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狂歌 new 門

＊＊笑いは明日のエネルギー

笑顔一回一日ええ顔＊＊＊＊

スマホともアイパッドとも縁がない
時代遅れで化石のように
ＡＫＢ誰が誰だか分からない
時代遅れで化石のように
所沢市／曽田 英夫

ＨＰを訪問した人が４２８人になりました（１０月１５日現在）
ＨＰを見て頂いた方達から、嬉しい便りがとどいております

山下貞子＠河内長野市
娘と一緒にインターネットで・・・
先日はご案内のお便り頂き有難うございました。娘と一緒にインターネットで「ジョークサロン」を
検索して懐かしく見させて頂きました。
いつまでも山下のこと憶えて下さり感激です。私こと、足腰が弱くなり、上京は無理になり残念に存
じますが、ジョークサロンのますますの発展をお祈りしております。
平田レイコ＠横浜市
「同人一覧のページ」を早く見て・・・
先日はお知らせのおハガキありがとうございました
「同人一覧のページ」を早く見てみたかったですが 10 年使ったパソコンが壊れ 新しいのが使えるよう
になるまで 日にちがかかってしまいました 驚いたのは伝笑鳩のバックナンバーです 忘れていた自分
の作品をみて 昔はずいぶんバイタリティーがあったんだな～と 懐かしかったです 横浜からは遠いで
すが、
年内に１度くらい参加させていただきたいと思っています すっかり年を重ねてしまいましたの
で 漫画パワーはもう消えてしまいました 笑いに行く丈でよろしいでしょうか？
10／24 は予定がありますので 11 月にでもお邪魔させて下さいませ よろしくお願い致します。
大畑道之助＠埼玉県加須市
会ヒ お送り申します いつも大変お世話になっております。
すっかり一ノ瀬先生、お元気になりましたようですね。～～～宜しく。
私もやっと元気になりました（満８４才です） 長が～い、長が～い（話し方の生徒）より
青木孝＠町田市 「同音異語」の駄じゃれ、ちょっとしたことが、いい作品になる所でしょうか。

黒木洋代＠市川市
やっと秋の気配がしてきましたね。如何ですか。
いつも伝笑鳩ありがとうございます。仕事に追われ、切手を送るのが遅れてしまいました。
いつかまた、時間を見つけて参加したく思っています。御一同さまのご健康を祈っています。

虫がなき 名月めぐる 秋楽し ジョークサロンで 大いに笑おう 【曽田英夫】
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隣のおやじそっくりなわが息子
秀逸

入選

佳作

（さいたま市：奏志朗）

【評】血液型まで同じだって？ ＤＮＡ鑑定？ やめた方がいいと思うよ
自分の存在
下手でも同じ医療費
釈迦とキリストの考え方の類似
大食い競争出場者の胃袋
泥酔しても無事に帰宅

（千葉市：岡部
（横浜市：阿部
（鎌倉市：浜田
（船橋市：川田
（三鷹市：市井

千代松）
浩）
頓坊）
又一）
雅敏）

破産しない大借金国日本
（文京区：稲葉 浅治）
嘘を見抜く妻の第六感
（稲城市：藤井 敬三）
妻との出会い
（松戸市：田中 清咊）
人間の内臓の仕組みと働き
（京都市：牟禮 丈夫）
二位でも勝てる党首選
（八王子市：西川 信治）
自分がいつか死ぬこと
（横須賀市：山中 静代）
空を飛ぶ鉄のかたまり
（高知市：高橋 満子）
知性があると思しき人の盗撮
（港区：柏谷 達雄）
顔が似てくる老夫婦
（川越市：石原 義三）
「死にたい」と言いつつ医者通い （さいたま市：高木 正明）
不可思議と不思議の差
（板橋区：植竹 団扇）
仲の良い夫婦
（所沢市：北沢 正嗣）
万華鏡の世界
（大田区：高 栄子）
種も仕掛けもない手品
（鎌倉市：志賀 明）
パラリンピックのメダル獲得
（伊勢原市：武井 美雄)
人間が切られてしまうマジック
（町田市：浅沼 マサ子）
夫の停年制
（横浜市：鈴木 びん子）
選挙の開票率 10％での当確
（荒川区：藤野 哲康）
党総裁を辞めた人が又総裁
（渋谷区：樋口 七郎）

次回（第１４２回）の題
「どうしようもないものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
11 月 10 日ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
田中庸浩＠埼玉県三郷市

毎月の『伝笑鳩』のご送付有り難うございます。

今後も宜しくお願いいたします。最近、
“笑うこと”を忘れていた様なのです。
“笑うこと”の難しさ、といったものもあるのですね。愚痴は書き出すと終りません。この辺で。
宜しく
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笑門来福

健康増進

読者投稿作品コーナー・みなさまの作品を掲載します

稲葉浅治＠文京区
川柳
回らない寿司屋があると孫が言い
気休めの嘘病人にばれている
川島奈緒美＠西多摩郡

種わかる孫の手品に大拍手
嘘多い自分史他人に見せられず
後になり感謝をされる嘘をつき

あやうく「親切な申し出」と勘違い

ピンポーンと鳴りインターホンのカメラに映った若い女性が「ヤブキですがちょっと出てきてもらえ
ませんか」と言う。まったく緊張感のない様子に「ご近所のひと？」とドアを開ける。その女性は明る
く「私はこういうところからきています」と首から下げたネームプレートを持ち上げて見せてくれた。
「行商人・・」と書いてあって氏名記載の無い不思議なもの。さらに続けた言葉に仰天する。
「いらなく
なった金色か銀色のアクセサリーとかありますか？買い取ります（ニコッ）
」
。
・・・そのゆるいキャラに
唖然としつつ「ビーズじゃダメ？」と突っ込むとそれは引き取らないらしい。
・・・・・結局「無かった」
と断ってお帰りいただいたけど、後日調べたら同様の被害が消費者センターなどに結構寄せられていて
「クーリングオフは効かない（←当然）
。渡した貴金属は戻ってこない」と。やっぱり怪しい団体だった
んだわ。自宅でのんびりしてても危険はいっぱい。みなさん、くれぐれも注意しましょうね～。

大石脩＠京都

ダジャ連発

「あざわらいする人って、心にアザがあるんだってよ」
「あらっ、じゃあアザラシ君ってグレー・ゾーンなのね」
「昆虫さんが人間界で就職できるとしたら・・・」
「理髪店にはカミキリ虫くん」
「殿様バッタさんは主力打者」 「ミズスマシさんは浄水場」
「僧侶にはオハグロトンボちゃん」 「アゲハ蝶さんは歯科医さん」
樋口七郎＠渋谷区

「三つ子の魂百までも」
・・・

９月に３才になった孫は、テレビや友達の影響で、いいも悪いもわからなくて、いろいろの言葉を吸
収します。 〇じゃネーヨー 〇なんだヨー 〇そうかヨー 〇 いらネーヨー 〇うるセー
〇「おいしい」と言っていたのが「ウメー」
、自分のことを「オレ、オレだよ」と言います。
この間我が家に遊びにきたときに「もう絶望だ」と言うのです。 驚いて娘に聞くと〇〇レンジャー
の五人組に負けて最後に発した言葉が「もう絶望だ」と言ったのを真似をしたのだというのです。
３才の孫も成長して「オレオレ詐欺」をしないよう、また「絶望」しないよう祈りたいと思います。
浜田頓坊＠鎌倉
―甘辛都々逸ほのぼのランド―
<プーチン殿>
☆尖閣問題 もめてる今が 四島返還 チャンスちゃう
☆ぐっとロシアが 大人に見えて 日本人みな 好きになる
☆ウラジ・オストク 開発なども うまく進展 するだろう
☆この際スパット 解決すれば ロシアにとっても 大利益
☆北方四島 なあんて小島 そうだ餌だと 考えよ
☆アジア重視の ロシアの風よ もっと吹け吹け 「脱欧入亜」
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笑門来福

健康増進

片山敦夫＠岩手

読者投稿作品コーナー・みなさまの作品を掲載します
「にやり」数連発

１．陸上部廃止
カレーに涙が混じる
－瀬古－
２．主食の座
コメからパンに 返上「瑞穂の国」
－日本－
３．取り付く島もない
こっちは取り付かれ過ぎだ
－尖閣諸島－
４．島ごころ
わたしは誰？
－竹島－
－独島－
５．新三国干渉
北方領土、ロシア
尖閣諸島、中国
竹 島 、韓国
－歴史教科書－

若狹芳生＠鎌倉

「世の中は澄むと濁るで大違い・・・」に新作プラス

既存「禿に毛がなし刷毛に毛があり」、「河豚に毒あり福に徳あり」、「茶は人が呑み蛇（ぢゃ）は人を呑む」
新作「馬鹿は死ななきゃ治らない墓は死ななきゃ入れない」、「柿は８年ガキ６年」
「伊豆に踊り子椅子に踊り子」、「おしんは辛抱おじんは人情」、「火事にミスあり餓死に水なし」
「死人に口なし辞任に愚痴あり」、「時価に札あり地下に蓋あり」
笑門亭来福 西川信治

★政治呆談☆世相呆談

★自民党総裁選
・
「このような国家的危機には経験豊かな人でないと」(安倍元総理)
→投げ出す経験じゃなければよいが？(国民)
・失言で資質が問われ七光り八転び候補
→将軍様じゃあないから長老たちががんばってもそんなにチーョロいもんやおまへん？
★民主党長妻議員「
（東電に）今まで接待した政治家のリストを出すように」
と言ったが未だに出てこない。→セッタイ出てこない？(国民)
☆日本に帰化した文化勲章受章のドナルドキーン氏 90 歳 「私は記憶力に絶対自信を持っていた
ので日記は書かなかったことを後悔しています。最近忘れるということを憶えました。
」(笑)
☆「釣魚島は中国のもの」と叫ぶとラーメン１割引、
「日本は中国のもの」で２割引。
→日本はラーメン程度か？中国人がいくらラーメン好きでも随分安く思われてるな。
☆松方弘樹の息子 父親の財布の中(３００万円)から１０万円を１年間盗み続けバレて叱られた。
→桁が違うがうちの息子は俺の財布(３万円)から千円抜いてないだろうな？。(サラリーマン)
香野好勇（好太）

好太川柳

・中国へ協力支援が仇返す
・汗かかぬ政治家官僚クールビズ
・禿、白髪、皺も勲章人生の
・メガネかけ我が面（つら）見れば皺だらけ

・通夜の宴互いの話しでお開きに
・尖閣を買う寄付金で竹島を
・夏痩せが出来ず通過で肥ゆる秋
・老い愉快前ボケ直ぐボケまだらボケ
・酔うほどに敬語タメ語に喧嘩ごし
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破顔一笑

元気倍増

曽田英夫

今月の笑ルーム：川柳や狂歌はいかが・・・
狂歌ＮＥＷ門

自然に笑い 笑顔一番
・ 飲み屋では 話が弾み 酒うまい 自然に笑い 笑顔一番
・ 久々に 会った女性は 元気そう 自然に笑い 笑顔一番
・ 職場では おやじギャグに 採点が 自然に笑い 笑顔一番
・ おばさんの 話に必ず オチがつき 自然に笑い 笑顔一番
時代遅れで 化石のように
・ 女子アナの 新人名前 分からない 時代遅れで 化石のように
・ 「今い」とか 「ナウなヤング」は もう古い 時代遅れで 化石のように
華やか世界 あこがれを持つ
・ 金持ちは 豪邸外車 別荘に 華やか世界 あこがれを持つ
・ プロ野球 超一流は ケタ違い 華やか世界 あこがれを持つ
・ 日本中 誰も知ってる タレントに 華やか世界 あこがれを持つ
・ ＡＫＢ 男はだめか 入りたい 華やか世界 あこがれを持つ

藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、ひげ」＜解体新笑シリーズ＞

無精ひげ伸び放題の定年後
女房に髭は生えぬが角生える
宝塚男装のひげ色っぽい
つけ髭はクシャミをしたら飛んでいく
指名犯ひげを剃ったり生やしたり
地震予知なまずの髭に神頼み
呆けたのか剃ったばかりで又も剃る
高木正明

髭のあるセールスマンに身構える
老舗店看板文字にひげがある
イチローの髭は涙を知っている
指名犯ひげを剃ったり生やしたり
免許証ひげの写真を疑われ
ひげ面の息子が脛をまだかじる
髭だけは生きているぞと伸びてく

コミック都々逸かわら版

これじゃ割れるよ 民主のマーク 喧嘩別れの 上と下
割れる民主が 離党の防止 わたしゃジョークで ボケ防止
民主ダメだが 自民も嫌い ならば維新と 走る票
維新八策 この指とまれ 選挙目当てに 止まる人
日中友好 四十年で 有効期限が 切れ始め
日本憎しと 反日デモが 半日どころか 一週間
島の支配も アメリカ頼み 頼みたいけど オスプレイ？
甘い査定の 復興予算 先に白アリ 舐めつくす
二年半ぶり 日航浮上 兜町から 再離陸
踊るアップル アイフォン人気 ソニーやシャープは 人減らし
ビックカメラと ユニクロ組んで ビックロしたなあ儲ける気
柿の種にも 商売がたき 種が尽きない 訴訟沙汰
偽装免許の もぐりの医師に 検診任せた 板橋区
いじめ対策 悪ガキ処分 いじめられっ子 保護処分
反日絡みで 中華やキムチ 近頃食傷気味の秋
嫌なニュースが重ねて続き アンチ巨人に 巨人Ｖ
綱が三代 モンゴル力士 張り手も引き継ぐ 張る馬富士
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神代京子
台風 17 号が
列島縦断中！
情花お列か
の散お島ざ
しらあおお
うすらそと
ち無しうが

おりこみ『写真はめ字』
残暑は去り、
季節は秋へ
夏歓あ絶光
お声ずえり
わがさずあ
り消が流わ
ぬえわるく

２０１２年 神無月

く黒はあ仙
影まぎお台
きつのぎは
よ優つみ憧
らしきるれ
肉頑だの素
落頑い服素
とっえいだ
そてっかわ
うおとにこ

海郷達人

お名前をひっくり返してみました（ 回 文 ）

曽田英夫、王手、飛だぞ。
（将棋、強そう。
）
野本浩一、言うこともノー。 （厳しい変集鳥です。
）
やる柴本和夫、推すか、友走るや。 （松野先生に倣い、打って出るか。
）
松山かおり、おかまや、妻。
（男だったの？）
一ノ瀬、寄席の地位。
（真打ちを目指しているそうです。
）
幸雄はこく、落語はオチさ。 （平井さん、落語研究の大家です。
）
藤井、話芸、気配自負。 （
「気配（けわい）
」は、古語で、
「品格」の意。
）
顔ね、米岡。 （イケ面です。
）
水、水、高木正明、朝、撒き方すみずみ。
（猛暑の夏、庭の水撒き。
）
数で、印南、何位ですか。
（餅食い競争のようです。
）
為す賭け、奥村、無垢を汚すな。 （素人が賭けごとはいけません。
）
西川信治、人士、
・・・・。
（ジョークです。伏字、お許しを。
）
信用亭 駒公（佐藤 忠恕）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

世相都々逸 no.10

亭主の財布 覗き見すれば 一葉恋しと 書いてある
女房の財布 覗き見すれば 諭吉命と 書いてある
恨みつらみは すぐに消えさる 最近顕著な ぼけ症状
捨てちゃいやよと あの娘（こ）が耳に ここはポイ捨て 禁止地区
言われるままに 着物を脱いで 暗がりで待つ レントゲン
餅肌見せて おいらを誘い その気にさせる 大福が
最初痛いが 我慢をすれば 気持良くなる 熱い風呂
オスプレイ 米のいいなり 説明だけで 問題なしと なぜ決める
血税使って 国有化して 寝た子を起こす 尖閣で
与野党の 党首選びは どっちもどっち 民意離れた 茶番劇
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奥村篤史

水泳指導は生き生き終り次に始めたパズルで溺れ 洒落日記

９月１０日で水泳指導が終わるとポケーッ。ポケーッとした後は何故かパズル本三昧の世界へ迷い込む。
「☆パズル本みて夢中で解答 夢中夢中の夢の中」
。
「☆パズル世界は生きがいでない なにくそナニク
ソ意地と夢」１００円ショップ「ダイソー」のナンプレ、漢字パズル、イラストロジック、クロスワー
ドパズル、バラエティパズル、懸賞パルマガジン等々。更にブックオフで１０５円で買ったパズル数々
を取りだし挑戦。昔はナンプレ大好きで沢山挑戦、今はその超難解編に挑戦。そしてイラストロジック
が今は好き。
「☆昔ナンプレ今イラストロジック好き好きになれない漢字のパズル」
。何故漢字パズルが
好きでないか。
「☆漢字パズルは好きでないよこんな言葉や熟語が答え？」
。
「☆これが熟語か訳のわから
ない 非常識ですこの答」と好きではなかったのですが今回は意識的に挑戦。１冊５０－１００問、ナ
ンプレやイラストロジックの難しい問題は１問半日―１日かかることもあるが今回は埋まらぬものは
次々後に残し次々先へ進む。飽きたら戻り、また先に進む。漢字パズルは他の解答例で解けなかったも
のも解かり、解答例を次々覚えて語彙を増やすとかなり楽になる。
「☆こんな熟語があるのか成程！成程
成程なーるほど！」
「☆知らないかったよ使わぬ言葉覚えてしまえば穴埋まる」
「☆これで良いのだ熟語
に残る残してみれば正解！完了！」
。わき目も振らずしているアッシーに
「☆お暇ですねえすること無いの他に 良いわねあなたはと妻の声」
。ボケの防止にはこれが良いんだよ
というと「☆ボケの防止でパズルに挑戦？ホントにあなたはボケテルわ！」
上の空組 印南博之
大 娯 解
ファッション迷言
その１ ずぼんの語源
｢西洋の窮屈袴は穿きにくいのう｣ 「名も虎ウザやパンタロンとは」
「そんな物かまわんズボンと穿くからズボンで良かろう」
その２ 道化の衣装
｢革命だ王侯貴族をやっつけろ！｣ 「ムッシュだけんど貴族とおんなじ
ものを着てたんじゃなんとなくナア」
「ジャあ何がいい？」
「パンタローネの長いキュロットはどうだ」
「あれなら着脱も便利だ トレビアン！」
その３ ブルーマー夫人もびっくり
「アディダスのアスレティックショーツなんて

片岡 隆＠へんてこ大学面妖教授

－人類草食化への方策（飢餓回避へ向けて）―

草食動物の草や木の葉の消化酵素の分泌に関わる遺伝子をヒトのゲノムに組込む。象さん、キリ
ンさん、牛、馬、羊さん、ヤギ、などの哺乳類を対象とする。これで、稲藁、サトウキビの搾りか
す、雑草や木の葉が食糧に転化する。副作用は、牛：反芻に忙しい。乳牛：乳人となる。やぎ：眼
の前の書類を読む前に食べてしまう。こうもり：バットマン。
カスミ食系仙人のミイラから松葉を消化する遺伝子を組込む。
木材消化には、リグニンの処理が必要となるので、シロアリの遺伝子を組込む。これで、間伐材
などのバイオマスが食糧に転化する。
なお、遺伝子の他の部分をも組込むと、半獣人（あいの子＝カイメイラ、キメラ）となってしま
う。先例に、ケンタウロス（馬）、ミノタウロス（牛）などもある。
更に、遺伝子操作により、サイズを 1/10 に落せば、体重は１/1,000 となる。100 兆人位は可住
となり、あと 1,000 年間位は何とかなりそうだ。また、このマイクロ人種であれば、宇宙船による
他の星系への集団移住も可能となろう。でも、1.5 ミリリットルの脳みそで大丈夫かなぁ？
参考「道草のすすめ」吹く沢・逝く地（福沢諭吉のヒッヒッヒ孫）、「草食一代男」胃腹最悪

-7-

松山カオリ
カオリエッセイ
笑いあれこれ
厳しいニュースの反動でしょうか。笑いに関係する出版物が増えた気がします。
最近手にした『
「実践笑い学」国民笑生産のすすめ』の筆者は、経済学がご専門の福島大学教授・
清水修二氏。学者だからこそ語れる辛口の笑いは、バラエティに富んでいて、少し皮肉な見方も痛
快です。最後の項目に＜災害特別編＞というのがあって、地元住人（福島）の立場での考えを述べ
ています。私たちが日頃口に出さないでいる不安や不満を、鋭い切り口で笑いに消化させてあり、
気持ちがすっとしました。
地元新聞のコラムにも、やはり笑いについての本の紹介記事がありました。
『ごきげんな人は長
生きできる』という本で、
「笑いが身体に及ぼす影響を医学的見地から説明しているそうです。こ
ちらは医学部教授が筆者です。
不安な人間社会を、笑いで乗り切るという生き方。ジョークサロンのみなさまは、とっくにご存
知ですよね？
米岡泰

南亭琴内氏のどんでん返し５３

「時事川柳」

・ピラニアの 川に放り込め 捨てた奴
・領土権 先に上陸 したら勝ち
・UFO を 見たというのは USO だろう ・二周目は 割引してよ 回転寿司
◎「ブロンド女性全国集会で」…欧米では、ブロンドは頭の弱いグラマーな可愛子ちゃん
有名な心理学者がその日のゲスト講演者。
司会のブロンド女史が務めとして先生の得意分野を話題にしようと質問
「先生！まともと思われる人の精神的な弱みを先生はどうやって知るのですか？」
「そんなに難しくはありません。誰でも答えられる簡単な質問をするのです。もし、その人が少
しでも怯んだらチャンスです」
「どんな質問です？」
「例えば、キャプテンクックは世界を三周してますが、その中のどれかで命を落としています。
さて何回目の航海でしょう？」ブロンド女史は一寸考えてから苦笑いして
「先生、別の問題にして下さいな。アタクシ、歴史に弱いんです」
野本浩一

お洒落日記【ジョークサロン ホームページ再立ち上げ奮闘記（２）
】

ごちゃごちゃしているので、スクロールする気にもならなかった。パッと見て、分かるようにしなき
ゃダメだよ」と、知人から酷評を受けて、ガーーーンと頭を殴られた。
「自分ができる範囲で改善しよう」と気持ちを奮い立たせて、関連するリンクをグループ化して、目
次を付けた。トップページが開かれたら、コンテンツが概ね分かるようにした。そこへのリンクもつけ
て、よりスムーズに見られるように手直しをした。自分なりに改善を続けた。バックナンバーも何とか
ＰＤＦ化して見られるようになった。
そんな中、神代さんから、激励のメールが届き、僕は涙が止
まらなかった。
☆最新版を拝見しました。立派になりましたね。変集鳥の頑
張りに感動しました。僅かな間に素晴らしいです。 くましろ
９月２３日（日）
、三姉妹研究家優慧太さんに、ＨＰを改善
して、アクセス数も増加していることを話した。早速、その場
でスマホからＨＰを検索した彼に
「少し、色があれこれ多すぎませんか。３色くらいにした方が見やすいんじゃないですか」と言われ
て、またガーーーンと、殴られてしまった。 まだまだ、道のりは長く険しい。
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門口 泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）国会議員さんの行列のできる日本維新の会
２）前回 ノーサイド
今回 野田再度
３）銅メダル選手が国内予選敗退で敢無くアー散リー
４）一向にヘリません防衛談合
５）防衛大臣がオスプレイの私見飛行に同意
６）戦艦ヤマトに打ち勝つ佐川男子
７）日の丸横綱が出ないのかと聞かれ誰もが口（くち）モンゴル
８）移籍して優勝の喜びをムラッタ選手
９）慣れるまでに苦労ザー
涌井投手
１０）衆議院解散とかけて 田舎の道と解く その心は近くて遠い
１１）理アリー？聞き返したくなる原発ゼロ目標
１２）豪腕を期待されるほどセイチョウしたか、細野さん？
１３）ビックロ仰天量販店
１４）尖閣列島への領海侵犯は了解できない
１５）高飛び込みは体にワルイド
スギちゃん
１６）Ｊサロンのホームページとかけて 結婚指輪と解く その心は 指（優美）にはまりました
平井幸雄

古希の祝い
私は齢７０歳・古稀を迎えた。「古希」は、唐の詩人・杜甫の曲江詩「人
生七十古来稀なり」（七十年生きる人は古くから稀である・詩の全文を下
に掲げる）に由来する。70 歳まで生きることは、今や稀ではなく当たり
前、生きられない方が稀だ。ふだんあまり音信のない息子から、家族皆で
私の古稀を祝ってくれるという連絡が入った。こ（れまでにない）稀なこ
とで喜んだ。（実は息子の嫁が配慮してくれたようだ）
こき使われて７０年、小気味よく送れた人生70年、充実の味が濃き七十年
人生を感じつつ、
大きく呼気→吸気の深呼吸をして、親子電話の子機を使って「ありがとう」
と電話をした。・・・
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★９月例会：９月２６日＠神田公園区民館・内神田集会室洋室 １６名参加 ＊太字は初参加
曽田英夫・松山カオリ・阿部浩・片岡隆・野本浩一・奥村篤史・高木正明・田中清一・平井幸雄・
藤井敬三・佐藤忠恕・門口泰宣・印南博之・海郷達人・神代京子・米岡泰
＊田中清一さんは、平井さん・藤井さんの紹介で巣鴨ユーモアスピーチの会からの参加です。
サロン＠内神田集会
室の模様です。後片
付けをきちんとすれ
ば、飲食できます。
例会が賑やかになり
そうな会場です。
11 月の会場も、従来会場の千代田スポー
ツセンターから神田橋方面に向かい、運
転免許センター隣の建物地下１階です。
ドアが二つあります。
右のドアから、地下へ下りて下さい。

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００
11 月 28 日（水）神田公園区民館・内神田集会室 B１F 洋室（料理室）
12 月 19 日（水）同上の場所内神田集会室 B１F 洋室を予定
2013 年 1 月 12 日（土）新年会「ラ・リヴィエール」を予約済
2013 年 1 月 23 日（水）内神田集会室 B１F 洋室を予定
内神田集会室の問い合わせは℡ 03-3252-7691（神田公園出張所）

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2012 年 9 月 18 日～2012 年 10 月 15 日
千葉県：黒木洋代 東京都：青木孝 埼玉県：大畑道之助、田中庸浩 京都府：大石脩
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
☆郵送希望の方は 上記野本宛、80 円切手 15 枚を送付下さい。
☆ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/＊是非、訪問して下さい。
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