政治呆談
やっぱり
一川（いつかわ）はいつかはこうなると素人（すろうと）でもわかるべ。
非を認めず党内融和優先では、どじょうが一川鍋になってしまう。
節操
大阪市長に群がる各党幹部。高給を取っているのに心はまるで橋の下に。
昔 橋の下の乞食
今 橋の下に議員。
片岡隆
嗤いものですが、何か？
●組織変更のお知らせ（へんてこ大学ホームページを転載）
○変更目的：学際的に学問領域を再編成。学部も各種クラブ・サークルも横断的に統合。
○組織の変更（カッコ内は担当教授）
1.法学部、邦楽部、法医学部、方位学部を統合し、法衣学科、法匪学科を新設。
2.工学部は高額部に改称し、授業料を大幅値上げする。
都市工学科に経済学部投資工学科、医学部年（とし）工学科（ジェントロジー）を統合。
3.文学部に文楽部を統合。
英文科はええ文科に、仏文科はふつう文科に改称。心理学科に農学部森林学科を統合。
4.薬学部にやや苦学科を新設し、苦学生を集約する。
5.医学部産婦人科に農学部サンフジ科（津軽教授）を統合。歯学科に文学部史学科を統合。
生理学科に家政学部整理学科（団教授、シャーリー教授）を統合。
血液学科（ブラッド・ピット教授）。肛門科（ケツアル・コアトル教授）
放射線科（守和地＝シュワチ教授）。小児科に商学部商人科（加藤清史郎教授）を統合。
6.理学部物理学科に剣道部ブスリ学科（土須教授）を統合。
7.芸術学部大衆芸術科を体臭芸術科（草井教授）に改称。

香野好勇（好太）
働けど生活保護程稼げない
泣き枯れて赤目兎の年が行く
紙大王カジノ王子に成り下がる

好太川柳
年金を当てにせぬ人案をねる
お歳暮を貰い気になる生産地
黒い腹視れない不良内視鏡
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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》

やって来ました 今年も師走 跳ねた転んだ 兎年
やっと出来たか 復興庁が だけど動かぬ 寄せ集め
知恵を出さない もんじゅに嫌気 金も電気も 無駄遣い
北の将軍 出先で急死 芝居がかった 例のアナ
巨額ギャンブル 大王様に 遊資応援 した会社
経営者の腹 覗きのカメラ 開発しなさい オリンパス
喉をやられて ダンシがシンダ 辛い毒舌 吐き過ぎた
危険感じて 警察頼み ストーカーには 役立たず
陸前高田の 奇跡の松も こられ切れずに 朽ちる暮れ
漢字一字で 今年を見れば 絆一字で 締め括る

奥村篤史

アッシー君の「ジョークの宝箱」出版記念洒落日記

平成元年（1989 年 8 月）ライオン商事社長山下廣造氏、同巣会組織後数ヶ月で亡くなりました。
「☆平成元年ライオン商事社長ジョークサロンを生み落とし」
「☆ああ難産？獅子奮迅の獅子頭死し死出の旅」
「ジョークのメンバー皆んな獅子の子ジョークを作る強き志士」
。
「☆変集鳥野本ノモトでサロンは育ち」
「☆ジョーク・都々逸・川柳・狂歌 伝笑鳩が毎月運び」
「☆10 年記念誌書店で出版 20 年記念誌自費出版」
10 年記念は 2003 年 2 月（14 年目）
、20 年記念は 2011 年 10 月（23 年目）でした。
「☆何はともあれジョークが本に ほんまかホントか本 2 冊」
「☆20 年二重の喜び本出版」
「☆伝笑鳩は飛び続けました笑いを届け 23 年」
「☆次の目標 30 周年 生きてる死んでる作品できる？」
頑張ろう！

米岡泰

南亭琴内氏のどんでん返し４5

◎「ある会社の創立記念パーティにて」

服装は一応「セミフォーマル」と指定しているが、毎年何故かウェディング・ドレスや白鳥の湖
バレリーナやピエロが出てくる。年々過激になりそうな気配があり、遂に今年は総務課筋から、
「着用
してはならない服装」について、密かに注意書きが回ってきた。
「全身タイツ・パンツのみ、もしくは六尺のみで現れてはならない」
要するに「西岡すみこ」と「小島よしお」は駄目で「エドはるみ」はＯＫと言う事らしい。
一体どういう会社だ！
信用亭 駒公（佐藤 忠恕） 世相都々逸 no.1
こ

①

帰っちゃ嫌よと 囁くあの娘 今年のつけを 払うまで

②
③
④
⑤
⑥
⑦

大暴れした 酒飲み虎が 留置一晩 猫となる
当たれ当たれと 祈っていたら 籤ではなくて 食当たり
当たり信じた 年末ジャンボ 見事外れて 八つ当たり
切ったはったは 覚悟の上さ だって郵便 切手だよ
聴診器当て 医者首捻り はてさてどうにも 肩が凝る
親父毎週 お医者に通う 看護婦目当てに 若返り
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⑧
お袋毎週 お医者に通う 病院変じて 井戸端に
藤井敬三
ユーモア川柳 ＜解体新笑シリーズ＞ 「ああ、のど」
給料前喉を騙して発泡酒
ど演歌も 3 曲目には喉にくる
粋ぶって喉で蕎麦食いむせ返る
コーラ飲み良い喉ごしと孫が言う
おしゃべりの止まらぬ人にのど飴を
門口泰宣

乾杯の長いスピーチ喉が鳴る
喉のしわ笑い皺だと妻は言う
二日酔無償に喉の渇く朝
喉の奥また住み着いたエヘン虫
あれそれと記憶が喉に引っかかる

阿呆リズム＆パロディ

１）素人から一川（ひとかわ）むけなかった防衛大臣
２）八ツ場ダム賛成のやらせ意見を出した埼玉嫌疑員
３）由紀さおりとかけて コカコーラと解く
その心は スキャット爽やか
４）厳寒に逝った冬将軍様
５）終息でない収束は信じられない
福島県知事
６）日本人力士は優勝を「期せの里」
７）手術で整形美４８

平井幸雄

稲葉浅治

ヒライタカオ ワンダー ワールド（ヒライ信から）

川柳 「夢」
★古稀すぎて 夢おいかける 元気者
★千羽鶴 世界平和の 夢託す
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柴本和夫
言葉の研究
マカオの○○○
マカオのオカマ～ミニ回文となってます
マカオの大王
昔の大王～恐怖の大王・・・・空から降ってくる・・・ノストラダムスの予言
今の大王～ティシュの大王・・日本から飛んでくる・・・・大王製紙の社長
マカオのカジノ・・・・・・・・チップが、カジノゲームの元になってます
チップ一枚、カジノ≪の≫もと
マカオの火遊び・・・・・・・ティシュ大王の火遊びでしたね
マッチ一本、火事のもと
ティシュの大王が火遊びすると、ティシュに燃え移るリスクがあります
そんなことがアリエール？～有りじゃなくて、エリエール
曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

息を抜かずに それを死守する

ようやっと 転職できた いい職場 息を抜かずに それを死守する
検診の 結果も上々 病なく 息を抜かずに それを死守する
今の幸せ ずっとこのまま
5 時になり 後は自由な 時間だと 今の幸せ ずっとこのまま
川柳も 狂歌も作る 世のために 今の幸せ ずっとこのまま
格安で 沖縄行った 良い思い 今の幸せ ずっとこのまま
世間はいったい どないなってまんねん
冬が来て インフルエンザ 流行へ 注射もせずに 免疫頼り
「絆」の字 選ばれ今年 師走来る 来年こそは 「きずな」い年に
どうすれば ヒッグス粒子 見つかるの 発見すれば ビックな人に
野本浩一
お洒落日記
【長崎にて・・・・死ぬかと思った】
１２月 16 日。行きましたよ、只今長崎観光の目玉にもなっているという軍艦島（注）へ。但し、外
海はうねりが凄かった。（注。長崎半島から西に約４．５ｋｍ。長崎港から南西約１９ｋｍの沖合いの島。南北に約４８０ｍ、
東西に約１６０ｍ、周囲１，２００ｍ。面積約６３千平米。多い時には、５，３００人程が住んでいた。島の外観が、軍艦土佐に似ている
というので、軍艦島と呼ばれるようになった由）

５０人乗りの舟で・・・外海に出たら、揺れる、揺れる・・・・ものすごい、ピッチアンドロール・・・・・・
２ｍくらい上昇する、３ｍくらい下降する・・・・の繰り返し。４５分間の往路。上陸して・・・廃墟
を眺めました。日本で最初の高層アパート群だ。・・・・。帰り・・・・・、乗ってしばらくして、や
ばい・・・と。こみあげてくる吐き気・・・・。あーあーあーあーあー。という訳で、帰りの２０分は、
「このまま、死ぬのだろうか・・・。どうしよう、１２月のジョークサロンに、参加できないのか。俺
は、どうなるのか・・・」本当に、死ぬかも知れないと思い、ホントに怖かった。・・・・・・・・。
軍艦島へ行くことは得難い体験だが、覚悟がいる・・・。今回の軍艦島行きは、小生が言い出したこ
となので、女房には当れなかった。最後にガイドさんに「丁寧な、説明はいいと思うけど、ちょっと長
すぎるかも」と当っていたのを、女房は笑って見ていた。

天野秀雄

寒さの折り、お元気でご活躍のようす 心からお喜び申し上げます。

今年も大変お世話になりまして、ありがとうございます。来年もよろしくお願い致します。
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若狭芳生
今月の回文・川柳 ご覧あれ
回文（立川談志逝去の回文）
◎極楽な談志が死んだ泣く落語
川柳
★宝船貧乏神が乗り合わせ
★「こたつむり」家中みんなで越冬し
★お年始はお世辞料理でおもてなし
★料理後のお茶裏千家オモテなし
★兎（う）から竜（たつ）梲（うだつ）上がらず除夜の鐘
★円高がスカイツリーと競争し
大石脩

こころして ジョークたのしむ 年となれ！
こころ ころころ ころがる こころ。
こころ ころころ ころがり おちる。
こころ こつこつ こつこつ おきて。
こころ ここから こつこつ あつい。
こころ これから ころころ いきろ。

浜田頓坊

―甘辛都々逸ほのぼのランド―

凧や独楽など 作ってみせて 童話童謡 しるこ餅
（１月２日ＮＨＫラジオ 新春おめでた文芸「折込どどいつ た・つ・ど・し」採用作品）
七転八起の 達磨となるか 日本再起の 初日の出
ニュースの穴埋め サツネタ減らし ほのぼの話題が 欲しい春
片山敦夫（ほらえびす岩手）
無事退院 復活ジョーク「新年初笑い」披露です
☆ 国債依存率
４９％
シクシク
一般会計
☆ しめ縄 やけにしっかりねじれてるな
国会玄関
☆ 初夢が正夢に
一位フジ見たか三冠王
日テレ
坂木恒次（春日部）

２０１１年は未曽有の災害を受け、景気回復のおぼつかなさに、
案ずるばかり。暗い世相に、大いに笑い取り入れ、迎えよう新年を。

菅谷信雄（東京都）

ハットして、カン違いして、ノーだ・・・なんて、やめて下さい！

＊「ジョークの宝箱」につきましては、当初予定しておりました２００部の頒布販売を
予定よりも早く達成できました。出来栄えにつきましても好評を博しまして、お陰様で
２８０冊程度の頒布販売となり、印刷総部数５００冊は完売となりました。
新規の増刷は出来ませんが、印刷予備として手配しました在庫があります。７０冊程
ありますので、まだ購入されていない方で、ご希望する方がありましたが、できるだけ
早く、お求め下さいますようお願い申し上げます。
お申し込みは、下記の通りです。宜しくお願い申し上げます。
「ジョークの宝箱」申し込み要領：代金は千円又は千円相当の切手
【銀行振込の場合】 みずほ銀行本店 普通口座 2359322 柴本和夫（ｼﾊﾞﾓﾄｶｽﾞｵ）口座
（ただし、
「伝笑鳩」ご愛読者以外の方は送付先を葉書で下記住所へ送付してください。
）
【現金書留・郵便小為替・切手の場合】
宛先 〒146－0085 東京都大田区久が原 6－20－11 野本浩一宛
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★１２月例会：１２月２１日 １４名参加
野本浩一・曽田英夫・印南博之・奥村篤史・佐藤忠恕・高木正明・海郷達人・阿部浩・
西川信治・神代京子・米岡泰・柴本和夫・片岡隆・藤井敬三
★２０１２年新年会 １月７日 ２２名参加
太字の方は初お目見え（祝！）
青木孝、東省三、岩間清（東さん知人）
、印南博之、奥村篤史、海郷達人、片岡隆、神山徹、
川島奈緒美、香野好勇、小杉正毅（東さん小学校同級生）
、坂口敏夫（川島さん知人：ダジャ
レおじさん）
、佐藤忠恕、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、西川信治、野本浩一、浜田親一、
藤野有樹、松山カオリ、門口泰宣
同巣会（どうそうかい）ジョークサロン幹事鳥三羽（快鳥・変集鳥・金鳥）からのお願い！
○女性会員、読者の皆様
ぜひ、会場に足を運んで下さい。ただ、笑いに来て頂ければ
それだけで構いません。参加費５００円で、会報を受取、笑ってニッコリして下さい。
○会員、読者の皆様
みなさまの周りにいる若い方々に、当サロンの紹介をお願いします。
ジョークサロンに集う皆様が元気になるためにも、若い方々の参加を呼び掛けましょう。
毎月の例会は、原則第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。
２月２２日（水） 千代田区立スポーツセンター ８F 和室！
３月２８日（水） 千代田区立スポーツセンター 予定
４月２５日（水） 千代田区立スポーツセンター 予定
５月２３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 12 月 12 日～2012 年 1 月 15 日
青森県：沼宮内春雄
埼玉県：坂木恒次、羽柴隆三、石原義三
千葉県：岡部千代松
東京都：青木孝、嶋田紀之、菅谷信雄、箱田忠昭、高栄子、樋口泰子、稲垣元博、中野正能、
吉沢弘泰、浅沼マサ子、柏谷達雄、志賀康一
神奈川県：渡辺達雄、平田レイ子、加畑高治、
藤野有樹、濱中順一郎
愛知県：加藤勝彦、小西祥二
岐阜県：古川昭子
京都府：大石脩
大阪府：山下貞子
佐賀県：野田文雄
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。
「ジョークサロン」で検索できます。
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