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＊＊＊＊＊２０１５年９月 No.３１１＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

東京・瀧口庸行さん、熊本・松野信夫さんから力作が届きましたので３頁に掲載しています。 

投稿作品も相変わらず多いので、７月例会のサロン同人の笑品と併せて厳選掲載となってます。 

 

京都・大石脩       熱きこと暑きことあ月の古都にて 

果てしなく泡がシュワワと夏見舞        笑みながら少しく青き月涼し 

東京・瀧口庸行     いつも笑いの傑作を頂き感謝します!!! 

東京・青木孝    あの帽子はどこへ行ったのでしょうか お元気ですか 良い夏を 

神奈川・浜田頓坊  暑中お見舞い申し上げます   

バロックもどきの歪なグラス 氷落とせば 夏の音  頓坊 

 

福島・松山カオリ   毎日暑過ぎますがお元気ですか。メンバーの皆様の頭の中は涼しそうで、 

それぞれすばらしいジョークをまとめていらっしゃるのには感動しております。 

 毎月手にとるたびに何が出てくるかとたのしみです。次々と上手な作品が出てくるので毎月声を出して笑っ

たりこれはかなわない・・・などとつぶやいて読んでおります。 

 

愛知・加藤勝彦   久しぶりのお休み、デニーズでサービス券使用で食事、涼んでます。 

このあと、ＭＣ、三越・松坂屋と涼んで夕方一杯行こうか迷ってます。仲間との年２回の野球観戦、

もう２０年以上続いてますが、ネット裏７列目で、前・横・後とイエローで固めた虎軍団に初めて取り

囲まれ、「阪神〇〇頑張れ！中日倒せ！」の大声。毎回一杯のペースで生ビール飲んで６回位にはさす

がにアタマにカチンと来て「阪神負けろとは言っトラん！裏切り者福留とは言っトラん！トラ、トラ、

トラ、トラ、中日点をトラんかい！」阪神パワーすさまじい。 

 

東京・高栄子  阿部博さんのお顔がアップ!! 数年前神田駅で別れたアベヒロシさんと全く別人でした。 

同音のアベヒロシさん、伝笑鳩にガンガン作品を発表してると感心していたのが、浩さんちがいの博

さんだったとは!! 阿部浩さんはご自身の学習のため、足しげく例会に通ってるんですよね。とうとう阿

部スタイルを確立したんだなと長いこと考えていたんですが･･･。  

ご尊顔拝して、私の思い込みを正せて本当に良かったです。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄  暑中御見舞い申し上げます 伝笑鳩八月号嬉しく拝受御厚礼申上げます。 

厳暑の候お体お大切に   一語一会「失敗じゃなくて 経験って思え」 

 

東京都・菅谷信雄   静岡県富士宮市に日帰り出張でした。往復新幹線こだまを利用しました。 

帰宅すると、妻のお姉さん宅から「こだまのスイカ」が届いてました。 

 

太陽が 燦燦照って 暑い日  々 ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 

ことわざを正そう 

塵も積もれば山となる  

⇒ 塵も積もればゴミとなる  

東男に京女  

⇒ 明日は男で今日女 

       千葉／海郷達人 
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変集鳥からのお願い   ９月発行の伝笑鳩につきましては、印刷のための版下入稿が９月１０日頃を予定し

ております。従いまして、皆様のお便り、投稿等は９月５日頃を目途にお願い致します。 

古文亭南朝選    第１７５回ものは付け  

       「あいた口が塞がらないものは」 

爆買い中国人のがま口          東京   野本 浩一 

発声練習                東京   奥苑 順子 

笑いすぎて外れたアゴ           京都    牟禮  丈夫 

カバのあくび               高知   高橋 満子 

新国立の責任のなすりあい        東京   高橋 通男 

中国のゴリ押し             東京   稲葉 浅治 

安倍総理のたとえ話           東京   植竹 団扇 

「寿司食べに行こうよ…あんたの金で」  東京   高 栄子 

小銭のあふれるがま口          千葉   遊佐 怜 

借りた金は返さない           福島   松山 カオリ 

一票の格差を10増10減とは！      東京   柏谷 達雄 

極辛カレー                神奈川  志賀 明 

阿形の仁王像              東京   藤井 敬三 

こま犬さんの「あ」           京都   久保 三徳 

むかしの古傷              東京   柴本 和夫 

素知らぬ顔で列に割り込む        千葉   皆合 かず子 

ソウルのホテルのボーイ「女いらんか」  神奈川  浜田 頓坊 

留め金の外れたがま口          千葉   海郷 達人 

オリンピックが金喰い虫         埼玉   高木 正明 

東芝の３人の社長            東京   樋口 七郎   

喉に何かがつっかかった         神奈川  武井 美雄 

見事な花火               千葉   吉永 こ百合 

 

次回（第176回）の題     「ホッとするものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

9月5日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

＊〆切日にご注意下さい。（変集の都合で繰り上がっております） 

秀逸 

 

詰め放題の袋      埼玉   北沢 正嗣  

【評】隙間に差込んで、その又隙間に差込むから塞がりません 

入選 

 

詐欺集団の新手             神奈川  藤倉 由紀子 

不適切な会計               神奈川   阿部 浩 

オウンゴール              神奈川  織田 元康 

缶詰の蓋                千葉   岡部 千代松 

歯の治療中               東京   藤野 哲康 

 

佳作 
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東京・瀧口庸行    伝笑鳩・風物詩    

しょ・正面切って立ち向かう 笑いの主がほくそ笑み 

ちゅ・中央突破で乗り切って 真夏の暑さも吹き飛ばし 

う ・海へ行こうか海岸か それとも山で涼を取り 

み ・見れば互いに日焼けして あんたも俺も皆して 

ま ・真っ黒肌焼けひた隠し 隠した肌も透けて見え 

い ・今にも笑いがこみあげて 互いの面を指さして 

でん・伝笑鳩びその裏に 努力の跡が滲み出る 

しょ・ショットグラスのウィスキー スタッフ一同笑み浮かべ 

ば ・バリバリ腕によりかけて 皆のはらわた捩じらせる 

と ・とてもシラフじゃ 付き合えねえ お粗末でしたまた今度         陽耕詠む 

 

熊本・松野信夫    新国立競技場建設秘話 

 

官僚 大臣，新国立競技場が２５２０億円もかかることで評判が悪いようですよ。 

大臣 なに気にしない。キチンと丁寧に説明すれば国民には分かるはずです。 

官僚 殆どの学者もおかしいと言っていますよ。 

大臣 そうは言わない学者も沢山いますよ。 

官僚 何人くらいですか。 

大臣 ２人はいるね。 

官僚 ２人は沢山ですか。 

大臣 イヤ人数じゃないんだ。質だよ。 

官僚 このまま突っ走れば難しい工法でリスクが増えるんじゃないんですか。 

大臣 リスクには適切に対応するので問題はないよ。 

官僚 審議会で決定してきた法的安定性はどうでもよいという意見もありますよ。 

大臣 法的安定性は大事ですよ。2020 年に向かって切れ目のない対応が求められているんだ。 

官僚 でも国民の批判に答えて，どのように判断するんですかい。 

大臣 それは私が総合的に判断する。２０００億円程度でガタガタ言うことじゃない。 

安全工事で絶対に死者は出さずにやりとげます。 

しばらくして・・・ 

官僚 大臣，総理が２５２０億円の新国立競技場建設は白紙に戻すそうです。 

大臣 なに！やはりアイツの頭は安保んたんだ！ 

 

香野好太   好太川柳       フォト川柳   

 
梅雨明けの自信なさそな気象庁       
 
根っからのお人好でも生きている       
 
妻の愚痴上の空して盃重ね          
 
二人旅口使い過ぎ妻爆睡 
 
幸運は努力の先に見え隠れ 

  

猛台風去って一息骨休み 
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岩手・ほらえびす   「ニヤリ」連発 

 

１．迂回      献金  －  日歯連      

松茸  －  北朝鮮 

２．ＮＰＴ決裂   核分裂を起こしたかな   －非保有国－ 

３．建設費捻出   お互いに大変だ      －新国立競技場－   

                       －被災地住宅再建－ 

４．死語      コンパクト        －２０２０年東京五輪－ 

５．期日前投票   理由：修学旅行      －高３生－ 

６．経済と景気下降中   爆買に来て下さい    －中国－ 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド 

 

<片目つぶって 笑顔でニヤリ> 

☆歳を重ねて 茶目っけ塗し あっけからんと エロ話 

☆フランス料理の 看板の陰 シェフ氏のお昼は 日本食 

☆火焔太鼓は お金になるが 半鐘叩けば まずオジャン 

<沖縄が チャイナに占領されるか？> 

☆大和とチャイナと どちらが好きか 沖縄住民 問うてみる 

☆同じ質問 チャイナにしたら どっと押し寄せ 大事件 

☆沖縄方言 「なんくるないさ」 あまり騒がず ジンテーゼ 

 

東京・稲葉浅治   川柳「社長」     昼課長夜は社長の繁華街 

社長さんおだてあげられオードブル        頭下げあやまり上手名社長 

社長やめ会長にとは無責任            社長にもチャレンジ欲しい大会社 

 

長野・松原伸伍       老いの夏    カラオケで 存在示す 老いの夏 

  老いの夏熱いつらいが合い言葉       老いの夏居場所にきめた百貨店 

 

東京・菅谷信雄   （夫婦のコミュニケーション） BS放送「至福の癒やし旅」 

 

ナレーターが番組の中で「至福の癒やし旅」と再度強調しました。 

僕はすかさず「私腹の肥やし旅」と反応したら、隣で大爆笑でした♪d(⌒〇⌒)b♪ 

 

若狹芳生      ■漢字の悲喜もごもご 

■辛くても攫千金幸い・・・「辛」＋「一」＝「幸」 

■憂いても人に会えれば優しそう・・・「憂」＋「ひと」＝「優」 

■恋は下愛は真ん中こころ位置 

・・・「恋」は下ごころ、「愛」は真（中）ごころ 
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海郷達人           ことわざを正そう 
ことわざや慣用句。違和感を覚えるものがある。蛮勇をふるいこれを正す。 

信ずる者は救われる ⇒ 信ずる者は騙される。 

今日できることを明日に延ばすな ⇒ 明日でもできることを今日するな 

天災は忘れた頃にやってくる ⇒ わが妻（さい）は忘れた話を蒸し返す 

行き当たりばったり ⇒ 行き倒ればったり 

踏んだり蹴ったり ⇒ 踏まれたり蹴られたり 

寄らば大樹の陰 ⇒ 酔ったのはあいつの御蔭（おかげ） 

人を呪わば穴二つ ⇒ 人と飲むなら猪口（ちょこ）二つ 

上の空組 印南博之      大娯解            

♪ あんこにつばきは あんこにつばきは 

          食べたくなくなるから やめてくれー  （あんこ椿は恋の花） 

明石家が雨で病むとき      さんまさん腐ってます 

無敵がおれを呼んでいる   オウ  やってやろうじゃねえか！  （霧笛） 

革の流れのように    な ナンノカワだ！ 

｢粕場の女は口をすすぎよく手を洗うこと。｣          （カスバ） 

 チャンチキ  アンチキ ちきょうメ  おけさ 

 おーい舟方さーん 舟方さーんよ 

    いくら呼んでも 矢切にゃいかネエよ ありゃ二、三十年後の話だあネ   

 

南亭琴内（米岡 泰） どんでん返し87 「時事川柳」 ＆  小噺「賭けゴルファー」 
 

 この雨は空梅雨なのか梅雨なのか    噴火して活火山だと気が付いた  
 ギリシャには金融策がアッテネー    デフォルトでユーロ離脱のドラクマか 
 

 ゴルフ場で見知らぬ男が話し掛け てきた「ご一緒に如何ですか？」 
「普段は一人でプレイするんです が、まあ良いでしょう」 
それから２ホール回ったところ で、 
「貴方とは腕が互角のようですか ら、これからエブリホール５ドルで賭けませんか？」 
「あまり賭けは好きじゃないんで すが、良いですよ」 
ところが、後の１６ホールは全て その男の勝ちで、結局８０ドル取られた。 
「実は私は賭けゴルフのプロなん ですよ。」「道理で上手いと思いました」 
「実は私は牧師なんです」「これ は失礼。掛け金は全てお返しします」 
「いやいや勝負に勝ったんですか ら、返す必要はありません。」 
「では何かほかに、私に出来るこ とはありませんか？」 
「そうですね。今度の日曜に私の 教会に来て、百ドル以上のご寄付をお願いします。そして貴方
のご両親を連れて来て頂けば、特別にもう一度、子供の正しい育て方をお教えしましょう。」「…！」 
 

門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 

１）アーチらを建てればこちらが立たず 

２）夕活も楽しめると公務員 

３）東芝の良識は土光へいったのか 

４）戦場での爆害のリスク高まる海外派兵 

５）違憲論には季節ながら  ムシムシする安倍総理 

６）自分的には“直樹賞” 又吉さん 
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紙ぷーせん・中村史江    ふーみんヘン破綻歌   

 

○浅草に 「アンデス」の名の パン屋あんです 

元はアンコ屋 ナンデスよ 

*アンデスは アンパン専門 晒しの塩み ウグイスパンの つや緑  

○最近多い 甘党男子 昼の弁当 おはぎにジャムパン 

呆れて横眼 みていた爺にあ ビアホール 

 目刺しにビールで 荒れる爺(アレルジ―) 

 (銀座ライオンで、知り合いが突然、ビールを飲んでいて発作。アワてました。気ィつけなはれや!) 

 

平井幸雄    女偏の漢字でつづる「女の一生」 ＊女偏の漢字はパソコン登録１３７文字 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
神代京子        フォトはめ字   

 

 

 

 

 

い 草 な い 遥 

ほ い つ 出 か 

た き が つ な 

る れ き れ 雲 

袋 青 た て 思 

す 煌 ま た な 

べ め ば な つ 

て く ゆ ば ま 

は 海 く た つ 

幻 よ て 様 り 

で 古 か か 鮮 

甦 い き 緑 や 

り お ご き か 

笑 も お い な 

む い り ろ あ 
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕） 世相都々逸 no.38 ◎ようやく梅雨明けですね、そこで都々逸を 

 

○ぐずぐず編    梅雨明け途端に またもや雨に 俺に似てるか ぐずぐずと 

○梅雨明け編    梅雨が明ければ 濡れずに済むと 通うお前の いじらしさ 

 梅雨が明ければ 暑さが増すが お前の素振り 冷えたまま 

○よくあること編  梅雨明け前にゃ 青空望み 梅雨が明けりゃ 雨乞いし 

○変わった梅雨編  季節変わって 梅雨も終わる 変わらないのは わが気持     

 月が変われば 梅雨は終わり 君も変わって 恋終わる 

○空梅雨編    降らぬ梅雨をば 恨んでいたが 振ったお前は 今も好き 

 

野本浩一  お洒落日記  【長生きをすればするほどお笑いが なけりゃ元気は失せていくかも】 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月１６日（木）シニア演芸団特別公演・演多亭＠文京シビックセンターの会場整理のお手伝いに出向いた。 

 観客席にはジョークサロンの面々の顔があった。アベちゃん、金鳥しばちゃん、アッシー君。岩手から参加
のほらえびす（片山敦夫）さんは、会場近くのホテルで洒落久寿悲夜（一ノ瀬善秋）さんと２泊しての参加で
ある。１０年以上通い続けている由。  彼が持参した岩手銘菓「ぶすのこぶ」は美味だった。皆さんに一個
ずつと配っていたが、こっそり食べた二個目も美味しかった。 

「美人は三日で飽きる。ぶすは三日で慣れる」けだし迷言だ。 

 シニアエアロビクスで知り合った高野女史にチケットを託して、鑑笑に来て下さいと頼んでいた稲葉浅治さ
んも来場してくれた。稲葉さんは藤井敬三さんの笑介で伝笑鳩の読者となった方で、毎回川柳を送って頂いて
いる。会うのは今回が初めてだ。かつて高野さんに伝笑鳩を差し上げたことがあった。ある日、彼女が持って
いる伝笑鳩を見て「どうして、伝笑鳩を持っているの？」と稲葉さんが尋ねて、稲葉さんと小生の繋がりが発
覚したらしい。こんな偶然が生じるから、宣伝しておいて損はない。 

笑われて笑われてなお笑わせる シニアの心君知り給え 

笑うたび皺は増えると思うけど しわわせもまた増えると思う 

柴本和夫      言葉の研究    ギリシャ問題 ＆ ★★小話★★ 

 

借金は返済する律儀な国・・・ギリシャ（義理者）ゆえ、義理堅く律儀な国 

ギリシャのＥＵ脱退が問題となる理由  日本のことわざ・・出る≪杭≫は打たれる 

ＥＵのことわざ・・出る≪国≫は打たれる 

★会社の健康診断   ・座高の検査はなかった・・・レトロなあの検査をもう一度！ 

         ・次の検査は腹囲（メタボ検診：昔は胴回りと言った）との説明 

         北陸新幹線と同じと思った・・次は福井（腹囲） 

★しかえし   ハムラビ法典・・目には目を。メールの世界・・メールにはメールを 

     バレンタインのチョコ・・もらった人はお返しを、もらえなかった人は仕返しを 

★帰省ラッシュ   普通はユーターン・ラッシュ ⇒仙台に帰る人は牛タン・ラッシュと呼ぶ 

 ★飲み仲間の集合写真 ≪集合≫写真というより、≪酒豪≫写真って感じ･･･酒豪の集合写真 
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吉永こ百合    はめ字    

 

 

 

 

曽田英夫            狂歌NEW門   
今日は今日で 明日は明日 

呑みすぎて 足がもつれて 一休み 今日は今日で 明日は明日   

五時が来た 仕事途中で 投げ出して 今日は今日で 明日は明日 

通勤時 車内おばはん うるさくて 今日は今日で 明日は明日  

 毎日笑顔 笑っていたい  

居酒屋で 一杯呑んで 上機嫌 毎日笑顔 笑っていたい 

職場では 寒いと言われ ギャグとばす 毎日笑顔 笑っていたい   

川柳を 作りこれこそ 傑作と 毎日笑顔 笑っていたい    

世間は一体どないなってますねん 

東芝は 三代社長の 首を切り 改革とおく シバし待たれと 

競技場 森のささやき 安倍がのみ これがほんとの 安倍ノミツクス  

庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

焦れったいのよ おまえいつ来る 水を打つのに 足袋替えて  

浴衣の袖で 出目金泳ぐ すくえぬお方 夏の宵 

「う」といやぁ梅酒ウォッカにウィスキ 丑の日なのにトラになる 

麻のスーツの袖のシワみて 相手せんさくする女房 

隣家に中元 引きも切らない 負けじと頼む 着払い 

蓮っ葉ながら 泥に染まらず 不忍の池 花開く 

未完の花が咲いているのは 思い出の道 森の道 

 

佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   

■祝：又吉直樹の芥川ショー  あくたがわ賞 『火花』は散らず ピースまたよし なおきショー 

■新国立競技場        よさん立たなきゃ シンキロウだよ 顔を立てるの よさんカネ 

～森喜朗（しんきろう）  たったの２千 500億だと だからたったない しんきろう 

 ■花火       ワを以（も）って 貴（たっと）しの国 日本の花火は うるワしい 

■浅草寺の「４万６０００日」は１３０年分の功徳 

     一回で 一生分の 功徳をくれる 観音さまは 太っ腹 

観音さまの お慈悲にすがり 弁天さまに すがりつく 

アジなお方よ 観音さまは 弁天詣での ダシになり 

弁天さまに 骨抜きにされ 閻魔さまには 舌抜かれ 

■老い惚れて   昼日中から よろめきドラマ 老いぼれたのよ つまづいて 

恋におぼれて ときめく昔 今はよろめく おいぼれて 
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笑門亭来福（西川信治）      ★時爺呆談  ☆世相呆談 
 

★文科芸術困話会出席議員「沖縄に金を撒けばよい。先生はどうお考えですか？」先生「沖縄の

島が中國に取られれば目が覚める」→坊主頭で暴言の「永遠のゼロ」原作者 世が世なら頭を

百たたきの刑だ！ 

★積極的平和主義＝積極的軍備拡張？→安倍内閣（アブナイカク？） 

☆集団的無責任大国JAPAN新国立競技場→おもてなしにうらあり？ 

☆アテネオリンピック会場22のうち21施設が活用されておらず、費やした総額1,467億円 

→10年後の現在ギリシャ危機の一因とも。 

☆世界を震撼させた新幹線火災事故 オリンピックを控え不安だが中国高速、イギリスユーロ 

スター並みのチェックは日本では難しい。    →サミット対策は島で万全なのだが・・。 

☆葛西海浜公園 カキ養殖のカイあって海水浴が試験的に可能に    

→都心に近い若洲で五輪ゴルフもやれば観客も増え世界にアッピール。 

☆爆買ツアー中国人インタビュー「株暴落で700万元損しただけ。日本円で1,900万円だ。 

大したことないよ」→大したことあるんだけど・・。 

 
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》  
 
マジでおかしい 違憲の法に 学生グループ 立ち上がる  
学者９割 違法のジャッジ レッドカードの 安保法  
秘密保護法 適用すれば みんな秘密に なる魔法  
支持が急落 慌てた安倍が 急に聞く耳 持った振り  

 

予算枠など 知っちゃいないと デザイン優先 競技場  
五輪政策 ほころび出して もめて白紙の 競技場  
議員殺すにゃ 刃物は要らぬ 次の選挙で 斬ればよい  
アベノミクスが 格差を広げ 弱者・老人 取り残す 
覚悟してるか 恨みや祟り 次の選挙で 曝し首  

 
アウトドアには 危険がワンサ 感電死もある 電気柵  
年金不満で 焼身自殺 他人巻き込む 新幹線  
不正怪計 東芝事件 三代水増し 擦り合い  
ブラック企業と 集団自衛 若い命は 使い捨て 
 

藤井敬三 ユーモア川柳   「ああ、汗」＜解体新笑シリーズ＞ 

ひまわりも汗をかいてる昼下がり     草むしりジョッキも汗をかいて待ち 

浅草の夏は神輿と若い汗         仕送りの札に染み込む親の汗 

花火師の汗が夜空に花と咲き       生ビールサウナの汗を取戻し        

立ち合いで汗がぶつかる大相撲      甲子園汗が試合を盛り上げる        

汗を拭く仕草サインと取り違え      審判がいちばん汗をかいている       

大汗で外人客に道教え          汗の粒禿げた頭を滑り落ち         

怪談を聞けばたちまち汗が引き      汗の香を選り分けている蚊のグルメ 
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高橋通男     ５月２７日（水）伝笑鳩会合 終了後 飲み会 居酒屋にて 

通男 「あれ 伝笑鳩の 女性が まだ誰も 来ない？」 

   「伝笑鳩に来て 美しき女性と 飲むのが楽しみで 会合に参加したのに！」 

毒舌某編集長 「女性は 来ませんよ！ 高橋さんが 参加と告げたら 美しき？お嬢様達は 参加予定が 

みんなキャンセルになりましたよ！」 

 －通男はショックで千代田スポーツセンター屋上から飛び降りようかと思ったが毒舌某編集長が馬鹿な事は

やめなさい！と背中を強く押すので飛び降りるのをやめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★2015年7月22日 １８人  猛暑猛暑で参加者が少し少なかった。もうしょうがない。 

西川信治、野本浩一、曽田英夫、高木正明、佐藤忠恕、阿部浩、海郷達人、柴本和夫、藤井敬三、 

高橋通男、阿部博、佐藤俊一、中村史江、印南博之、神代京子、米岡泰、尾垣聡子、庭野ち草 

＊お仕事が忙しくて欠席せざるを得ない方もありました。それでも１８人です。嬉しい限り。 

＊７月例会の後は恒例（高齢）の納涼会でした。 

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） 

9月30日（水）*第５週 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

10月28日（水）千代田スポーツセンター の予定 

11月25日（水）、12月16日（水）＊第３週 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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 片山敦夫、浜田頓坊、森昤二 

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。 

森昤二（写真下） 元気元気の７０代。７月、８月は仕事があって例会欠席。みなさまお忘れなく！ 

＊９月変集用の投稿は９月５日頃を目途に投稿・送付して下さい。ご協力をお願い致します。 

＊今月は沢山の伝笑鳩（でんしょうばと）が飛んでます。平和の鳩です。宜しくお願いします。 
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