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世相果談 「告別式蜘
「言卜
報欄」から電話で留守を確かめ常習
動機 「老後の資金を蓄えておきたかった」
→ とんだ牢後 になつて しまった
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ョ クサ ン月例会に、十数年 ?ぶ りに黒木洋代 さんの参加があ りま した。以前は、
豊田さん とい う名前で したので、今回は リニューアル参加です。女性の参加 が増えて、例会を賑や力1こ
したい とい う快鳥 の願 いが通 じたよ うで 九 旧交を温めることも出来ま した。嬉 しい限 りで 九
5月 連体中に、石井志津夫 さんか らは力強いお便 りを頂きま した。 ご紹介 させて頂きます。
ホ9月 か ら来年 3月 まで、例会の会場が変更 とな ります。神田周辺で開催するように会場探 しを

***笑 いは明日のエネルギ=
4月

行つております。詳細は今後、伝笑鳩にてご案内致 します。ご留意下さい。
町田市/青 木孝
腑鵡u劇 ありがとう存 じました。 ポリュームがあるので
毎号、完読するのには週末の体みが必要なほどです。沢山の作者、バラエティのある作品群のせいで
しょう力、
名古屋市/加 藤勝彦
リーダーシップIま ユーモアセンスからですネ。
「おやじギャグ英語術」求めました。学生時代、外人を見ると何
い
ご
がと
271あ
り
ざ
ま丸
伝笑鳩
う
べ
かしゃ りたくなったのを思い出 します。この人、私が落ちた通訳ガイ ド試験にも合格 し、英検一級一
期生といいますからスゴイナと思いま丸
高●巾i/大森史郎

毎月の「間

、皆さんの発想力の豊かさに感心 しております。

千葉市/石 井志津夫 例会に出られません力ヽ笑いは大切なので、伝笑鳩をバ ックアップしていきます。
友人で、アサヒビールOBの 柏谷達雄 さんが、3月 に自分史を出版 しました 「人間万事塞翁が馬」と
い うタイ トルで。その中の 「老後の充実のために」で、伝笑鳩・ ものは付けに関することを書いていま
す。笑いを楽 しんでいる人が一人でも多くいることは、うれ しい事です。よろしく。
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「飾っておきたいものは」
次回 (第 137回 )の 題
送付先 :〒 157‐ 0072 世田谷区祖師谷 5‑7‑5
神山 徹 宛て
〆切 日 :6月 10日 ハガキ又は FAX 03‐ 3484¨ 7123 秀逸・入選に図書カー ド進呈
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稲葉浅治
ユ
兄妹 の二段ベ ッ ドが局Jれ る日
運動会抜い ちやいけない課長の子

よその子を叱る大人が減つている
オレの子が都合悪いとお前の子
レヾ
定年後子供のコネでアノ
イト
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ほらえびす/片 山敦夫 (岩手)

今月も少 しだけにや リ

―
車

新
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② 得
立て板にミズ
立て板にキズ

一 一

① 高速無料化終了
遅くなる
一復興 ―
樋 口七郎 (東京)

ああ、孫が呼んでいる。

先 日、5才 になる孫 が、我が家 に遊びに来たとき、い きな り、私のことを しちろ う"と い うのです。
ママ 的 に、わけをきくと、孫は最近 「ひ らがな」が読めた り、書けた りするようになつたので、
ンヽ
ガキを出 して、差 し出 し人に しちろ う"と きょうこ"と 書いて出 したので、孫 がママに
妻 が孫ヤ

しちろ う"と きょうこ"と は、だれのことか ときいたそ うです。
ママ は しちろ う"は ジジチャンのことで、 きょうこ"は ババチ ャンのことだとお しえたそ うです。
ジジチャンが ̀名 前 'だ と思 つていたのが、ジジチ ャンの本名 は しちろ う"だ とい うことを知 って、
我 が家 に来たとき、いきな り しちろ う"と 声をかけてきたので した
最近は 2才 の孫 も、兄チャンのまねをして しちろ う"と 呼師 ヨナてきますD
孫に本名で呼ばれるのは嬉 しいものですれ
今は、ジジチ ャンが きょうこ"でノシヾ
チャンが しちろ う"だ よと冗談 (ダ ジャ レ)を 言いながら
楽 しんでお ります。
大石脩 (京 都)
「愛 しき母よ・ B・ 昭和 二十ウン鋼
ボクは心 と体を弾ませながら我 が家へ と・・ 0。 「いつてきます―」 と言いつつ、はやるハー トで母か
らのがれるように して、 自宅前の坂道を駆け上がっていった。そ して、 ときめきを息づかい さんがダイ
レク トに伝えれ
そ う〜つ とゆるや力ヽこガラス引き戸を開けて、そ して、見た。衝 立の前に、有 った !あ つた
木製のお菓子箱がtふ るえるボクの右手で開けられた。中の折 りたたまれた紙が踊る。
「お母ちゃんは凄 く嬉 しい よう !本 当にほん とうにあ りがと う !オ サ ムちゃんが、お母ちゃんのお誕
生 日をちゃん と覚えてて くれて、アメさんや らチ ョコレー トさんにオセ ンベイ さんをおおきになぁ。 も
う全部食バ て しもたえ、ありがと う !お い しかつたわ !ふんで考えたの。今度はおかえしに、映画につ
れていってあげるわ
その瞬間、満面笑みの母が顔をほてらせて、ボクをハ グした。母 は体もほてつてた。 ボクの体もほて
つてきた し
親 と子で しかこんな至福 の時間 (と き)は なし、
。・ 。父の後 日談によると、母はカメラを売 つて、その一部を映画代に したとのこと
。あれ
!

!

ID
若狭芳生 (神 奈り

駄 じゃれ「飲 料・菓子 メニュー 」クイズ

①老女が好きな?00ロ ア ②落語の林家が好きな?00糖
③笑って飲む粕を漉
さない酒は?000酒 ④ヨーロッパ大陸風の?0000000ダ ンゴ ⑤騎りで飲む
灘の酒は?0の 生一本 ⑥気の抜けた?菅 000 ⑦不景気な時の?0底 ケーキ ③喜
劇王の好きな?OOプ リン ③太つた人が好きなメタポリックOO酒 ⑩シャンソン歌
手が好きな酒は?000で なし C江 戸の魚屋の好きな?00茶漬け*こ れは食べ物
答 :(レ 0くみ飾К)=こ り④コンチネンタル⑤唯か只⑥ビール
⑦鋼③チャC紹興⑩ロック⑪卜心
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笑門亭来福 (西 川 信治)

★政治放談★〜★世相果談☆

★歴史に残る防衛相→予算委答弁で 「あ― もしもし・・・ 」
奥 さんに頼まれた晩のおかずの買い物が頭から離れなかつた ?
1、 や つば リパパ にはム リなのね 質疑にさらされ さあ大変
どじょうが出てきて 「無知 の知」で 直ちゃん一緒に防ぎましょう∫
2、 腱
山谷 (た に)次 々 と 自分は知 つてる質問を
「答 えが違 う」 と攻撃 し 直ちやんお家へ帰 りたしY
☆人事異動 新任役員 の机 の横 に、這い机ばる新任部長
☆通勤帰 リ ガラガラの中央線上 リホームで若いカ ップルが熱い抱擁を していた
思わず見とれて しまつたが駅%を 見たら「みた力」 だつた。
☆呆れた①幅島立ち入 り禁止解除区域で空巣多発→地に落ちた 日本 の評判
☆漢字の読み勤 テス ト 1/ド 裂D挙 手 「 」→ (あ げて)、 子孫 「 」→ (こ まう
藤井敬三

ユーモア川柳 「ああ、首」<解 体新笑 シリーズ>

定年後張子の虎の首になる
頷 <と 講師の目線嬉 暖 う
新 uVヾ ソコン操作首が凝る
大 卜り停年の首少 レ以申び
お開きに銚子の首を振る未練
首筋の□紅ラッシュのせいですか
もめ事に首突 つ込んで逃げられ

ピカソの絵首を傾げて通り過ぎ
首の無いピーナス像の日のやり場
スタンドの首二斉に振るテニス
レ
ロンドンで首に輝<金 メダリ
金策はお辞儀ばかりで首が凝り
大災害予想が首都を揺るがせる
国会の証人縦に振らぬ首

病院の待合室で思いつ くだ じゃれ

海郷 達人

◎まつ ど眼科に通 う
看護師 :う ちはまつ ど眼科です。
患者 :こ この眼科は待たせるね‐。
◎待合室の時間つぶ しに、究極難度 の数独
歯が立たない数独 に、 う―ん、腹が立つ。
◎年度末ぎりぎ りに市指定の健康診断受診
看護師 さんが検便は 2回 分 29日 までに出せ とやかま しかつた
会計年度を考 えながらウンチ したのは生まれて初めてだつた
◎病院から家に帰 り着 くと、「ちよつ と出力ヽすます」 とワイフの書き置き
妻居なし、 つまんなし、
神代京子
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カオリエッセイ

松山カオ リ

『さくら色のスーツ」

桜前線がただ今、東北から北海道に向かつて進行中です。
例年 4月 は集ま りが重なり、外出の機会が多くな ります。うっか りすると、同 じ会に昨年 と同じ
洋服で出席 していたとい うことが、後 から送 られてきた写真で判明… とい うことも度 々。
しか し日記に衣装メモをつけるようになってか ら、そんな失敗はなくな りました。女性の場合は
年齢に関係なく、写真やテ レビに同じ装いが映る事を気にする方が多い ものです。
東京で仕事ばか りしていた頃は、黒つぽし胡反が好みだつたのですが、故郷に戻つてからは優 しい
色合いの服を着るようになりま した
洋服は着物のよ うに季節 ごとの約束事は少ないですが、日本人なら季節感は気にな ります。ソメ
イ ヨシノの花び らより、やや濃い 目のピンクのスーツの出番が、この頃増えています。身 に着ける
だけで、気分まで華や ぐから不思議です。
年甲斐もなくピンクを着てと、若 い子には笑われるかもしれませんが、がむ しゃらに働いた後に
ふるさとに戻 り、のんび りしたからこそようや く着 られるようになつた色です。ぜひ ピンクからは、
年齢制限をはず して もらえないで しょうか ?
上の空組 印南博之

大娯解

[

♪ 地球 唄の旅 ]

① トラジ
改心した元盗賊の唄みたいね
琉球
② 安里屋■ ンタ
!つ
ど
て上方の男衆は
おほほほ
朝 や

辮
鞭

の根堀)

(人 重山武富島

)

③ ブンガワンソロ
④

印度尼山虫
一
ン
イ ドネ シア料理店で 人で弾き語 りしてた (ソ ロ川 の鳴
バナナボー トソング
千里建托巴毒

あア 「今月は足りねえ借 りねばなんねえ」って唄つていたやつでしょう
・ トバコ)
(ト リニダー ド
ハ
⑤ ヨ ン大公のヨーデル
夜半大公は夜出るつて遊び好きな公爵様
信用亭 駒公 (佐 藤 忠恕)

① ②③④⑤⑥⑦③
︐

患者診るな り 医者大慌て 他人のカルテだ 取 り替 えて
一生す度の 願い と言 うが お前何度も 生き返る
花は桜だ それ花見酒 飲んで騒いで 金欠に
花見記念に 揃 つて写真 花はあつても 華が無い
借 りた金なら す ぐ忘れるが 貸せば小銭も 覚えてる
儲け話 と 彼女の涙 どつちも見極め 難 しい
真面 日にやれ と 倅 に小言 俺も言われた 若いころ
安全面は まだなおざりに 福島のキズ 癒えぬのに

⑨ ⑩

,え

ドジな亭主 と 比べてみれば 毒はあつて も 真紀子上
資質問われる 大臣ばか り 与党人材 カスの山
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高木正明

熱轟

コ ヾツク滋

崚

で 語るつ

議員宿舎 の 家賃 は下げて 身を切 る話は 棚 に上げ
新党構想 都知事の案は 尖閣諸堂 に したい顔
五輪誘致だ 尖閣買いだ とか く嵐を 呼ぶ男
初 の仕事は ミサイル発射 失敗さらした 三代 目
発射失敗 迎撃中止 ホ ッとしました 防衛相
不敵大臣 間責決議 例のパ ターンで 審議拒否
鳩 にガツンと 豆鉄砲を イランこ とする 害交官
事故の検証 ほつたらか して 稼働あ りきの 枝野節
再稼働な ら 原発祝い 安全神話も サバイノシレ
時に原発 一瞬ゼ ロに 政治・経済 ゼロ続き
桜前線 浮かれる人出 渋滞 ムー ドの 新東名
腹が減 ってか 冬眠ボケか 脱走熊公 殺人鬼
うなぎ不漁で 絶滅危惧に うなぎ井まで 絶滅丼
トマ トジュースで 肥満力｀
治る 踊る業者 と メタボ族
人気落ち日は ハ ト・ カメ・ ドジ ョウ 人気上昇 トキの ヒナ
絶好調だ と 叫んだ出だ し 負けの遺伝子 DeNA
スカイツ リーが 光で化粧 粋 と雅 の 晴れ姿
稲垣元博

儀補

小金井桜に世界遺産 の声力功ヽ
る

(日 刊

0赤 旗

4月

29日 )

*老 友の稲垣元博先生は、現在 93才 で元気だそ うですじ現役医師の時から、労働者の味方として赤
旗を愛読され、短歌、俳句、川柳などを投稿 しているそ うですL退 職後は、芝病院名誉院長で九
好きな趣味として、カメラや落語、本も数種類出されているそ うで九 (高 木正明)

&パ

ロデ ィ
門口 素宣
阿 果 リズ ム
1)亀裂 した国民新党
2)♪ 大飯原発 さんよ 原発 さんよ 不安の呼ぶ声 聞 こえぬか
どさくさ基準が 見えないか エ ンヤサー ト まわして
止めてお くれよ 再開を 再稼働を♪ (船 方さんよ)
3)セ ンカク者たらんと広言 石原都知事
4)日 本 は財政難 と言いながら最大の国際通貨寄金国
5)♪ 無理 して 作 つちゃいけない と 夫はきび しく
つ きつめた 社長は どうして きかないか しら
もとをただせば 斬 りたくて 思いで酒に
酔 うばかり♪ (思 いで D
6)万 歳 3勝 !!
ダル ビッシュ投手
7)マ サ ッカー 5400Km彼 方のアメリカに流れ着 くとは
タネ

8)ト キは 種 な り ひな誕生
9)♪ 京都亀山・祗園街 車に狂 つた 男が二人 ♪

10)♪ また逢 う日まで ♪と失踪 した尾崎紀世彦
11)慰 安 こつちゃない 処分の千葉県警
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(女 ひ とり)

酔心―命取るの失言

片岡隆

つ
(朝 日が黄色し

bO湿 原 (浅 いが広い)
≒ 水深 1メ ー ト′

最近は国家 までも格付け会社が格付けしている。トリプルAだ とか何とかマイナス とか訳が分か
らんD BBBな ら、バカ、ブス、 ビョーキ几
ワシには、ニ ッポンの由緒正 しい格付け尺度たる、上(中 、下 しかない !! 3区 分では不足、
とい うなら、 LLLか ら トト下まで細分すれば、3の 3乗 =27ま で区分できる。
大学の成績は優、良、可、不可の 4つ だろ。わしは、可 と不 可ばか りで、カフカと呼ばれたもの
だ。通信簿だつて昔は 5段階だろ。図工は 3だ が、音楽は 2だ つたなあ。
そ こで提案だが、上 と下、それに、中だけ中の上、中の中、中の下 と3区分 し、5段 階で足 らす
ス 中
のだ:例 え￨よ ウィスキーだし上 :ジ ョニ黒。中の上 :ハ ーパ‐.中 の中 :ジ ャックダニエア
い
の
の
た
だれ
ス
の下 :ホ フイ トホース。下 :ト リ 。 うむ、ただ 値段 違いみ
ワシは、中の下の人間だから中程度の物 しか、違いが分からないの注 バ ランタイ ンの 30年 物
なん力ヽま、本当は上の上かもしれないが、自分 に関係ない ものを区分 しても空 しいだけさ。
「女 の下の基準」だつて ?超ひ どいのが下 さ。 130歳 とか、150k gと かさ。女の上は、原節子、
オー ドリー・ヘ ップバー ン、高島礼子、グレース・ケ リーてな所かな。「下男・下女は誰」だつて ?
それを言 つちや、お終いよ。言 う方も、言われた方も不幸になるよ。 「違いの分かる男を目指 して
きた」だつて ?違いは、ブ レンディなのか ゴール ドブ レン ドか、てなもんで、細かいことにこだわ
ると大物にはなれんぞ。所詮人生は、現前するものを取るのか、取 らないのかの二者択一だ:「 分
類尺度の話 とは違 う話」だつて ?酔 つ払 えば、何もかも区分は無 くなるの さ。

L間

米岡泰

は川口

「民族性州

◎イングラン ド人とスコットラン ド人とアイルラン ド人が同じパブでこれからビァルのジョッキで
乾杯するところ。泡立ちの良いのをグイッと飲 ろうとしたら、大きなハエがそれぞれのジョッキに
飛び込んた
イングラン ド人は忌々し気にビァルを諦めた
スコットラン ド人はハエをつまみ出すと、何事 もなかつたように飲みだした
アイルラン ドはおもむろにハエを取 り出す と、ビアルの上で振りながら「太え奴だ !吐 き出せ
この 野郎 !」
「結論」イングラン ド人はプライ ドが高し、 スコットラン ド人はケチくさし、
アイルラン ド人は飲んべえで ドケチ。
因みに中国人だと、ハエごと飲んでしまう、 とのこと。
!

浜田頓坊

柵

￨:

染井吉野 に 続い て咲 くは 牡丹桜の 年増組
散 つた花び ら も,度 咲いた 庭の芝生に 花筏
春の突風 満開吉野 花の竜巻 噴き上がる
五月の空には 今年もギ ョロ リ 岡本太郎 の 鯉 のば り
笑い上戸 と 言われ る人は きつ と何で も 好きだろ う
卜戸だ 卜月だ と 言いつつ呑 んで 笑い上戸 に 宗旨がえ
望んで この世に 生まれたのでは 無いことはつきり しているが
だからあくせ く すること無い と 時には詢 ヽこ 考える
ユーモアなんて どこでも生える 耳には言葉の 花が咲 く
詠いっ放 し 都 々逸 句 好きに 自由に 旅をす る
「
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ほらえびす/片 山敦夫 (岩手)

今月も少 しだけにやリ

一
車

蒻
離

一

② 咎
立て板にミズ
立て板にキズ

一 一

① 高速無料化終了
遅くなる
一復興 一

樋口七郎

)

ああ、孫が呼んでいる。

(東 京

先 日、5才 になる孫が、我が家に遊びに来たとき、いきなり、私のことを しちろ う"と い うのです。
ママ 的 に、わけをきくと、孫は最近 「ひらがな」が読めたり、書けたりするようになつたので、
妻が孫にハガキを出 して、差 し出 し人に しちろう"と きょうこ"と 書いて出 したので、孫がママに
しちろ う"と きょうこ"と は、だれのことかときレヽ
たそ うです。
ママは しちろう"は ジジチャンのことで、 きょうこ"は ババチャンのことだとおしえたそ うです。
ジジチャンが ̀名 前 'だ と思つていたのが、ジジチャンの本名 は しちろ う"だ とい うことを知って、
我が家に来たとき、いきなり しちろ う"と 声を力ヽすてきたのでした
最近は 2才 の孫も、兄チャンのまねをして しちろ う"と 呼び力ヽすてきますD
孫に本名で呼ばれるのは嬉しいものですれ
チャンが しちろう"だ よと冗談 (ダ ジャレ)を 言いながら
今は、ジジチャンが きょうこ"で ノシヾ
楽 しんでお りま九
・ 昭和二十ウン鋼
「愛しき母よ・ 口
大石脩 (京 都)
ボクは心と体を弾ませながら我が家へ と・・・。「いつてきます―」と言いつつ、はやるハー トで母か
らのがれるようにして、自宅前の坂道を駆け上がっていった。そ して、ときめきを息づかいさんがダイ
レク トに伝えた
そ う〜つとゆる勲 ヽこガラス引き戸を開けて、そして、見た。衝立の前に、有った !あ った
木製のお菓子箱が、ふるえるボクの右手で開けられた。中の折りたたまれた紙が踊る。
「お母ちゃんは凄く嬉 しいよう !本 当にほんとうにありがとう !オ サムちゃんが、お母ちゃんのお誕
生日をちゃんと覚えててくれて、アメさんや らチ ョコレー トさんにオセンベイ さんをおおきになぁ。も
う全部食べてしもたえ、ありがとう !お いしかつたわ !ふ んで考えたの。今度はおかえしに、映画につ
れていつてあげるわ
その瞬間、満面笑みの母が顔をほてらせて、ボクをハグした。母は体もほてつてれ ボクの体もほて
ってきた。'親 と子で しかこんな至福の時間 (と き)は なし、
・・・父の後 日談によると、母はカメラを売つて、その一部を映画代にしたとのこと。ああ。
!

!

ID
若狭芳生 (神 奈り

駄 じゃれ「飲料・菓子 メニューJク イズ

①老女が好きな?00ロ ア ②落語の林家が好きな?00糖
③笑つて飲む粕を漉
パ
さない酒は?000酒 ④ヨーロッ 大陸風の?0000000ダ ンゴ ⑤騎りで飲む
灘の酒は?Oの 生一本 ⑥気の抜けた?菅 000⑦ 不景気な時の?0底 ケーキ ③喜
劇王の好きな?00プ リン ③太つた人が好きなメタポリック00酒 ⑩シャンソン歌
手が好きな酒は?000で なし ⑪江戸の魚屋の好きな?00茶漬け*こ れは食べ物
答 :(レ ウく)鑓5К 〕ここり④コンチネンタル⑤唯か只⑥ビール
⑦鍋③チャC紹興⑩ロック⑪卜心
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柴本和夫
昔と今
昔 :亀を助けた……浦諺 ロウ
今 :亀を見捨てた¨0石 原酵 ロウ
昔 :小泉チル ドレンと小沢ガールズ
今 :橋 下ボーイズ
:学
昔 習塾→学校の合格するため
今 :松 下 (マ ツシタ)塾 ⇒選挙に当選するため
昔 :白 黒テレビから、カラーテレビに変化
今 :白 黒問題 け セ ロの話題)か ら、紅白問題 (ガ 時

の紅 白衣装問題 に変化

ミニ・ダジャレ
お酒を飲んでいい気分〜ほろ酔気分
気分はアンニイ な気分になりました
韓国語でほろ酔い気分 :ア ンニュイ・ハシムニカ
なぜ一軒家を希望するのか ¨その理由
それはそこに一軒 (一 見の)価 値があるから
大阪府と、大阪市の関係が、ギクシャクしてます。
府市あわせ (不 幸せ)な 気分です。
この缶、おいくらでしょうか ?
缶のお代は結構です。無料ですよ。
ありがとうございます。≪缶無料 ≫とは、《感無量 ≫です。

野精

お涸潜日記

「長生きを楽しもう」

アリゾナに 見るもの何が アリゾナと 聞けば答えは サプライズあり 】
【
年明けに知 り合つたアメ リカ人、リッチ・アス トニ氏の母上が初来日。 4月 2日 に、家内ともど
も4人 で会つて、ランチ〜花見・観光 (皇 居一周・浜離宮 OX■バス・浅草寺雷門・仲見世)〜 デ
ィナーを楽 しむ。
アリゾナ出身の二人との笑会話①
小生 「デル ビッシュ投手が大 リーグに入 り、アリゾナでキャンプした。キャンプ期間中は、毎 日
のように、彼の記事がアリゾナ・サプライズ発と報道されるので、毎日驚きました」
「
母上 サプライズで驚いちゃいけないわしもつと、妙な名前の町があるわよ」
リッチ 「そ うなんだ:ア リゾナには、Nowhere{ど こにも無い場開 とい う町があるんだ」
アリゾナ出身の二人との笑会話②
小生「残念ながら、桜の花は今週末が見ごろでしょう。週末まで、
日本に滞在するのであれば、いいのですが。残念です。
とい うことで、満開をイメージして下さい」
「
母上 大丈夫、想像するわ」
リッチ 「ノープロブ レム」
そんな中、一本だけ満開の桜があつた。
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★ 4月 例会 :4月 25日
19名 参加 *太字は初参加です
曽田英夫・ 野本浩一・ 片岡隆・ 高木正明・松 山カオ リ・ 阿部浩・ 印南博之・ 門 口泰宣・
佐藤忠恕・柴本和夫 。金子光昭・海郷達人・ 平井幸雄・ 藤井敬三・ 神代京子・ 西川信二 。
米岡泰・ 黒木洋代・佐 々木豊子
*故 郷の宮崎から千葉へ引つ越 ししてきた黒木洋代 (以 前は豊田洋嗽)さ んが、曽田快鳥の
呼びか けに応えて、十数年ぶ り?に 例会参加 とな りました
ホ佐 々木豊子 さんは、友人の黒木 さんから「美味 しいお酒を飲みま しょ う」と誘い を受けて
初参加 で した。お陰様で、二次会も賑や力￨こ な りま した

前号で案内しました通 り、今年は女性会員特別プランを設けます。
例会会費は、これまで通 り500円 です。例会後の二次会会費は、今年度に限 り、 12月 ま
で、 1000円 で楽しんで貰えるように、致 します。奮つて、ごみ加下さし、

今年の9月 から来年 3月 まで、例会会場が変わ ります。どうぞtご 留意願います。
詳細は、下記の例会案内をご参照下さレヽ
毎月の例会は、原則第 4水 曜開催。開場 18:00頃 です。
利用する部屋が変わることがあ りますので、 ご確認下さし、
6月 27日 (わ
千代田区立スポーツセンタニ 7F第 2集 会室
7月 25日 (お
千代田区立スポーツセンター 予定
8月 22日 (わ
千代田区†スポーツセンター 予定
Ъ03‐ 3256‐ 8447
千代田区立スポーツセンター
9月 26日 (水 )〜 2013年 3月 末まで 会場変更とな ります。
*詳細は、例会・伝笑鳩・HPに てご案内致 しま丸
切手・カンパ受領等一覧 (胸 印略) 2012年 4月 16日 〜2012年 5月 14日
千葉県 :田 中清啄 東京都 :石 井赳夫、木野毅、青木孝、稲垣元博 神奈川県 :鈴 木敏子
京都府 :大 石脩 *郵 送打切&寄 付 *埼玉県 :村松一雄、岡見宏道
送付先 〒146‐ CIC185東 京都大田区久が原 6‐ 20‐ 11 野本浩一宛
Ъ &fax 03‐ 3753‐ 7725 1faxは am9‑pm9)Eメ ー
7p:knomoto920hypen∝ n.nejp
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、 どうぞご覧下さし、「ジョークサロン」で検索できます。
伝笑鳩 No272
発行 2012.523
変集鳥・・・野本浩一
。
変集協力 :阿部浩・石井志津夫 一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・神山徹・佐藤忠恕・
笑躊
【
団】 柴本和夫・曽田英夫・ 高木正明・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三 。門口泰宣・
松野信夫・松山カオリ。米岡泰 。渡辺みどり。
海郷達人・神代京子・フ
リ 討台・
。
。
石原正雄・片岡隆・浜田親一・樋 口七郎 若狭芳生 大石脩・稲葉浅治・
片山敦夫
他 多数 (含 む読者の調
あたたカット :天 野秀雄t平 田レイ子
ホームページ :河井康博、渡辺みどり
発行鳩舎 :同 巣会ジョークサロン
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