
 - 1 - 

＊＊＊＊＊２０１５年７月 No.３０９＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

伝笑鳩309号をお届します。 

例会参加者が増えてきました。読者からの投稿も増えています。 

作品掲載スペースの都合により、皆さんの笑品の一部は割愛してます。 

どうぞ、ご理解のほど宜しくお願い致します。 

 

掲載スペースの関係で、 

作品披露が分かれた同人も 

います。ご了承下さい。 

では、お楽しみ下さい。 

 

東京・青木孝   毎回、盛り沢山の情報をありがたく、且つ楽しませていただいてます。 

とりあえず切手を同封させていただきます。ゆっくり又、お会いできますことを楽しみにしておりま 

す。それにしても“回転寿司”バラエティで、人気もあるのですね。之は日本人の合理性の究極にある

しくみのような気がしますが・・・。今度はどんな発展型があるのか、興味津々です。 

 

愛知・気晴亭  加藤勝彦  伝笑鳩308ありがとうございます。掲載して頂き恐縮です。 

小学校時代の同級生で小学校の教師をしていた友が、老後の慰めに川柳教室に通い始めました。とても明る

くて面白い奴で、どちらかというと、年相応に固くないものを作りがちで、そうすると、妻ならぬ講師から、

つまらないこと言われ、楽しくないと、これ又年相応にこぼすものですから、伝笑鳩送らせて頂きました。 

もしエサ代送ってきましたら宜しくお願い致します。 

 

福島・松山カオリ      毎月毎に内容の充実ぶりに驚いております。 

 ベテランのメンバーは年令に逆行して益々頭が冴え渡り、新しいメンバーも又器量の良さをユニークな言葉

で表現。紙面に華やぎと変化を見せてます。どうぞお体を大切になさって下さいませ。   

 

東京・高栄子    群馬館林茂林寺を初めて訪れ、かの有名な分福茶釜に会ってきました。 

いくつもいくつもお狸様の茶釜ばーっかり、そこで私はジョークサロンの永林寺を茂林寺とまちがえて覚え

ていて、さてご住職にごあいさつを行動してしまうところでしたが、法事の最中で思い留まり、恥をかかずに

スミマシタ。草深い処と思いましたが、ゆっくりと遊びにゆくのはいいところでした。 

新潟永林寺住職・佐藤憲雄  越後も夏が近づいた感の好季節となりました。御厚礼申上げます。 

 

千葉・田中清咊      「伝笑鳩」毎月お送り頂だき真に有難うございます。2015年度分 

郵送遅くなり、2016年度分と一括し切手を同封致しました。今後共何卒よろしくお願い致します。 

 

梅雨がきた 雨がしとしと 降り続く ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】  

はめ字「ほたる舞う」 

 

千葉／吉永こ百合 

森昤二  森先生の『駄洒落節だよ人生は！』 

★年金 揃い踏み    

■荒錆年金 （こうせいねんきん） 

■残ねん金（ざんねんきん）  

■白骨年金（はっこつねんきん）＊親の白骨、放置で年金  
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東京・菅谷信雄      「ユ ーモアはコミュニケーションの潤滑油」  

外出の際に、昨年履いていたノーベルトのズボンがきつかったのですが、妻がこのズボンのベルト部分に左

右に移動する器具がついていることに気づきました。その器具を使って緩めて履くことができました。 

 私がすかさず「これはノーベルト賞ものだね」と言ったら、妻は大爆笑でした。 

古文亭南朝選    第１７３回ものは付け  

       「あるようでないものは」 

江戸時代の埋蔵金            東京   柏谷 達雄 

東京タワーの増築             神奈川   阿部 浩 

神仏の御利益              埼玉   高木 正明 

自分好みの人              東京   高 栄子 

サイフの中味              東京   藤野 哲康 

ひまとカネ               東京   柴本 和夫 

親友                  東京   樋口 七郎   

老いらくの恋              神奈川  藤倉 由紀子 

記憶力                  京都    牟禮  丈夫 

親のすね                       高知   高橋 満子 

日本人力士の優勝            東京   藤井 敬三 

義理と人情               東京   奈 菜 子 

馬鹿受けするジョークネタ        千葉   海郷 達人 

見えない所の髪の毛           神奈川  武井 美雄 

お肌の潤い               千葉   吉永 こ百合 

ウルグアイ移住成功者の遺産       東京   野本 浩一 

薬の効き目               千葉   皆合 かず子 

出世払い                千葉   遊佐 怜 

拾った宝クジが一等に当選        埼玉   石原 義三 

太平洋の向こう岸            千葉   川田 又一 

 

次回（第174回）の題     「ないようであるものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

7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 

 

気のおけない友    埼玉  北沢  正嗣   

【評】気の抜けた友なら一杯いるんだけどなぁ 

入選 

 

お父上義朝公ご幼少の頃のドクロ      神奈川  志賀 明 

金の成る木               福島   松山 カオリ 

･･･のようなもの             神奈川  浜田 頓坊 

経済効果                東京    三浦 邦夫 

人 望                 千葉   田中 清咊 

夫婦間の信頼性             千葉   岡部 千代松 

 

佳作 
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鎌倉・極楽寺 浜田頓坊  －甘辛都々逸ほのぼのランド－  <たまには落語と寄席でー> 

 

☆談志いなくて ぽっかり透き間 未だその穴 埋まらない 

☆ウィット・ジョークに どぎつい駄洒落 プラス談志の イリュージョン 

☆イリュージョンて 談志の視点 幻想・錯覚 ワサビネタ 

☆少し豪華な 言葉のギフト 本気で褒めれば 花が咲く 

☆なんぼ能力 あってもでんな 愛嬌ない人 あきまへん 

☆ジョーク冗談 都々逸落語 世の中楽しく 伝笑寺 

＊談志の楽屋に一度だけ行ったことがある。ある先輩につれられてのご挨拶。すると、その日の出し物は 

あの有名で、わけても談志師匠の得意とする「よかちょろ」だった。その枕で「黒門町筋ってえのは、 

うるせえのが多いからなあー」と。その先輩「黒門町筋ってえのは俺のことだよハッハッハ」だと。続けて

「浜ちゃんと行ったから『よかちょろ』にしたんだよ」その日の落語は格別に楽しかった。 

 

京都・大石脩     ほら話 ほらほら楽しい ほら話  「へぇー、ギョ！？」 

 

 何とまあ海の中にガスフィッシュなる、屁魚が発見されました。オドロキのドキであります。 

 「オドオド」と発し、続けて「ロキロキ」なる屁音を放つのでありまする。屁速五メートルの怪魚なのです。 

 早速「魚くん」に連絡をとりました。いやー、めっちゃびっくり。農林水産省が五年ごとに実施する、漁業

センサスという全国的な統計調査に不可思議な数値があるとか。それが、この屁魚。放つのは全て雄。つまり、

子孫を残すための雌魚へのアプローチに使うらしい。特殊な装飾音なんです。だけど、なかなか雌魚が振り向

いてくれない。残業につぐ残業で、くたびれ儲けもエエトコらしい。 

◆「魚クン、気合を入れながら泳ぐ魚がいるそうですね」 

◇「いますよ。とても大きな魚です。知らないのですか」 

    ◆「済みません、勉強不足で。何という魚ですか」 

◇「エイですよ。泳ぐときに、エイ、エイって言いながら気合いを入れてます」 

 

岩手・ほらえびす     「ニヤリ」劇場 「ニヤリ」はつづく 大連発 

１．注意         知らない人について行かない   子供 

               知らない人にお金を渡さない   老人     －警察署－ 

２．営業益最下位転落   ドコにも負けた   －ＮＴＴドコモ－ 

３．迂回         献金－日歯連 

               松茸－北朝鮮 

４．埋め立てで対立    溝は埋まらない   －中国と周辺国－ 

５．ＮＰＴ決裂      核分裂を起こしたかな  －非保有国－ 

６．世界遺産       中韓反対   慢性反日病か   －ユネスコ－ 

 

長野・松原伸伍        老いの春足がもつれてゴロリンコ 

  

川柳（老いの春）  手と足が口には勝てぬ老いの春   みがく程のこり歯いとし老いの春 

高齢者川柳     高齢者自分の失敗人のせい     高齢者物が溜まってゴミ屋敷 

 

東京・稲葉浅治       川柳「犬」   ワンちゃんのおかげで出来たお友達 

午前様ワンちゃんだけがお出迎え    引く人も引かれる犬も同じ顔 

倦怠期犬も喰わない夫婦仲       ガレキから人の気配と救助犬 
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吉永こ百合       さわやかな 五月晴れには たいのぼり 

                   

南房総鴨川市小湊では、最近“たい”のぼりがあがる

とか。長崎の五島列島にも、たいのぼりがありました。

１０分ほど本物を吊るしたらすぐに降ろすとか。食べら

れないように・・・。 

「鯉の滝のぼり」も「めで鯛」も五月の風にゆっくり

泳ぎます。 

  

香野好太   好太川柳       フォト川柳  初夏の海白いセールに風と波 

 

■還暦が喜寿を労う老齢化 

■煩悩を置いて虚空へ旅初め        

■長待ちし挙句の診察顔も見ず        

■定年後俺は身軽で妻身重         

■ジャンボくじいつも素通りカスばかり     

 

 

平井幸雄            
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奈菜子（高橋通男） 初お目見え 「新聞は 毎・朝・読んで 投稿し」 

 

東京五輪         義理と人情を勉強中      －おもてなしロボ 

新国立競技場負担額    参加に異議あり！       －舛添都知事 

若者のビール離れ阻止   泡を吹かしたい        －ビール大手各社 

真夏日          冷えてます          －ワンコイン懐 

衣替え          変えようがない        －維新の党 

 

内田清子     どどいつ「イロハにソラシド」  

 

 ◎何度も見てる  私のことを  そう思いきや  壁時計 

 

◎流行めぐり ２０年前の リュックがいままた  日の目見る 

 

◎断捨離中の  叔母の横にて  つぎつぎ拾い  再使用  

 ◎面倒くさいを なくす道具が 生まれて人は 不器用に 

若狹芳生＠鎌倉  「薬のリスク」なし。アナグラム（並び替え）薬局は安全で安心！ 

 

アリナミン   ＝ みんな蟻   ＊ありがたやありがたや。 

太田胃散    ＝ 大分産    ＊だったかどうか。いいクスリです。 

養命酒     ＝ 良い梅酒   ＊だったら飲むんだが。 

オロナイン   ＝ 色女     ＊H軟膏もあります。 

絆創膏     ＝ 嘘交番    ＊警官もいないしバンドエードもない。 

メンソレータム ＝ 蒸れ素麺   ＊火傷した唇にどうぞ。 

龍角散     ＝ 角さん流   ＊田中角栄のあのダミ声に。 

 

佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   

 

■芍薬と牡丹を見てきました～。呑めば百薬 過ぎればバタン 立ってられずに 目がすわり 

呑めば百薬 過ぎれば遺憾 酒のみシュラン 星三つ 

ミシュランガイドが 三つ星店で 酒のみシュラン 追い出され 

■夏雑感           土手の菜の花 黄の色褪せて 花は散っても 菜を惜しむ 

のびる夏草 傍若無人 病弱美人にゃ 怖いほど 

仕事の鬼を 決意はするも ほっとけ心が 邪魔をする 

庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

●昇るこいなら 龍にもなるが こいにおぼれて おいぼれて 

●立てば食欲 座ればボタン ちぎれるほどの リバウンド 

●かあすいもくと立札読んで 見上げ恥じ入る 花水木 

●今日はナツビと祖母にいったら 糠床の底 さがしてる  

●壁どんしてと思っているに つっけんどんが壁となり 

●携帯何処と固定かければ 脱いだズボンがブーブーブー 
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中村史江  ふーみん    <チョイ齧 ウンチク>  <チョイ齧 今昔（こんにゃく）> 

――背広は横浜発祥外来語―― 

○こう暑くては  背広を脱ぐヨ このセビロ  もとは英語と 知っとった? 

   Civil だってサ シビル・クローズ 市民の服って ことらしい 

――イルカ プロブレム―― 

○イルカ要らぬか 売る買いイルカ 黙ってイルカら 目クジラ立てず 

○イルカに乗った 少年がいた むかしの唄に 情(城)みちる 

 

上の空組 印南 博之     大娯解 

 

 とろ烏賊                ロシア人の好みかい  

 過駐車の歌               モスクワも大変だねえ 

 未完の鼻裂く丘             据え附け中の乙女像を倒したとんでもねえヤツが居て 

 トークへ行きたい！           じゃあジョークサロンへどーぞ！ 

 泡手床屋                そりゃ忙しくて手を洗うヒマも無しさネ 

 歯入の宿                歯医者じゃねえってば！ 

 百万本のバラバラバラばらばらばらばら  しっかり束ねろって言ったろ！ 

 アザ見の歌               やっぱり外科ですな 

 ここにサッチーあり           野村さんなんとかしてよ！ 

 

阿部博     アベ ノミ クスクス 川柳   
 

☆ いさぎよく無職と書きて夏兆す 

☆ あなただれわたしはわたしああめんど ――免許なし、パスポート期限切れ 

☆ 雨ニモマケズ 風ニモマケズ   イツモシズカニワラッテヰル 

ホメラレモセズ クニモサレズ  サウイフモヤシニ ワタシハナリタイ 

      ――スーパーで 

 ☆ 水底にわが友目高ひっそりと――郵便局でもらったメダカがいまペット 

 ☆ レモンより美味しく感じ檸檬かな 
 
笑門亭来福（西川信治）      ★時爺呆談  ☆世相呆談 

 

★アベ安保法制 祖父の悲願  １絶対に戦争には巻き込まれない 2 国会に先駆け米国国会で

発表 3国の存立にかかわる場合→その時はもう手遅れ？ 

☆人間は想像する力があるので心配したり思い悩んだりする 

→チンパンジーは今しかないので常に明るい、悩みがない。成程。 

☆中国でマナー向上のための罰則「2年間ネットでさらし者」 

→貧富の差から来てるから直らんだろう。それより怖い中国の交通マナー。 

☆500メートル内に生鮮食品店無しの車に乗れない「買物難民」が2025年600万人に。 

☆記憶力を向上させるにはレム睡眠が大切。レム睡眠時に記憶を整理。 →検索「レム睡眠」 

 

海郷達人           小 話    認知症  

 知人の父親は高齢で認知症だと聞いていたが、最近ある女が現れて父親に子供を認知しろと 

訴えてきたという。その知人は突然の異母弟出現に戸惑っているようだが、もし認知できる 

ものなら認知症とは言わないでしょう。 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  世相都々逸 no.36  ◎梅雨の雨にちなんで、都々逸を 

 

○しっとり慕情編     雨が降るよで 気持も曇る 晴れるはお前の 良い返事 

 他所（よそ）でお盛ん あなたの噂 ただ涙雨 籠の鳥 

○やきもち編       何故に届かぬ 君への想い 逢わぬ内から 荒れ模様 

 雨の降るほど 噂が立つが 惚れた弱みに 負けた俺 

○落ち込み編       雨と風とが 恋路を閉ざす 閉ざす心は 君ゆえに 

雨は嫌ねと 話題をそらす 見せぬ気持ちが 俺泣かす 

○雨の酒飲み編      雨は止んだか いやまだ止まぬ 止むを待つ間に 酒も待つ 

雨が降るから 外へも行けぬ これでしっかり 酒飲める 

○波乱の予感編      この雨の中 あなたが会いに 嬉しくないわよ 「金貸せ」じゃ 

どこで借りたの この女傘 返事次第で 血の雨も 

 
神代京子      フォトはめ字  「五月晴れ その後に来る 走り梅雨」 

 

 

 

 

 

門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 

 
 １）足元が崩れた橋下徹の都落ち 

２）ホルムズ海峡での除去に好きキライはない 安倍首相 
３）「徹子の部屋」１万回、へあスタイルも変わらず 
４）モンゴルの 後にモンゴル 切れ目なく 
５）影も髪も薄い父の日 
６）一年のブランクから復帰れた真央ちゃん 
７）日中外交二階級特進  
８）スタバ開店Ｔｈａｋ ｙｏｕ 鳥取県 
９）味の素はグルタミンサンであり外国産 
10）ドローンに惹かれて善光寺参り 
11）イラク軍はバグ脱兎の如く敗走 

 

藤井敬三 ユーモア川柳   「ああ、舌」＜解体新笑シリーズ＞ 

初孫にベロベロバーと鬼瓦      利き酒の舌が知ってる安い酒 

鯵が消え舌なめずりの猫がいる    局アナもきゃりーぱみゅぱみゅ舌を噛み 

真打も素人芸に舌を巻き       巻き舌の新入社員に手をこまね 

叱られてマスクの中であっかんべー  占い師客見送って舌を出し 

慣れぬ嘘二枚の舌がもつれ合う    猫舌とラーメン食えば待たされる 

こ あ さ 夢 か 

ぼ お つ の ぜ 

れ ば き つ さ 

る 輝 ば づ そ 

光 き れ き う 

水 花 は う と 

面 の し 兆 き 

ゆ つ り し は 

れ づ つ あ 移 

る ら ゆ り ろ 
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南亭琴内氏（米岡 泰）   どんでん返し85 「時事川柳」 「天ぷらそば」 
 
 ☆大阪は知事に乱れて人気なし        ☆木賃宿出口が火元じゃ逃げ場無し 
 
今日、ちょうど定年退職を迎えた初老の男が一人、駅前の立ち食いそば屋で一杯のそばを食べて

いる。エビ天が一尾のっかった一杯５００円のそばだ。男は３０年前からほぼ毎日昼休み 
この店に通っているが、一度も店員とは話したことがない。当然、話す理由なども特にないのだが、
「おやじ、今日俺退職する んだ。」「へぇ・・・。そうかい。」 
会話はそれで途切れた。ほかに特に話題もない。男の退職は、今日が店を訪れる最後の日である

ことを表していた。 
すると突然、男のどんぶりの上にエビの天ぷらがもう一尾乗せられた。 
「おやじ、いいのか。」 「なーに、気にすんなって」 
男は泣きながらそばをたいらげた。些細な人の暖かみにふれただけだが涙が止まらなくなった。 
男は退職してからも、この店に通おうと心に決めた。男は財布から500円玉を 取り出して、 
「おやじ、お勘定」  「800円」  「…」  

柴本和夫  言葉の研究  言葉の変化球   「想い出のアメリカ旅行」 

レストラン編    サンフランシスコのレストランに帽子を忘れた。 
その時流れていた曲 ⇒アイ レフト マイ ≪ハート≫ イン サンフランシスコ 

忘れたのは帽子である⇒アイ レフト マイ ≪ハット≫ イン サンフランシスコ 

 各地の観光地 

・有名な観光地に、≪ヨセミテ≫がある。≪ヨソ見て≫と言われたので、見なかった。 

・タホ湖という湖に行った。徒歩でなく、タホに行った。 

    ・カルフォルニアは≪杏：あんず≫たくさんある。東京にあるのは、東京はんず 

    ・イケア（スウェーデン発祥の家具店）に行って食事をした。 

       セルフ方式であり、あげ善、スウェー膳ではなかった   

      イケアであって、飲み屋はなかった  みんなで行こう！それイケア 

 

一ノ瀬善秋（シャレクスピア）洒落久寿飛夜      招き猫の寺・豪徳寺の不思議（世田谷区） 

 

一匹の猫のお陰で貧乏寺が裕福な寺に変貌して、井伊家の菩提寺となった。二代当主直孝が鷹狩

りの帰りに、山門の近くの松の根元で休んでいたところ、手招きする猫がいた。猫の案内で貧乏寺

へ行き、茶でもご馳走になるかと入った後、暗雲立ちこめ、雷鳴が轟き、先ほど休んだ松の根元に

雷が落ちた。猫のお陰で命を助けられた寺だと菩提寺となり、この故事から「招き猫」の発祥の地

となった。十四代井伊直弼の墓があるが、商店街は幸運を呼ぶ招き猫の寺町、「直弼の墓所」があ

る歴史の町として宣伝し、訪ねる人が多い。奉納された猫はどれも右手を挙げているが「招福殿」

中に左手を挙げている猫が２体あるそうだ。左手が金銭を招くと昔の芸者さんたちの「イイ旦那が

見つかったから、あとはおカネを」と願って奉納したそうだ。事務所の女性に聞くと、「今は無い

はずだ、世のなか、女性上位で男がむしり取られる時代よ！」 

三つ小駅を乗ると「松陰神社」がある。ここには狛犬「シシ」像がある。同じ「ネコ科」である。

安政の大獄で吉田松陰は斬られ、桜田門の変で井伊直弼は暗殺された。 

 
森昤二（挿絵：鈴木登）   森先生の『駄洒落節だよ 人生は！』 
★どうする年金対策？■たばこを止めて 年金充当 
・４１０円／日   （メビウス１箱） 
・４０年      （２０～６０歳）         
・３％複利    （外貨投資） 

  ・１０２２万円 ！（４０年後手取り）     ベンツも買えるぞ 

お金 
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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 語る七七七五調》  
閣議決定 国会軽視 まるで軍議の 官邸団  
橋下躓きゃ 維新もこける 消えた大阪都構想  
基地は銃剣 ブルドーザーで 踏まれ続けて 七十年  
オスプレイまた 訓練中に 墜落炎上 ミスプレイ  
世界遺産に 反日からめ 横槍突き出す 中と韓  
飛んだ見積もり 五輪のドーム 屋根を削れば オヤネナシ  
イルカ可愛や 追い込み漁は 残酷漁だと 追い込まれ  
花燃ゆドラマの 松陰消えて 花冷え続きの 視聴率  
簡易宿舎の 火災の犠牲 企業戦士の 終焉地  
耐え切れなかった 老病介護 姉妹心中 姉殺し  
真央が宣言 大人の滑り 思い直して 再稼働  
初優勝して 大関確保 狙う横綱 照ノ富士（モンゴル）  

奥村アッシー君（奥村篤史）   芝桜 秩父で見られず 富士で見る 

旅行ガイドの情報誌で富士山ふもとにある芝桜を発見。出発地の都合で5月11日のバスに申し込

みました。ちょっと遅すぎだろうな、遅いときれいじゃないしなー。と諦め一途、不安一途で参り

ましたがこれが最高！最高！ 雪山富士山の前はピンク、ホワイト、イエロー、鮮やかな 5-6 色の

芝桜の絨毯。しかもその広さは羊山公園（注．秩父市の観光名所）の約2倍。その見事さと美しさ・

鮮やかさ正に大感激！皆さん、絶対行きましょう。どちらか行かねばなりませんよー！ 

☆富士の芝桜は5月11日きっと遅いねダメだな絶対 

☆世界遺産の富士山さすが桜桜の芝桜！ 

 ☆時期はぴったり広さは2倍富士のお山は絵になるねえ 

☆来年も来たいな富士山芝桜 ごめん羊山いついつ行こう 

 

 野本浩一  お写落日記  【１０年も前なら君が勝ったはず とは言え今はありがたきカネ】 

今を遡る１０年余、フィリピンの英雄マニー・パッキャオとビリヤード場でばったり遭遇したことがある。 
今回のメイウェザーとの世紀の一戦は日本でも大々的に報道された。勝っても
負けても１００億円以上を稼いだ二人は大笑いか。ファイトマネーを釣り上げ
てきたメイウェザーの渾名は「ミスター・マネー」だ。 

一方今回判定負けのManny Pacquiaoは、文字通り Money Pacquiao と改
名して帰国の途に就いたとか。 

パッキャオよ勝つと思うな思えば負けよ 負けてもともともと以上 

パッキャオよ勝つと思うな思えば負けも 負けても百億ふところだ 

パッキャオよ勝つと思うな思えば負けよ 負けて金庫の鍵かけろ 

 

曽田英夫            狂歌NEW門   

環境変わる 気分も変わる 

勤務地が 一駅先の 両国へ 環境変わる 気分も変わる   

昼飯を 食べるところも 開拓を 環境変わる 気分も変わる 

    関取に あちらちらで お会いする 環境変わる 気分も変わる 

 世間は一体 どないなってまんねん 

どうしてか 地下のマグマが 怒ってる 箱根 浅間に 桜島など 

   太地町 追い込み漁を 止めたなら 水族館に イルカはいるか       

どうなるの 専守防衛 見直しで 自衛隊から 他衛隊へと    

飛ぶものは どんな時でも 落ちてくる ドローンしかり オスプレイでも  

大阪都 僅かの差にて 夢と散り 都構想消え 党は消えずか 

   照ノ富士 ドラマチックに 優勝し 大杯に注ぐ 酒は大関 
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★2015年5月27日 ２３人  この所２０人超えが続いて賑やかになっています。 

阿部浩、高木正明、野本浩一、佐藤忠恕、森昤二、奥村篤史、曽田英夫、平井幸雄、海郷達人、 

尾垣聡子、高橋道男、藤井敬三、一ノ瀬善秋、阿部博、佐藤俊一、内田清子、中村史江、米岡泰、 

柴本和夫、門口泰宣、西川信治、庭野ち草 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

（例会参加費：男性1000円、女性500円 ・・・印刷代・会場代です） 

7月22日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

8月26日（水） 千代田スポーツセンター の予定 

9月30日（水）*第５週、10月28日（水）、11月25日（水） 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2015年5月19日～6月15日 

 大石脩、浜田頓坊、青木孝、大久保信子、田中清咊   ありがとうざいます。 

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 
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☆ツイッター「ジョークサロン」で変集鳥がつぶやいています。 

佐藤俊一（写真下）■老いらくの恋  

老いらくの恋 来いよ来い恋 苦労は昔に 棄てて恋 

おいら苦の恋 もう嫌だから 老い楽の恋 しましょうか 

したいものです 老い楽な恋 いずれしたいに なるまえに 

おたがいの タガが外れて 「おい」と呼ぶうち 相身互いの 老いの仲 

 

海郷達人        小 話   夕飯どきに 
夕飯どきに書斎で寛いでいると、階下から孫が大きな声で呼んでいる。 

「ばーばが、ごはんだってー。もう６時だよ～。」と。 

「わかったよー。」と応えたが、“耄碌爺”とからかわれたようで、気分がよくありません。 

 

楽しみは 例会終えて ほっとして 酒酌み交わし 駄弁り合うとき  （では、また） 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

