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＊＊＊＊＊＊２０１３年９月 No.２８７＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

   

 みなさーん、猛暑はまだまだ続くか 

も知れません。 

 猛暑が続くのは、もうしょうがない 

かも知れません。注意しましょう。  

暑さは今年だけで終わりません。 

 熱中症対策を覚えておきましょう。 

  

 ７月例会には女性が３名参加しました。その影響は極めて大なるものがあり、上品かつ華やかになりました。 

 今年は例会に初参加の女性が多くなりました。例会の雰囲気が変わってきています。嬉しいですね。 

 女性陣だけでなく、若い方達にも顔出しをしてもらい、例会が賑やかになればと願っております。 

 

久保寺るり子＠東京都目黒区       猛暑ですがおかわりないですか？ 

先日、ハワイから友人（高校の同級生）が一時帰国しました。 

彼は「伝笑鳩」の読者で、回文が上手です。読者のお便りとしてご披露します。 

     祭り囃子でノリノリのでしゃばり妻 

（まつりばやしでのりのりのでしゃばりつま）    水谷日出夫（ハワイ在住） 

こんなに長くて面白い回文を作れる彼の頭の中を覗いてみたいです。    久保寺 

 

佐藤憲雄＠新潟県魚沼市・永林寺     暑中御見舞い申し上げます。お体お大切に～～ 

◇住いはスマイル◇  ◇都々逸◇  越後魚沼 根小屋の寺は 笑顔生まれる 皆の宗 

◇和尚の一人言「一語一会」◇ バラの花を愛するなら トゲは我慢して 

 

気晴亭・加藤勝彦＠名古屋市        伝笑鳩２８６ありがとうございます。 

今年４回目のサマースキーに出掛ける朝、いつもより早く目覚め、拝読。黄色い紙がいかにも夏。 

  年取れば 古い滑りに 年ばれる       年取れば 派手な衣しょうに 年ばれる 

 年取れば リフトに同乗 ウワッジジィ    年取れば 一人黙  々 滑る我 

 （２８６号の「じぇじぇな川柳 年取れば への返歌をありがとうございます。嬉しいですね」    

 

青木孝＠東京都町田市   『ああ首』あいかわらず作者の好調振りに敬服しました。 

『伝笑鳩』２８６号 ありがとう存じました。 

早い夏と思いましたが、ちょっと不順でしょうか。お体大切になさって下さい。 

 

 この夏は 非常に長く また暑い ジョークサロンで おおいに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 

 

狂歌new門 

出勤時 電車に飛び込み 席を死守  

今日はいい日だ 空気がうまい 

五時からは 大吟醸が おごりとは  

今日はいい日だ 空気がうまい  

      所沢市／曽田英夫 

ホームページ訪問者  １８３１名 

同 閲覧件数     ８３５６件 

ツイッター  

 フォローワー      ２２ 

 フォロー中       ３２ 

◆ネットの世界で、もっとユーモア◆ 
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松野信夫      「敗戦の前参議は語る」参議松野から前参議松野になりました。 

参院選にちなんでいささか自虐ギャグ３題です。 

その１   当選者は「酒とバラの日々」（Days of Wine and Roses） 

落選者は「（頭）下げとイバラの日々」 

その２   公示後５日間は雨にたたられ、街頭演説は「雨ざらし」。その後はカンカン照りで 

「陽ざらし」。チラシやマニフェストは「棚ざらし」。落選して「恥さらし」。 

その３   本 歌  「国破れて山河あり、城春にして草木深し」 

落選歌  「闘い敗れて借財あり、湿布貼るにして創傷深し」 

  （国政への貢献、ご苦労さまでした。しっかり休養して選挙疲れを取って下さい。） 

        

 

キューピーの氷柱             豊島区  小内 節子 

驟雨のあとの浴衣姿             千葉市  岡部 千代松 

夏の雪渓                 文京区  稲葉 浅治 

浪費したあとのフトコロ            所沢市  北沢 正嗣 

清流の太公望               川越市  石原 義三  

南極の流しソーメン            稲城市  藤井 敬三 

首に巻くアイスパット           鎌倉市  浜田 頓坊 

化粧中の女房               荒川区  藤野 哲康 

霊安室                         港区   柏谷 達雄 

サウナの出口               渋谷区  樋口 七郎 

退院した時の心と身体          伊勢原市  武井 美雄 

若いウグイスの声            横須賀市  山中 静代 

夏山の滝しぶき              京都市  牟禮 丈夫 

花氷                   船橋市  川田 又一 

ひえひえマット              横浜市  山口 栄子 

打水                 さいたま市  高木 正明 

スマートなオヤジギャグ          横浜市  加畑 高治 

エアコンの電気代             横浜市  鈴木  びん子 

 
次回（第１５２回）の題            「怖いと思うものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2013年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 

 

秀逸 

 

民主党の控室      横浜市  阿部 浩 

【評】政権を握ったときのあの熱気はどこへ 

入選 

 

お化け屋敷のアイスクリーム      東久留米市  柴本 和夫 

芒のカンザシ               板橋区  植竹 団扇 

コンクリートの壁             大田区  高 栄子 

洞窟                   高知市  高橋 満子 

南極のクーラー              松戸市  田中 清咊    

 

佳作 
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久保寺るり子＠目黒区   拝借川柳（部分的に先人の句をお借りして作る一種のパロディー） 

 

松尾芭蕉借り  コンビニや 買わず飛び込む お手洗い （ほっとしてからアイスクリーム購入） 

        閑さや 音源無いのに 蝉の声     （しつこい耳鳴り） 

小林一茶借り  我と来て 遊べや 金のある男     （常時募集、人数制限ナシ） 

        やれ打つな 夫 手をする 足をする  （弱いものイジメはだめよ～） 

香野好勇（好太）   がん者川柳    あれこれと有無を言わせぬ手術室 

 
退院後妻の影踏まず生きている      
病持つ途端にシニアージジとババ 
聴診器当てたい様な医者がおり      
異常なし医者に礼言う筋違い 
似てるものオペ後のフラツキ酒の酔い   
俺よりも大きな茶碗で妻が食う 
食道がんサザン桑田の声に似て     
大いびき惚れる日もありこの妻に 

 
 

若狭芳生＠鎌倉市       アナグラムで７帝大を寸評 

＊仮名文字の再構成遊びがアナグラムです。 

■東大（とうだい）と言えば    伊籐だ（いとうだ）。どうだい！ 

■京大（きょうだい）は      脅威だ（きょういだ）。 

■阪大（はんだい）は       違反だ（いはんだ）。 

■北大（ほくだい）は       抱く穂（いだくほ）。 

■九大（きゅうだい）は      球威だ（きゅういだ）。 

■名大（めいだい）は       いい目だ（いいめだ）。 

■東北大（とうほくだい）は    抱くと違法（だくといほう）。 

 

大石脩＠京都市        ダジャ連発！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「君んちのお父さん、サラリーマン？」 

「うううん、オショウバイしたはるの、わかるう？」 

「ヒントは？」 

「芸がつくの」 

「ふ～～ん、ある種の芸術家？」 

「うふふふ、笑売人なのよ－お笑い芸人よ」 

 

「何よ！ その言いかた」 

「ウルセーナ」 

「永遠の彼方までぶっ飛ば

すわよ」 

 

「そろそろ、娘心をくすぐるかな」 

「でも、本人は食すぐる方よ」 

「ハハハ、笑壺に入っちゃうか」 

「勿論よ、そういいそうえ」 

 「ふ～ん、最近の都バスってそこまでサービスするようなぁ」 

「もう～～～！」 

「ほう、土用の丑か！」 

「サタデー野牛よ、ウッsheシィーシィ！」 

 

「君子さん、あなたには華道家になってもらい

ます。いいでしょ」 

「かどうかわかりません！」 

「笑面zoo（正面図）」 

「愛ケメン図」 

「写神（心）図」 

「壇蜜図」 

「図～と図～と男見つづ

けるの図」 
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ほらえびす（片山敦夫）＠岩手県    ニヤリ連発！！！ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺   －甘辛都々逸ほのぼのランド－ 

 

<夏の終りに> 

☆カンナ朝顔 ノオゼンカズラ ひまわりサルビア 暑かった 

☆朝顔九十九も 咲いたと笑顔 もしや白寿か 老婦人 

☆「花を盗るな」じゃ ヤボだよきっと 「蛇にご注意」 書く奇策 

☆花火弾けて 虫の音止まり 静かすぎるぞ 宴の後 

<まだまだ傘寿> 

☆ジョンレノンの 「キスキスキッス」 「抱いてダイテ」と オノ・ヨオコ 

☆若い時代の ＣＤ時に 聴いてみるのも 良い薬 

☆五十億歳 地球の歴史 小さな孫とは 同じ息 

☆すでにとまだとが 同時に傘寿 レゾン・デートル 眠くなる 

<猫と学者とそば屋の親父>  

☆「浜田ゴマちゃん」 獣医のカルテ 初めて小猫の 処方箋    

☆スカンディナビア 生まれの教授 沖縄人類 学者の眼 

☆そば屋のメニューに 無いのにちゃんと 老舗親父の 鴨せいろ  

 

稲葉浅治＠文京区  川柳 「夏」     浴衣着た あの娘のうなじ 忘られず 

クーラーが 悲鳴をあげた 熱帯夜   阿波踊り 阿呆になった 若き夏 

出稼ぎも 帰り活気の 夏神輿     音だけで 花火見えない ビルの街 

 

平田レイ子       １、３、４ページ イラスト 担当    

（今月は読者の方からの作品を多めに披露しております。平田さんのイラストもたっぷりです） 

☆米国、同性婚容認か!? 

 男性 ダンダン認められてきた 

 女性 ジョジョに認められてきた 

          ―その道の人間― 

 

☆アラブの冬  エジプトから

冬を分けてもらいたい。  

 －猛暑日本列島－ 

 

☆アベノミクス好調   

－お札が早く見たい－   庶民 

 

☆富士山入山料  静岡、山梨併せて三千数百万集

まる。 

         １メートル１万円か!? 麓から

登ったら破産しそう    庶民 

 

☆麻生副総理殿  実家のセメントを口の中に

詰めた方がいいんじゃないですか 

             －外野の声－ 

 

☆生活党と合流せず 

集団的自衛権を行使しただけです 

みんなの党 

 

☆お家芸 

  ゴタゴタ  → 民主 

  ガタガタ  → 全柔連 
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曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門     

 

今日はいい日だ 空気がうまい 

・ 女性から 僕とランチを 是非ともと 今日はいい日だ 空気がうまい   

・ 一日中 仕事処理でき 能力か 今日はいい日だ 空気がうまい 

急がなくとも のんびりすれば 

 ・ 通勤時  すぐ来た電車 満員で 急がなくとも のんびりすれば  

・ どう見ても 違う電車に 乗っている 急がなくとも のんびりすれば  

・ 居酒屋で 連れがどんどん 注文し 急がなくとも のんびりすれば 

  やってしまった 罪を感じて  

・ 降りる時 ふと手が美女の 尻に触れ やつてしまった 罪を感じて  

・ 焼き鳥屋 クシを四本 ごまかして やってしまった 罪を感じて 

 

野本浩一   【ロンドンで前衛アート眺めれば あぁと驚くシュールに出会う】 ６月のロンドン  

 大手広告会社の創立者チャール

ズ・サーチのコレクションを展示す

るサーチギャラリー (Saatchi 

Gallery)を覗く。家内の友人の英国

人女性に案内して頂いた。１９８０

年代以降の若手芸術家達の作品は、

シュールな感覚で驚かせてくれる。 

 
分かるとは言えないけれどそこはまた 分からないとも言いたくもない 

    何となく分かる気がするときがある だったらそれでいいんじゃないの  
シュールだね見れば見るほどシュールだね 良くも悪くもシュールだね  

        分かるとも分からないとも分からない 分かったようで分からないかも  
 

米岡泰           南亭琴内氏のどんでん返し６４  

  

「時事川柳」  ★民主党 自民オセロで 返り討ち   ★山口に 八墓村が あったんだ 
★関東は 梅雨も台風も 水入らず   ★今頃に 汚染水あったと 白状か 

「痛むテニス肘」 

ジャック 「こないだから右肘が痛いんだ。医者に行ってくるかな？」 

ボブ  「角の薬屋にパソコン診断機が入ったから、安いし早いぜ。検尿だけで 十ドルさ」 

ジャック 「試してみるか」 十ドルを入れると 早速紙片が出てきた。 

…アナタハテニスヒジ。ウデヲアタタメテ、ダイジニスレバ、2シュウカンデ ナオリマス。 

ジャックは驚いて、一寸試したくなった。秘かに妻と娘と犬のを集め水道水で割って、診断機にかけて

みた。マシンは少し時間が掛かったが、詳しい紙片を出してきた。 

…コノスイドウハ エンソガ ツヨスギマス。 

…ツマハ ニンシンチュウデスガ、アナタノコデハ アリマセン。 

…ムスメハ クスリチュウドクデ、タスウノ オトコトモダチガ イマス。 

…ミギテヲ コレイジョウ ツヨク ウゴカシテハ イケマセン。 

…ナオ、アナタノイヌハ ウンドウフソクデ フトリスギデス 
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上の空組 印南博之    大 娯 解   「替え歌」＆「となりの笑い」 

♪ ロイヤルベビーは王子ちゃま 王子ちゃま 

   パパはウイリアム ママはキャサリン          （ロンドン橋落ちた） 

       「となりの笑い」 

① 赤ちゃんの初見はパパのはげ頭       

② あらワタシおばあちゃんネとダイアナ妃 

③ 学校の体育時間にフラダンス 

④  授業ではベリーダンスは教えない 

⑤ 「風立ちぬ」ヒコー少年行列し             

⑥ ゼロ戦を「れい戦」という傘寿老 

   （帝国軍の兵器の開発番号は日本紀元の下二桁を取り９８式、９９式と称したが 

    ２６００年には、陸軍は１００式、海軍は零式とした）   

⑦ 模様入りすててこ売れる夏売出し 

 

笑門亭来福(西川信治)        政治呆談☆ ＆ 世相呆談★   

☆進次郎がアベＦＢ（フェイスブック）に苦言 「政治家が個人のＦＢを持つことは勉強の時間
の妨げになる」→エライ！！（ＦＢを知らない年金族） 

★消しゴムをぶつけられ痛かったので切れた中学生が、いカッター。 
最近の「すぐ刺すゲーム」の影響か？ 

★沖縄のリゾート石垣島 漂着ゴミのビーチに。毎日清掃しても追い付かぬ年間７００トン。黒
い大きな玉（ブイ）、ガスボンベ、冷蔵庫、便座、ガラスビン、注射器。ペットボトルに書かれ
たバーコードには中国の国番号。中国では「不潔なもの流すといいことある習慣ありまーす」 

★「社長指示「１日１ダジャレ」のドミノピザ 仕事に集中できずに１週間で中止に。 
  食べ過ぎて胃がモッツァレーラ 私のコーラ飲んだなコーラ 社長と同じシャレはよしなシャ

レ などと内容は無いよう 
★「何故日本の大学生は世界で一番勉強しないのか」という本の著者によると、大学法で週４５
時間のうち授業は２３時間、家での勉強が２２時間となっているが、  アメリカの大学生は
家で一日３時間、日本の大学生は０時間。 

    ⇒大学も企業も、知識でなく「考える力」を評価するようにと提案。 

 

片岡 隆  嗤いものですが、何か？   コント「パンの耳」「ビールの注文」 

 

新宿の地下通路にサンマルクカフェというパンとコーヒーを販売する店がある。 

客 ：ミックスサンド一つ下さい。 

店員：品切れなので、3～4分お待ちいただければ作りますけど。 

客 ：待ちますよ。パンの耳を切らないでください。もったいないから。 

店員：はい、お待ちどうさま。 

客 ：耳を切らないでって言ったでしょ！この三角の斜めのとこのが無いじゃないの。 

店員：その斜めの所は、二つに切り分けたところで、元々そこに耳はないんですが。 

客 ：・・・・（おれは、そんなことも分からなくなってしまったのか） 

 

客 ：取り敢えず、ビール。 

店員：キリンとアサヒがありますが？ 

客 ：ぞうさんとか夕日はないの？ 

店員：はい、ねぇけんど（ハイネケンどぉ？）、ヤマビル（山蛭）ならそこにいますが。 
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平井幸雄     

 

松山カオリ  カオリエッセイ     感情老化にご用心 

 

先日新聞に、「感情老化にご注意を！」という記事を見つけてドキッとしました。年をとると、脳や体

が衰えるのはもちろん、物事に対する感情も老化して、どんどん鈍くなるそうです。「頑固じいさん、ば

あさん」にならないためには、気持ちを若々しく保つことが大切と記事は続いています。 

 心を弾ませ、興味の対象を見つけ、新しい人と交流するのが何よりの予防策とのこと。それらをクリ

アすると言えば、まず「恋」が思い浮かびますが、そこまでハードルを上げなくても（？）、時間を忘れ

て熱中できる趣味などは最適なようです。私の場合は、自分の硬い思考や気持ちをほぐしたいと、新し

い世界を求めてジョークサロンにやってきました。しかしここのところ、感情老化が進んでいるらしく、

ジョークはすべて「未遂」に終わっています。 

 どうやらサロンに参加して以来、一番のジョークは、私のようなまじめなキャラクターがジョークサ

ロンに参加した…という一点に尽きるようで、このときには家族や親戚にだいぶ笑ってもらえました。 

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 語る七七七五調》  
 
★ アメノミクスを 舐めさせられて 甘い気分に 浮かされる  
★ 蝉の鳴き声 ミンミン消えて ジミン・ジコーと 様変わり  
★ ネット選挙で 忙しい指が スマホ・ケータイ・ツイッター  
★ 再稼働へと 原発審査 安全神話の 書き直し  
★ 小細工・東電 データー隠し 汚染広がる 太平洋  
★ 企業重視で 生活軽視 願い度外視 デモは無視  
★ 株で稼いだ 大金持ちと 乗って損する 小金持ち  
★ 値上げ出来ない 苦しい小売り 値段据え置き けずる量  
★ 猛暑続きで 野菜が高値 窓のゴーヤを 当てにする  
★ 並みの子供の 半分だよと 差別されてる 婚外子  
★ 首に異常の 若者増えて うつむき加減の スマホ症  
★ 富士の登山は 入山料と 携帯トイレや ゴミ袋  
★ フィギュアで忙しい安藤美姫が オギュア～と出産 ママ選手  
★ 綱を破って 繋いだ望み 期待も破った 稀勢の里  
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）   ○ 世相都々逸no.18 

 

小さな幸せ編          余りに暑く プールに行けば 人ごみの中 金拾う 

余りに暑く プールに行けば 前の彼女と ふと出会う 

おまけ編                余りに暑く プールに行けば 立ち泳ぎだけ 上手くなり 

余りに暑く プールに行けば 水に入れず 日に焼ける 

予想外編                余りに暑く プールに行けば 入場待つうち 熱中症 

            余りに暑く プールに行けば 入場せぬのに 日が暮れる 

何しに来たんだっけ編    余りに暑く プールに行けば カップルばかりで 暑気あたり 

余りに暑く プールに行けば 泳いじゃ駄目と 注意され 

確信犯編                余りに暑く プールに行けば 思惑通り 垢が落ち 

余りに暑く プールに行けば ついでに洗濯 して帰る 

 

神代京子    おりこみ『写真はめ字』  ２０１３年 長月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ 
   

１）看板に居座りあり  上村会長 

２）日本を取り戻せない大相撲 

３）どミノひとつだに無きぞ悲しき 

４）ロイヤルベビーを授かれば幸福度が増すブータン 

５）毎日が ホットニュースの 気象台 

６）熱帯夜を命名したのは倉嶋暑しさん 

７）二刀を追うものは投打を売る  大谷選手 

８）脱原発と脱毛で当選    山本太郎 

９）♪バラが散った バラが散った まっかなバラが 

      淋しかった 民主の庭で ますます散った♪（バラが咲いた） 

１０）♪うなぎ追いしかの川、シラス取れぬかの海 

夢は今もめぐりて 忘れがたき蒲焼♪（ふるさと） 

１１）付け人して ちょい役喜ぶ 田舎者 （あまちゃん） 

１２）警鐘が鳴ったカネボウ化粧品 

輝 帆 う 白 青 

く 船 み な い 

よ ひ の み う 

こ か ひ 遠 な 

浜 り よ く 原 

ら 世 な て 雲 

れ 界 つ は た 

た が す つ な 

富 魅 が 剌 び 

士 せ た と い 

か 空 な い 蝉 

な は つ 出 は 

み す や つ な 

ど み す く き 

り 遙 み る 思 

青 夏 つ 鳶 お 

い の ゆ が き 

て け あ ゆ つ 

ん は け ら 白 

空 い て り 波 
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佐藤 俊一  do do it’s  アイ・マイ都々逸 川越風味 

 

●世に知られている《都々逸》見立ての【返歌球】 

☆《丸い玉子も 切りよで四角 ものも言いよで 角が立つ》 

【つぶれた豆腐も 調理の仕方 ものも言いよで 顔が立つ】 

☆《あついあついと 思っていても 三月もせぬうち あきがくる》 

【あついうちこそ ゆかいな時間（とき）も あきがきてみりゃ じきふゆかい】 

☆《色が黒うて 惚れ手がなけりゃ 山のカラスは 後家ばかり》 

【酒に弱いと 泣くこたないよ 池のカエルは ゲコ（下戸）ばかり】 

☆《おろす山葵と 恋路の意見 きけばきくほど 涙出る》 

【おろす貯金と 勝負のパンツ 肝心なときは はい（っ）てない】 

☆《ひぐらしが 鳴けば来る秋 わたしは今日で 三晩泣くのに 来ない人》 

【ひぐらしが 鳴けば来る秋 そのひぐらしじゃ あきたらないと 泣く私】 

●夏本番の気象ヘン  【入りはカラツユ 途中は豪雨 もはや明けたと つゆ知らず】 

【待ちに待った日 ぬかよろこびか 待ち人こぬか 雨のなか】 

●蝉     【夏が来たのに おとなしの蝉 やっと初鳴き ホットなり】 

【セミの初鳴き 春から夏へ 移る季節の セミコロン】 

●七夕の日に  【むしのいい 願いしるして たなぼた祈る 笹の葉さらさら 聞く気なし】 

――なお、北海道の七夕はひと月遅れの８月。かつ、竹がないので柳を使います。 

【むしのいい 願いたくして たなぼた祈る 柳は風と 受け流す】 

【想いのタケを ヤナギにたくし 願うたなぼた まつりかな】 

●世相昨今   【何をするにも すべてのもとで さきだつものは カネと親】 

 

柴本和夫                        言 葉 の 研 究   

今年の猛暑の異変 

・今年の暑さのセンターポジション争いは、ＡＫＢ並み・・・・≪ＫＴ戦争≫ 

    Ｋ・・・熊谷市、甲州市  Ｔ・・・館林市、多治見市 日替定食状況のＴＯＰ争い 

  ・アベノミクスの効果  

     株価上げ、支持率上げ、消費税も上げ、そして夏の気温まで！ 

高齢者問題：少子化問題 

  ・高齢者社会・・・・子供が増えないから、相対的に高齢者が増える理屈 

  ・近頃は、うなぎの世界も、少子化・・特に日本産 

  ・偽妊娠・・すみません！上野パンダに、やっと≪白黒≫がつきました！ 

  ・想定外出産・・・ミキちゃんとは、中曽根ミキではなく、安藤美姫 

≪○ブ≫イズ・オーバー   （○○は昔のこと・・終了しました！） 

失恋した人・・≪ラブ≫イズオーバー メタボ脱出・・≪デブ≫イズオーバー 

クリスマス当日・・≪イブ≫イズオーバー 妻の姿・・・≪ウブ≫イズオーバー 

 

○レ○レの言葉 

アレアレ・・・ボケはこの言葉から始まる  オレオレ・・・孫からの電話の第一声 

スレスレ・・・入試試験、年金生活  ヨレヨレ・・・Ｔシャツの襟 釣りのルアー 

ヤレヤレ・・・国民の安堵の声  バレバレ・・・奥さんに対する言い訳や嘘 
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      *左から松山さん、久保寺さん、神代さん、高木さん        ＊女性3人とにんまり顔の男子組です。いいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★2013年7月例会：7月24日＠千代田スポーツセンター 16名 太字は初参加です 

野本浩一・阿部浩・高木正明・片岡隆・久保寺るり子・門口泰宣・松山カオリ・曽田英夫・佐藤忠恕・

佐藤俊一・柴本和夫・平井幸雄・西川信治・印南博之・米岡泰・神代京子 

＊一ノ瀬大統領が各地でPR演説をして頂いたおかげで、７月例会には新人女性が参加しました。 

じぇじぇ！な川柳で伝笑鳩初登場の久保寺るり子さんです。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

9月25日（水）千代田スポーツセンター ７階第２集会室 

10月23日（水）千代田スポーツセンターの予定 

11月27日（水）千代田スポーツセンターの予定 

以降、12月18日、2014年新年会1月12日（内神田ﾗ･ﾘｳﾞｨｴｰﾙ予定） 

2014年1月22日、2月26日・・・来年も頑張りましょう 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.287 発行 2013.8.28           変集鳥・・・野本浩一    

変集協力：笑品快発グループ＆投稿グループ 
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