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＊＊＊＊＊２０１６年８月 No.３２２＊＊＊＊＊＊＊＊ 

        

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊ 

 暑中お見舞い申し上げます。 
夏バテせず元気してますか。 
体調管理は十分でしょうか。熱中症対策は十分ですか。 

 熱中症にかかると病院に運ばれることもあります。気をつけましょう。 
  
ジョーク作りに熱中して、回りの皆さんを笑顔にすることは大変素晴らしいことですが、体調を

壊してしまう熱中症にはくれぐれもご注意下さい。 
 それでは、今月も伝笑鳩をお楽しみ下さい。傑作・力作・労作（老作）が盛り沢山です。 
 

東京・青木孝  『伝笑鳩』いつもありがとうございます。沢山の内容、そのボリューム、質の高さ 

に驚いております。感謝申し上げます。切手同封させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

 

千葉・西山雄治   伝笑鳩七月号ありがとうございました。封筒を開くと自分の名前 

があってビックリしました。何だかとても面映ゆい思いをしております。また先日はバックナンバーまでお送

りいただき恐縮でございました。皆様の作品をゆっくり楽しませていただきます。これからもどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

東京・高橋通男   暑中お見舞い申し上げます。「伝笑鳩「今月の一笑」に掲載 感謝に耐えません。

7月は必ず参加 楽しみにしています。 ２次会を楽しみにしています！（笑） 

 

愛知・加藤勝彦   母は要介護２が出て、主治医の指示通り老人介護施設に入れました。 

「回りは老人ばっかり、私の好みの男はおらん、こんな所におったらバカになる･･･」という母を毎日見舞い

ながら、老人に対し手厚い国に感謝しつつも、母と同じに日に生まれたひ孫たちの為にもっとお金を使わなき

ゃとも思っています。 

 

東京・高栄子  今日のお願い  大森の友人から先週TEL有り、来春退職後何をしようかと考え中。 

伝笑鳩を一部送ってくれますか？ 彼女に一年間購読して頭の中を訓練し、その気があれば購読の切手をすぐ

送るよう、伝えます。彼女宛の封筒を同封しますので、スミマセンがお願いします。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄  御法愛感謝しています。“伝笑鳩”嬉しく拝し御厚礼申し上げます。 

時節柄切に御尊体御自愛お大事にお大事に 

 

福島・松山カオリ      今日（七夕）は年に一度のロマンチックな日ですね。 

伝笑鳩321号を眺めて何も出せなくなってから時間が過ぎて何かに追い掛けられてる気分です。 例会常連

の皆様と伝笑鳩投稿常連の方々の意欲には感動しております。毎号毎に内容が充実して勉強になります。 

 

ひまわりが 咲いて汗かく 夏が来る ジョークサロンで 大いに笑おう  【快鳥・曽田英夫】 

少子高齢化のなれの果て 

住所表示変更？！ 
現在 東京都豊島区池袋 

未来 凍叫都年増区空袋 
      東京 森昤二 
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阿部博    

アベノミクスクス川柳 ◀考える「考える人」見てさらに                                                          

                            ▶飲み忘れ飲んだか忘れ薬置く 

古文亭南朝選 第１８６回ものは付け 「言い訳にならないものは」 

寝坊                  神奈川  藤倉 由紀子 

未成年                 東京   藤野 哲康 

鍋が焦げついたのは笑点のせい      千葉   海郷 達人 

政府の年金積立金投資          高知   高橋 満子 

男女生み分けの失敗           神奈川  田中 茂美 

占い師自身の占い            京都   大石 脩 

逮捕された犯人の告白          神奈川  武井 美雄 

全て私が悪いのです           千葉   岡部 千代松 

ああ言えばこう言う           千葉   高木 正明 

違法ではないが不適切          東京   稲葉 浅治 

今しようと思っていたところ       東京   柴本 和夫 

マスゾエる（言い訳するの新語）     神奈川  浜田 頓坊 

第三者の厳しい目            熊本   松野 信夫 

言い訳の種が見付からない         京都    牟禮  丈夫 

「新しい判断」をしました         神奈川   志賀  明 

甘いものは別腹             静岡   野末 紳二 

別荘での会議              東京   樋口 七郎 

残業代欲しさの残業           千葉   吉永 こ百合 

鉄面皮の言い分              埼玉    石原 義三 

酒席の約束               埼玉   酒井 典子 

次回（第187回）の題       「暑さを忘れるものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

8月10日まで ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

 

年寄りだから     東京   柏谷 達雄 

【評】年寄りだってしっかりしている人一杯居るよ。何をボケてんだよ、ッたく！ 

入選 

 

バスのパンク              東京   植竹 団扇 

記憶にございません           福島   松山 カオリ 

沈没船から逃げ出した船長        千葉   皆合 かず子 

自分が雇った第三者の調査        神奈川  阿部 浩 

愛人とデート中に妻とバッタリ      東京   高橋 通男 

･･･あれから40年            埼玉   北沢 正嗣 

佳作 
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菅谷信雄    毎度毎度の瞬間芸   夫婦の語らい「或る日の夫婦の会話」 

 

妻：「今日、排水管清掃があるの」 夫：「背水の陣で臨むんだね」  妻：(^人 ^；） 

 
妻：「お昼はホタテとたらこ丼よ。暑いので酢飯にしました」 
夫：「これで食あたりしたら、しめしがつかないね」 
妻：「それはジョークサロンに載せるべきよ」 と言って、梅茶がでてきました。 
夫：「うめ～～」 
妻：♪d(⌒〇⌒)b♪ 

 

東京・稲葉浅治    川柳「注意」 人を見て注意しないと危ない世 

 

味のある注意をされて身に沁みる     やんわりと言われた方がよく沁みる 

騒ぐ子に注意をしないヤングママ     玉子焼きこがさぬように主夫修行 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊     甘辛都々逸ほのぼのランド 87 

 

  〈色、いろ追ってみる楽しみ〉 

◇いろは色でも いろいろ有って ぐっとおもろい 伊呂波歌 

◇素気ないけど 本当の名前 ピンク濃いめの わしゃ紫蘭 

◇なあに呑気に 笑っていたら 何か良いこと たまにある      

  〈鎌倉を故郷として半世紀〉 

◇大宅壮一 お墓の側に 名刺受けあり 瑞泉寺 

◇かつて名刺を 入れてたところ 奥方様から お礼状 

  〈本音はいつか、表に出る心理学〉 

◇「人殺し予算」とはまあ 確かに本音 唯じゃ済むまい いや怖い 

◇日頃考え 言ってたことが ついに表に 出た心理 

 

長野・松原伸伍     びっくり川柳 ＆  シニアの替歌（八十八夜） 

    

10億円当たった夢見てびっくりし     スッピンのとなりの美人にびっくりし 

老いの顔鏡にうつしてびっくりし     せんべいが堅くてかめずびっくりし 

 
 ♪腰もふらつく 八十八夜 入歯ガタガタ 目もよく見えぬ  

あれに見えるは 茶店じゃないか お腹ペコペコ 立ち寄ろか 
 

京都・大石脩          ほのかなほのかな・・・物語  

 

 ガラケーもスマホもないので困っちゃう。突然、右横から表われたカップルに、放射光が交錯し

た。素晴らしいデザインの放射体がきらめいている。その楽しげなカップルとその放射光の語らい

ぐさが存分に見てとれ、目の前をよぎるのは大津美子の「ここに幸あり」然であったの。 

ほんに斜めならずね。 

 ハイ、言葉と映像のコラボレーションって、いいですね。そうですね。言葉は身のあやといいま

すから、映像もそうであります故に、心が透明化されることになります。 

ネガよりポジでいて下さい。 
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森昤二    森先生の  『駄洒落節だよ 人生は！』     （作：森 昤二   挿絵：鈴木 登）  

 駄洒落 に練りこんだ 珠玉の経営訓・人生訓      （少子高齢化のなれの果て） 
 

 
 
 
 

                          

☆ 驚愕の増田リスト   

増田寛也元総務大臣座長 － 日本創生会議  2010～2040年 20～39歳 女性人口動態 

消滅可能性都市        東京都 豊島区      （日本早逝会議） 

 

香野好太      好太川柳          フォト川柳  

嘲笑い冗談めかしジャンボ買う   

俺だって都知事に負けてるセコさでは  

シルバー席若い奴ほどよく眠る     

自分史の余白がオイラの夢舞台 
 いつになく妻優し過ぎ俺コワイ 

意味不明ジョークが互いを見詰さす   

同窓会時効の恋が目を覚まし 

蟹が来て女子会一時黙らせる          ＊沖を行くヨットに又ねと茜雲 

 

 

佐藤俊一       どこの・ど・どどいつ変化球  

 

■舛添都知事の辞任劇   泣いてますぞえ 都民なびかず 五輪の旗も たなびかず 

             せこいバブルに 浮かれますぞえ 屁の泡のよに はじけ消え 

はじけますぞえ 屁の泡のよな くさい言い訳 残し消え 

             知事の権勢 都民が牽制 東京砂漠は 砂嵐 

指のあいだを こぼれて落ちた 東京砂漠の 砂の票 

東京砂漠で 裁くは民よ 支持が消えたら 知事が消え 

ここは東京 さばくの民よ 済度（再度）お願い 知事選び 

ここは東京 さばくの民よ 採算（再三）度外視 都知事選 

■「古典都々逸」への返歌球 

寝顔見たいと 口説いたくせに なのに嘘つき 寝かせない 

寝顔見たいと 口説いたくせに あんたの鼾（いびき）で 寝られない 

寝かせないぞと 口説いたあなた ほんとイビキで 寝られない 

 

■孫つく年頃       気持ち若いが 社会じゃ爺ィ 微妙にゆれる お年頃 

気持ち若いが ジイジになった！ まごつくばかり なんとしよ 
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藤井敬三        ユーモア川柳「ああ、腕」<解体新笑シリーズ＞ 

細腕で育ててくれた母の恩      衣更え白く眩しい太い腕 

腕白の勲章だった赤チンキ      ぐるぐると腕を廻して始球式 

錦織の腕は世界を駆け巡る      腕まくりブランド時計見せたがる 

碁仇がいつの間にやら腕を上げ    細腕の血を吸いに来る蚊が愛し 

壁ドンで迫れば腕に嚙みつかれ    デュエットは腕を組んでも揃わない 

板前の腕前わかる卵焼き       腕組みを解けばストレス消えていく 

南亭琴内（米岡泰） 南亭琴内氏どんでん返し97  ＊時事川柳  & Ⅱ.頭の良いブロンド？ 

家族旅行に 夕食も公費か せこい知事  政治資金で 別荘通い 疑惑増すぞえ    
コミックや 時代小説 知事読まん    ロボットは 囲碁人間に 負けません  

  
 ブロンド娘が田舎道をドライブしていると、道路脇に羊牧場があるのに気付いた。 
早速、娘は農場主に掛け合って羊を一匹売って欲しいと頼んだ。 
「ここの羊を全部数えられたら、一匹持って行っていいよ」娘は牧場を一渡り見回すと、 
「365頭よ！」農場主はびっくりして「大正解！ブロンドはみんな馬鹿かと思ったら、 
あんたみたいのもいるんだなー！好きなのを一匹持っていきな」ブロンド娘は大喜び 
して農場に入り、可愛らしいのを一匹連れてきた。ところが農場主は「それはダメー！」 
「えーっ！どれでも良いって言ったじゃなーい」「それは俺ん処の犬だよ！」  

柴本和夫      言葉の研究   今月は舛添騒動特集・・・つっこみが所満載。テンコ盛り 

舛添の主張・・・都民のお叱り ⇒しんし（真摯）に～受け止め～ます。 

     都民の主張・・・都知事の品性 ⇒しんし（紳士）と～受け止め～ません。 

違法ではないが、不適切 
    ・二次会の≪はなの舞≫で、残ったお酒をポットでお持帰り 
    ・横断歩道を、手をあげて渡らない大人・・・子供はやっている 
    ・スーパーの安売・・・・目玉商品だけしか買わない人 
    ・デパ地下で、試飲・試食だけでして買わない人  

・高年男性・・・・大きな音のクシャミを轟かせる姿 
 

○○の舛添です■四面楚歌の舛添です。 

文春の四面に～舛添は潔癖～記事が掲載されてます。 

読めば～必ずや・・≪そうか！≫と納得されるはずです。 

四面そうか！～の舛添です。 
●着服の舛添です。 

・漢字を書く時は、チャイナ服を～着服すると、上手に書けます。 
・和歌を読む時は、和服を～着服すると、良い句が読めます。  
・公務をする時は、公金を～着服すると、公務がはかどります。 
すべからく～着服の舛添です。 

◆辞意を固めた舛添です 
残り≪もの≫には～≪福≫がある・・・と言いますが 
私に残ったのは、あのチャイナ服だけです。 

⇒ 残り≪者≫には、≪服≫がある 
じい（辞意・爺）は悲しいの舛添です 
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曽田英夫          狂歌NEW門  

 

こだわりはない どこでも行ける 

 ご馳走を してあげるから ついてこい こだわりはない どこでも行ける  

 仕事終え アフターファイブ 今日は何 こだわりはない どこでも行ける  

 汽車に乗り あてのない旅 出かけよう こだわりはない どこでも行ける 

めでたい時は 笑顔で祝う 

 ついに来た ６８へ 到達し めでたい時は 笑顔で祝う  

 川柳が NHKで 全国に  めでたい時は 笑顔で祝う   

 今月は 好成績と 上司ほめ めでたい時は 笑顔で祝う  

世間はいったいどないなってまんねん 

 交流戦 やはりパリーグ 強かった セリーグやめて 負（フ）リーグとなる 

 円楽が 司会の座もなく 不倫バレ 女房えらい サビも味とは 

言い訳を すれば反発 増すぞえと 要一気になる 辞任だったが  

 熊が出る 全国くまなく 熊が出る 出会えばジョーク 笑わせ逃げる 

 イチローが ヒット量産 ローズ超え イチロに伸びる すごい記録に 

 蝶なのか 蜂であるのか いやアリだ 世界の王者 死ぬこともアリ 
                   
門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 
 
１）リオドコロジャネイダロの騒動 
２）白状委員会否決で疑惑解明ならず 
３）♪セコイはしみったれて 大なり  小なり  

あなたの散財へ 公費がゆくの やばいと誰もが 
   心配するけれど 違法性がないから 大丈夫なの  

だんだん深みへ はまっていくのよ 可愛い子供 
    やめてと泣いた 男だったら 言い訳せずに  

疑惑晴らして 辞職してね♪   （瀬戸の花嫁） 
４）♪レイホーレンホー♪の呼び声にも 

“ヨー出る”とは言わず 
５）断言が讒言だった増税案 
６）腹黒が目を白黒して落とされた円楽 
７）EU は易し 行うは難し  離脱問題 
８）クマなく探して退治せねばならない 

 

上の空組 印南博之    大娯解      梅雨ですよ 

♪ あめ雨降れふれ母さんが蛇の目でお迎えうれしいな へー君のお母さんは蛇年生まれだったの？ 

◆カッパ カッパラッタ 傘をかっぱらった 

◆長靴と足駄が喧嘩して ゲタアウトといって靴に蹴りだされちゃったんだ 

◆ギリシャ語ではＫをカッパといいます だからね 

                雨に降られたらみんな紙にＫとかいて頭にかぶるんだってサ 

◆気象台によりますと虹は必ずしも２時に出るとは限りません。 

◆レインボーのボウが弓の本体で地平線か水平線が弦糸なんだってさ  

◆ ♪ 飴あめザクザク店員がコンテナひっくり返して大騒ぎ 

◆ ♪ かっぱからげて三度傘 そんな傘みたことないね？ 

そりゃあんた江戸期に京大阪江戸を毎月３回往復する飛脚の雨具でござんす 

https://www.bing.com/images/search?q=%e9%87%8e%e7%90%83%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc&view=detailv2&&id=CC118F89FDEE8E88AE2C2CF550D383CA47CF49CD&selectedIndex=1&ccid=VNYVzApw&simid=607994094027801234&thid=OIP.M54d615cc0a7058ecdcb8178190af0808o0
https://www.bing.com/images/search?q=%e3%83%84%e3%82%ad%e3%83%8e%e3%83%af%e3%82%b0%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%84%a1%e6%96%99&view=detailv2&&id=31EB2AE03ABA2B4BB980F8F4310300C2F4049A6D&selectedIndex=10&ccid=0BMS/LZJ&simid=608012575261656736&thid=OIP.Md01312fcb649692f519cbe92b41ddd20o0
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 高木正明 コミックどどいつ瓦版（299） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

◆千千に乱れる 都知事の詭弁 辻褄合わせに 汗をかく  
知事に優しく 進言しても 耳なし要一 聞き入れず   
政治資金を ポッケに入れて 家族思いの 乱費癖  
不適切でも 違法じゃないと 甘い精査の 第三者  
与党も見離す 舛添城も 遂に落城 四面楚歌  
政治資金の 規制というが 寄生している 議員諸氏  
嫌う百条 何故かと言えば 脛に傷持つ 疑員諸氏  

◇やって来ました 参院選挙 セコイ人より 頼み甲斐  
武器も売ります 核廃絶も 語るオバマの 裏表  
乱射事件が 多発の国は 規制出来ずに 銃寄生  
綱紀粛正 命令効かず 悩む沖縄 鬼米兵  

■山へ子供を 放置の父母ら 親の躾が 要る時代  
クマの縄張り 山菜採りに 行ってばったり 命懸け  
元素発見 巨額を賭けて 遠い実利の ニホニウム  
人に笑われ 悔しい思い それを記録にする イチロー   

 

海郷達人          駄洒落 梅と杏子 

 

我が家の庭の梅の木に今年もたくさんの梅の実が付きました。一キロほどの梅の実が取れたの

で、これで梅ジャムを作りました。微妙な酸味のある美味しい梅ジャムです。これを懇意にしてい

るお隣さんにもお裾分けをしました。そのお隣さんからお返しにと杏子のジャムを頂きました。お

隣さんのお庭には立派な杏子の木があるんです。 

ところで、この梅ジャムと杏子ジャムどちらが上だと思いますか？ 

これがどうも杏子が上のようなんですよ。 

つまり、あんずよりうめがやすいと。（案ずるよりは産むが易い。） 

 

阿部博      今月の感動！   歌集『キリンの子』から 

 

●目を伏（ふ）せて 空へのびゆくキリンの子 月の光はかあさんのいろ  

●干からびる みみずの痛み想像し 私の喉(のど)は締(し)めつけられ る  

●あおぞらが、妙に、 乾（かわ）いて、 紫陽花が、 あざやか なんで死んだの  

●揃えられ 主人の帰り待っている 飛び降りたこと知らぬ革靴  

●慰(なぐさ)めに「勉強など」と人は 言う その勉強がしたかったのです  

●名づけられる「心的外傷」心って どこにあるかもわからぬままで  

●手を繋ぎ二人入った日の傘を母 は私に残してくれた 

  5/17（火）、清原裁判。東京地裁 
425号法廷の20席（全42席）の 
傍聴券を求めて3,769人が並ぶ。 
バイト料千円、当たれば1万円。 

 当るまでリストバンドははずせない。 

美しい花は、泥の中に咲く―― 目の前での母の自死、児童養護施 設での虐待、小学校中退、ホーム レス生活。拾

った新聞で字を覚え、 短歌に出会って人生に「孤独な仲 間の姿」を見いだせたという、鳥居 の初歌集『キリンの

子』から。あわ せて『セーラー服の歌人 鳥居』（岩 岡 千景）も一読を。 

 

雇われし三千強の列静か 
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吉永こ百合   はめ字   長崎旨い物三昧「かまぼこ、カステラ、皿うどん」 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平井幸雄    とんち創作感字  最近の世相や NEWS をイメー字・感字（漢字）にしてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
二流亭転失気奴（高畑 傳）生前法名（教傳院釋印熱） 選挙ご支援 ご挨拶 
 
 電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、すべて私の不徳と真摯に受け止めて反省しております。  
また日本人平均所得 世界ランク 19 位！ 日本の子供の物質的豊かさ世界 23 位と低いのも、総理の

外遊費13億円。 舛添知事のお供ぞろぞろ外遊費2億4000万円も、すべて私の不徳の至り、真摯に受
け止めております。 
日本のＧＤＰも上がらず、景気回復、デフレ出却も進まないのも、これまたすべて私の不徳と真摯に受

け止めています。我々に清き一票頂けますれば、今後益々頑張って、景気回復、福祉強化、地震防止、暑
さ防止、水不足予防 大雨・地滑り防止、高齢化防止、少子化防止等々に万全をきして務めて参りますの
で、今後とも益々のご支援ご鞭撻の程宜しく申し上げます？！ 

黴（かび）らしく華美（かび）に美化（びか）してみた。黴も北海道
置き去り少年、湿気（しっけ）・躾（しつけ）が原因 

 

公私混同をしないように第三者の講師近藤先生に教えを乞う 

たら？講師料は、公費と私費で折半？ 

都知事を「やめ舛（ます）！」と、最期は、自腹を切った 
金 
  

風鈴（ふうりん）は、爽やかな音色が魅力だが、不倫（ふりん）が、あちこちでうるさい。 
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信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕） ○ 清濁擬音都々逸 no.2 

 

◎ コロコロ      コロコロに 太った彼女と 所帯を持てば 食っちゃ寝るの ゴロゴロ化 

・ゴロゴロ     コロコロと 笑う彼女に 一目惚れだが その後欠点 ゴロゴロと  

コロコロと 転がるボールに ころび骨折 寝たきりになり ゴロゴロだ 

◎ カタカタ      カタカタと 最初は小さな 揺れだったのに 続いた本震 ガタガタと 

・ガタガタ     カタカタと 隣人（となり）の音が 暫くすれば 本格喧嘩で ガタガタと 

カタカタと 入れ歯が鳴るし 加齢も進む 足腰、歯茎 ガタガタに 

◎ ソロソロ      ソロソロと 喧嘩相手を じっくり見れば 相手の助っ人 ゾロゾロと 

・ゾロゾロ     ソロソロと 親父の遺言 開いてみれば 借用証書が ゾロゾロと 

ソロソロと 母の遺言 開いてみれば 謎の恋文 ゾロゾロと 

◎ ハテハテ      ハテハテと 昇進試験に 挑んで見たが 解けず唯  々 バテバテに 

・バテバテ     ハテハテと 人生相談 受けたは良いが 深刻過ぎて バテバテに 

ハテハテと 気に病む前に 告白したが 緊張の余り バテバテに 

 
野本浩一  お写落日記  【熊本へ思いを寄せてボランティア 街頭募金初の体験】 
 

6月15日神保町岩波書店前の交差点で街頭募金活動を初体験。 
「千代田区社会福祉協議会です。ただいま熊本地震の街頭募金活動を行っています。よろしくご協力お願い

いたします」この文言をしっかり覚えて、延べ百回近く声を出した。街頭募金が初めてという学生さんに混じ
って小生も初めての実施。 

18：00少し前から19：30まで。1時間半での成果は19，310円。こちらは学生さんたちが正確に数えた。 
60人近い人数で神田、秋葉原、東京駅の8カ所に分かれての活動は、大きな成果が出た。その日の合計金額

は12万円を超えたとのことで、合計金額が発表されたときには大いに湧いた。 
 

 

            
 

 

 

 

 

二三回大きな声で呼びかけりゃ ためらい消えてやる気あふれる 

少しずつやる気あふれる募金だが 金はあふれず溜息が出る 

溜息を押え一時（いっとき）立ち続け 仕事を終えりゃビールは旨い 

 

若狹芳生    ■映画「６４ロクヨン」のタイトルは、６４ムシ出来ない面白さ！ 

 

江戸の狂歌「４歌仙小用に立ったそのあとで小町業平なにかヒソヒソ」 ４歌仙に

小野小町と在原業平を足して古今集の６歌仙です。 

戯作者・太田蜀山人が殿のご機嫌伺いの題材６ロク歌仙を殿の戯れで４ヨンに変

更して歌いました。 

殿がここはわしの４６シロじゃ、早く４６シロと迫ったんでしょう。 

蜀山人は、スポンサーの殿を６４ムしできなかったわけです。 
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  例会前の皆さんの笑顔をご披露させて頂きます。笑いに来て下さい。待ってます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 先月に引き続き、居酒屋「はなの舞」ネタです。「健康十訓」最後をしっかり見ましょう。 
「少肉多菜・少塩多酢・少糖多果・少食多噛・少衣多浴・少言多行・少欲多施・少憂多歩・少車多歩・少憤多笑」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★2016年6月22日例会参加者 18人  18人いて皆さんそれぞれに18番のお笑いです 

野本浩一、阿部浩、門口泰宣、高木正明、佐々木裕子、佐藤忠恕、森昤二、曽田英夫、柴本和夫、 

平井幸雄、佐藤俊一、阿部博、印南博之、高畑傳、米岡泰、藤井敬三、神代京子、尾垣聡子 

 

 

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 ） 

8月24日（水） 千代田スポーツセンター７階     第２集会室   

9月28日（水）、10月26日（水）  千代田スポーツセンター７階の予定 

尚、都合により今年は 11月16日（水）、12月14日（水）が年内の予定です。 

･･･千代田スポーツセンター予定  ＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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