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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

細長い日本列島、まだまだ花見を楽しんでいる方々も 

多いのでは、と思います。盃を交わしながら、洒落も加えて、楽しい交流をしましょう。 

 

                例会出席者の方も増えて、ますますの充実振りで何よりです。 

               沖縄三線のしくみがよく分かりました。 

奥村さんの器用さに脱帽です。 

（毎月のお手紙、そしてカンパを、本当に有難うございます。とても、助かります）  

               ジョークサロン、益々のご発展、大慶に存じます 

諸般の事情で例会には参加出来ませんが、送付していただいている 

伝笑鳩で楽しませていただいております            

日本は「法治」国家ではない、右翼「放置」国家だ 

高輪プリンスホテルの日教組集会に関わる契約違反や映画「靖国神社」に関する映画館の対応など 

をみると、日本という国は民主国家ではないなぁとつくづく情けない 

 

              今年の1月、日本経済新聞の紙上で貴クラブの事を知り、今日まで

その            その切抜きを机の上に置き去りにしてしまっておりました。 

メールで2008年１月No.219 を拝見し、入会の申し込みをする者です。 

1937年生まれで、満71才の現役で小さな建築会社の役員をしております。東京へも出張で出か

ける事が多いので、貴クラブにご挨拶にお寄り出来る日を楽しみにしております。 

（どうぞ、どうぞ、お寄り下さい。役員でも、議員でも、職員でも、構いませんよ。待ってます） 

              餌が切れても、届けていただき恐縮しております。                      

              三月をもって職を引きましたので、何かと残務整理に追われており

ます。毎日が日曜日となりましたので、一度は例会にも出てみたいと夢をふくらませています。 

（飲み会だけでもﾈ）何はともあれ、餌をお送りします。よろしくお願いします。 

 （どうぞ、どうぞ、お越し下さい。例会でも、飲み会でも、構いませんよ。待ってます） 

 

               毎号、毎号“笑いに勝る免疫力アップは無い！”・・と楽しく 

               読ませていただいてます。 

例会に出席できないのが残念ですが、これからも宜しくお願い致します。 

               

              鳩が飛んでくるえさ代を忘れていたかもしれません。 

              鳩が飛んでこなくなると混迷する政局とサブプライムローンとか、 

無防備の市民が襲われる事件等々嫌なことばかりで笑えぬまま越月しなければなりません。こうい

うときこそ厭世気分をポッポと笑いで吹き飛ばして楽しく過ごしたいものです。 

 

 

町田市／青木孝さん 

 

浜松市／吉田昌弘さん 

 

                       

札幌市／奈良孝一さん 

 

                       

川崎市／池田功さん 

 

                       

板橋区／大井 碧さん 

 

 

近頃厄介もの、 

「セクハラ」 

「パワハラ」 

「イシハラ」 

      横浜市／門口泰宣 

 

                       

三鷹市／市井雅敏さん 
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                         若狭芳生   禁言迷言「駄じゃれの泉」 から   

                              ＊春は揚げ物 

                   ＊鰯の頭も新人から 

                     ＊年寄りのニヤミス 

                      ＊猫に今晩わ 

                       ＊切手貼ったの世界 

            （2007年1月に浪速社からの発行：駄じゃれ一杯の本です） 

 

                                

「あると面白いと思うものは」 

  秀逸：ベンツの軽自動車       世田谷区： 奥苑 順子 

 【評】販売されたら真っ先に買います 

入選   

    左利き用と書いてある箸     （さいたま市：北沢 正嗣） 

必ず当たる宝くじ        （文京区：稲葉 浅治） 

妻の機嫌の天気予報       （横浜市：織田 元康） 

    一時間だけスターになれるスプレー（世田谷区：水野 宏子） 

口説き文句全集         （中央区：土屋 妙子） 

     佳作 

マイレージの貯まる病院     （横浜市：阿部 浩） 

ジョークがすらすら書けるペン  （さいたま市：高木 正明）  

人間にしっぽ          （千葉市：岡部 千代松） 

宇宙行きの列車         （高知市：高橋 満子） 

空飛ぶ自動車          （稲城市：藤井 敬三） 

地獄ののぞき穴         （佐倉市：笠原 宏之） 

人差し指に目          （広島市：香川 信子） 

打出の小槌           （世田谷区：川島 幸子） 

へそのある栗          （鎌倉市：若狭 芳生） 

無愛想な人に効く笑薬      （三鷹市：市井 雅敏） 

動・植物と会話できる機械    （荒川区：藤野 哲康） 

心が読めるメガネ        （船橋市：山田 三郎） 

センター試験にものは付けの出題 （京都市：牟禮 丈夫） 

夫婦用ウソ発見器        （大田区：高 栄子） 

    政治家用ポスト         （横浜市：杉崎 清隆） 

         

   次回の題 「笛を吹いても踊らないものは」 

 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹  

   〆切 ：5月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123  

  秀逸･入選に図書券進呈 
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では、まずは恒例かつ高齢になりつつある・・・・・いつものやつ 

    一斉に 花咲き乱れ 暖かい ジョークサロンで 大いに笑おう  曽田英夫 

 

 ＊＊＊＊＊ この所、「川柳」派が増加中・・・・・・・＊＊＊＊＊ 

      

渡辺達雄        イラ付き川柳 

                 

 ＊電車内 白眼むきむき アイライン 

 

   ＊登下校  

     本より多い 

      マスコット               ＊啓蟄で  

臍も出てくる 

 女性たち 

      

藤井敬三         

 バイリンガル舌を二枚に使い分け     舌足らずさえキャラにするテレビ界 

 舌戦があるからリング面白い       舌先でごまかしているマジッシャン 

 真打も素人芸に舌を巻き         新しい歌はカラオケ舌を噛む 

 封筒も切手も舌でラブレター       デパ地下の試食で肥えた舌自慢 

 三ツ星の味分からぬと舌が言う      温暖化ポチが舌出し訴える 

 叱られて壁に向かって舌を出す      舌の根が乾かぬうちにまた始め 

 舌鼓先に打ちつつ接待し         舌を診て体温計り初診料 

 

 

土屋妙子         浮世絵川柳「男の天国と地獄」 

 

  橋の上ふりむく美女に一目惚れ      猫抱きて憂い顔なる佳人かな 

  朝寝して味噌汁旨し恋女房        すねている後れ毛淡し幼な妻 

  昼寝する夢こわしけり鬼女房       夜なべして家計助ける世話女房 

  髪結いの亭主をきめる果報者 

 

山田三郎        ひねもす川柳 「チト怖い」 

 

  留守中の我が家に電話チト怖い         小遣いの値上げ申告チト怖い        

  止まり木で時価注文しチト怖い         サングラス隠れた視線チト怖い       

 

稲葉浅治              川柳「がっくり」 

 

  政治家が減って政治屋増えている     当選をすると公約お蔵入り 

  社保庁ですでにお墓に入ってる      目が覚めた美女に似合わぬ喉仏 
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信太わか    うそのような本当のはなし（下ネタでご免） 

 

 その１． 私が働いていた病院の検査室に、ある給食室から検便の依頼が届いた。検査台の

上で、さて容器を開けたら、「なにこれ、４個とも同じ中身！」   

      支えあい、分かち合う職場の仲間 

 その２． やはり検査室に、中学生らしい男子が検尿に来た。「このコップに、お小水を少

し採ってお出しください」ややあって、コップが差し出された。えっ？ 中身は、

どう見ても水道水。 

      男性に「オシッコを」なんて言えない若い女性ばかりで困ったー・・・ 

 その３． 妹と掛けている電車の席の前へ３０代くらいの男性が立った。あらら、ジーンズ

のジッパーがあいてる。しばらくして下り際の男性にさっとメモを渡す。 

「目のやり場に困ります。ジッパーをお上げください」 

      素朴そうな青年のあわてぶりたるや・・・ 

 

一ノ瀬善秋     シャレクスピア（洒落久寿緋夜）のひとひねり 

         － 七五調 花の宴－ 

 

さあ～さ夜桜 見物に     「黄桜」さげて 珍味もち 

花の都の 三名所       上野は混むし 飛鳥山 

つまんで唄って 桜色     千鳥ケ渕へ 千鳥足  

染井吉野の 頬の色      みんな女性は 姥桜 

おっと失礼 満開で      色も香りも 濃艶で  

牡丹桜は これからよ     いつしか私に ぴったりと 

しだれ桜で 寄りかかる    これはいいぞと花（鼻）の下  

早いよ今夜は 徒（あだ）桜  仲間はそれぞれ 花と散る 

世も更け花も 薄墨に     握る右手を ぴっしゃりと  

叩かれ酔いも 醒め桜     いつしか上智へ近づいて  

歩きつかれて 花を踏む    現実・夢も 散り落ちる 

                              「冗痴大学文学部・欠作」 

 

堀川 静雄 （ペンネーム：堀 秋人）  「そりゃ、ないよ」 

◎ お墓の売り込みの電話が自宅にあった。 

営業マン「安いお墓のご案内をしています」 

母（88才）「ハイハイ、ボチボチ必要な年になりました」 

営業マン「広くて、電車で 30分で行ける所にありますよ」 

母（88才）「30分もかからないで、すぐ行く所はありませんかね？  

今すぐに行きたいの」 

営業マン「？？？」 

◎ センタク連合結成される 

汚れを落としてから入るか 入ってからセンタクするか。 

                      【汚れた政治家のつぶやき】 

◎ 昔「結婚記念日」     ◎昔 「捨てないで」・・・・・妻 

今「従属記念日」      今 「捨てないで」・・・・・夫 
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楠田 健      笑いはいつもクスクスダ    

 

＊ 総入れ歯 虫歯がないと 威張ってる 

＊ 村上、村中、村下さん 分け隔てなく 付き合ってます 

＊ 薬局の看板「足がつる人」良い薬あります。 

   追加して「足がつる人、頭がつるの人」良い薬あります・・・・・と。 

＊ 糖尿病、闘女房 どちらも大変 心して 

＊ イケメン：池袋製 明太子 

＊ ＫＹ  ：カカア やる気ない 

＊ 面白実在病院名   板井歯科・・・・・・・・痛い 

               川野皮膚科・・・・・・・皮の 

               乗杉産婦人科・・・・・・乗り過ぎ 

 

   <小咄> 

   久しぶりに柿が食べたくなり八百屋に入ると、旦那と奥様がいらっしゃいませと、出迎えて

くれた。奥様の顔を見ると、年だがかなりの厚化粧。私は、旦那に「綺麗な奥様お持ちで幸せ

ですね」と言うと、「良かったら、柿と一緒に持って行ってよ」と言う。 

   私はすかさず、「長年商売やってますが、『骨董品』だけは扱いません」と言い残し、柿だけ

３ヶぶらさげ店を出た。 

 

織田元康           駄洒落ッチャ・アラカルト 

 【駄洒落つぶやき】      【ダダ駄洒落五行歌】        【聞いた話】  

 

 

 

                  

   
☆アップアップ 
中国：食の不祥事で 
日本：食料自給率が 

 
☆東京新銀行 
 俺も引くに引けなかった 
    ー前日引いて勝った力士ー 
 
☆子ヤギの泣声 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆アップアップ 

  中国：食の不祥事で 

  日本：食料自給率が 

☆日銀総裁 

 万事塞翁がウマ 

 人事採用がウマくない 

 

☆１８才へのアンケート 

「大人扱いして欲しいか？」 

「イヤ（１８）！」 

 

☆表彰台 
真央は真ん中(中央)が似合う 

 

☆調査捕鯨 

 実は目鯨派なんです 

    ーグリーンピース 

☆揮発油税失効 

  税も揮発する？ 

 

☆「奥様ー」 

どこの？？？ 

「奥サチコ様ー」 

ああ、苗字なんだ 

院内呼出しの戸惑い 

 

 

☆娘とのシュノーケル 

ボーゲンで転倒したら 

高速男が 

「バカヤロー」 

それは暴言だー 

 

 

☆なんでうちの子 
試合に出られへんのー 
あのねーお母さん 
私ね、試合に 
勝たなあかんねん 

 

☆9.11イラン人犯人説否定 
イラン人１３人があんなに 
遅刻せず集まれるか 
意見を言わず従えるか 
一糸乱れず統率されるか 

 
☆店の人気今昔 
従来：赤提灯 
最近：緑提灯 
(国産食材比率高い店） 

50%→☆、60%→☆☆ 

 
☆救急車の今昔 
 昔：来たら一安心 
 今：来てからが心配 

 

☆万能細胞 

 山中教授の労を 

ネギらいます 

 

☆ローマは一日にしてならず 

 老婆は一日にしてならず 

    －石井好子(８５歳) 
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平井幸雄     ちりとてちんスペシャル 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南亭琴内（ＮＯＮＥ ＴＥＡ ＣＯＴＴＯＮ ＥＹＥ）：米岡 泰   パロディ英語版 

 

SAY!  KIRK  KNOW  WHICH  DAILY  CORN                            性格の不一致で離婚                                

ＡＲＥＮ‘Ｔ ＹＯＵ ＭＯＲＥ ＳＡＣＫ？                      暗中模索 

ＤＹＥ ＷＥＲＥ ＳＨＯＷ， ＷＡＬＫ ＣＯＬＯＮＥＬ．        大は小を兼ねる 

ＡＲＴＨＵＲ！ ＮＯ ＴＡＣＫ ＭＥ！ ＮＯ ＣＯＭＥ ＩＮ！  浅野内匠頭 

ＷＨＡＴ ＡＴ ＴＥＡ ＥＡＴ ＭＯＲＥ？                      笑っていいとも   
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信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕） ○ 四字熟語崩し、珍妙八字熟語 

①    暗（ 中 ）模（ 索 ）              

②    悪（ 戦 ）苦（ 闘 ）              

③    暗（ 雲 ）低（ 迷 ） 

①  暗（礁）模（試）     暗（欝）模（様） 

 隣の息子、今まで順調に行ってたんだが、本番近くの模試で挫折、どうも鬱状態になっちゃってる様子だ。 

②  悪（女）苦（労）     悪（妻）苦（悶） 

 悪女で苦労ってーのは意外と悪くないもんだが、これが悪妻になると深刻で悶絶寸前になるぜ。 

③  暗（記）低（調）     暗（示）低（迷） 

 暗記力が低調になったんだって、記憶に頼ってたお前の学力は当分低迷せざるを得ないのかなー。 

小噺  『生活習慣病』 

ご隠居  ： おや、八っつあん、どうしたね、いやにはれぼったい顔なんぞして。 

八っつあん： いやーこんところ、悩み事が多くて、少々睡眠不足気味なんすよ。  

ご隠居  ： お前さんの悩み事って言やー、競馬でまた負けて店賃が払えなくなって、大家さんへの

言い訳考えるとかなんとか、どうせそんなとこだろー。 

八っつあん： えっ、図星でやんすよ。どうしてご隠居さんがそこまで分かっちまうんですかねー。 

ご隠居  ： お前さんの考えてること何ざーお見通しって訳じゃよ。でも最近の研究では、睡眠

不足だと高脂血症、高血糖、肥満等の生活習慣病になり易いってことだから注意し

なくっちゃなー。尤も寝すぎもいけないみたいだから、結局適度の睡眠を取って健

康に暮らせってことだな。 

八っつあん： 店賃の支払い、本当にどうするかなー。おっつ、そーいやー大変だ、女房のへそく

りを使い込んだのがばれて、返すのが今日中だったんですよ。ご隠居さん、どうし

ましょう。 

ご隠居  ：  そんな風に色々くよくよ考えてると益々睡眠不足になるから、本当に生活習慣病に

なっちまうんじゃーないかい。 

八っつあん： ご隠居さん、あっしの場合、睡眠不足から来る生活習慣病より、もっと切実なのは

お金不足から来る生活不安病でやんすよ。 

そこで狂歌を 『寝すぎても 寝られなくても なるという 成人病を 恐れ寝付けず』 

『血圧も 中性脂肪も 血糖も 高いあなたは なぜよく眠る』 

 

野本浩一   お洒落日記：３月２２日「クスリありますか？」 

 

午前中は、自宅近くの内科に出向き、降圧剤の処方箋を出してもらう。昼過ぎに、近くの薬

局に出向き、処方箋を出して、「これ、お願いします。暫し、メール便を出しますので、直ぐ

戻ってきますので、よろしく」と、頼んで戻った折に、薬剤師の方から 

「何か、気になることあります？」と聞かれた。 

「そうですね、最近の株価急落、円高。日銀総裁。それと４月以降の会社の販売計画ですかね」

と、答える。 

「それ用のクスリは、ないみたいです」と、一緒に苦笑い。 

 

 その昔かかりし病気金欠病 未だ治らずクスリとてなし 

   わが身より何故に気になる世の中よ 忘れりゃ命永らえるかも 
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奥村篤史 アッシー君の かっぽれかっぽれ！人気のかっぽれ発表会 洒落日記 

1 月末でしたが、かっぽれの発表会がありました。発表会と言っても日頃の練習会場の公民館祭。

会としては4度目。アッシー君は２度目の出演。出番は午後一を狙ったが、館長がかっぽれは人気

があるからトリです！と厳命。当日、前の演目の入りが3-4割だったのが、10分後かっぽれ始まる

よの声にお客続々！ 椅子を増やしたが立見客まで。とは言っても5-60人。 

「☆トリをとり踊るかっぽれ都鳥」「☆客席も取り合い？かっぽれトリの芸」「☆何故人気？ 

楽しい？明るい？派手な芸？」or以前にもご紹介した美人師匠の梅后花夢の人気？ 踊りに珍しい

アッシー含めた男三人衆人気？ 今日も師匠には「☆目を付ける前にお目付け目を付ける」とお目

付役のご主人が同行。「☆踊るアホーに見るアホー同じアホーなら踊ろよ かっぽれ」。ともあれ派

手な赤い浴衣に緑の帯・緑ステテコ、赤タスキに鉢巻姿の約10名。365歩のマーチで登場する。「☆

待ってました！に 美人師匠も顔赤め」「☆歳忘れ派手着着て舞う ウン百歳」「☆365歩マーチ よ

ろけて歩き400百歩？」「☆赤浴衣 還暦過ぎぬと着させぬぞ？」 

 

美人師匠の司会でまずは唄入り伊勢音頭。おめでたい粋な短―い踊りだが、初めてで緊張ぎみ？ 

「☆瞬きもせずに終った伊勢音頭 ∵客は短く踊り手緊張」 「☆イセーよりイキーですイナセな

イセ音頭」。続いてはアッシー君が何とかマスターしたいお気に入りの深川。坊さんが禁じられてい

る御茶屋に頬かぶりをして行き、芸者と酒を交したり狐拳をしたりという二人踊り。楽しさ面白さ

が出れば本物だが、アッシー君の思いは「☆深川を一人で踊りゃプロ芸人」「☆投げ銭を貰うにゃ深

川一人芸」「☆深川に深い重いの一人芸」「☆アッシーの深川見てね100年後」 

 

最後はおなじみ かっぽれ！ 江戸末期から明治に変わる頃大道で盛んに行われ、中でも願人斎梅

坊主が大人気。 網引き（みかん船）・喧嘩（都鳥）・石投げ（壇ノ浦）の3部作。喧嘩は楽しいが

難しく、まだ練習中で残念ながら今回は省略。「☆発表をしない芸だけよく見えて」 

「☆紀伊国屋 茶屋でかっぽれ銭を撒く」「☆梅坊主 大道でかっぽれ銭拾い」「☆アッシーは

舞台でかっぽれ 愛嬌撒く」 でも本音は「☆アッシーもかっぽれでかっぽり銭拾い」。会は賑やか

にアッシー君の三本締めでおめでたく終了。昨年は三三七拍子と思わず叫び「☆三本締め三三七で

は締まらない」と語り草となっているが今年は上々。お客様から良かった！良かった！終わって良

かった？ の声も掛かりヤレヤレでした。現在生徒14名だがまた増えるぞ、今年は子年だ。「☆取

らぬ生徒の皮算用すれば 増えすぎ困るねずみ算」。来年は喧嘩と奴さんの発表を楽しみに！「☆来

年はオヤ？マー！女形に？ 奴さん」 ・・・生徒2名増えました！ 

高木正明    《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》           

    春のうららに 支持率下げて 何処へ行くのか 福田丸 

   返す気のない 顧客に融資 更に注ぎ込む 石原銀 

   老いの目玉に 優しい紙面 各紙メガ文字 揃い踏み 

   宇宙実験 きぼうに乗せた 年金手帳が 宙に浮く 

   痴漢騒ぎで 男性被害 男も欲しいよ 専用車 

   校長室から 脅迫メール スリもやります 狂育者 

         あっちこっちで 刺殺の事件 とどめ刺したい 悲惨劇 

   刺殺ストップ 秀吉流に ナイフ・包丁 刀狩 

   品格ないぞと 朝青龍に 品欠くファンの フトン投げ 

   やる気走る気 まだ続ける気 高橋尚子の ど根性 

睡眠不足は 肥満の元と 早め朝寝で ダイエット 
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門口泰宣         

１）国際通貨危機なんて関係ねえノンキ三兄弟、Ｉ（石破）Ｍ（舛添）Ｆ（冬柴） 

１） 団体旅行も丸抱え  道路特典財源 

２） 混迷で練習したのが裏目に出たか万事Ｑした  高橋尚子 

３） 責任の 転嫁にやっき 慎銀行 

４） 首相とて 空席同然 存在感 

５） ダライダマラシャイ     中国政府の弾圧 

６） 北京はＫＹ（空気が よどむ） 

７） ツチウラうらまで行き渡らなかった操作網  通り魔事件 

 

印南博之            大娯解 

♪ つまづいた つまづいた 新銀行東京  出せない 出せない ４百億円出せない 

  都民も 国民も そっぽむいた 

♪ こけた こけた 新銀行東京      出せない 出せない 黒字は出せない 

  どの人に聞いても しんちゃんのせい          （チューリップ） 

   

「円元とフランとでかけたドルポンド ユーロに追われて リアル・ディナール」 

  １．振込みが足りなくて打てなかった      敗戦監督談 

  ２．創業者の教えを金科玉条にしてきたらお札がたまった   （金貨） 

  ３．危機を為替ずに破産した 

  ４．「手を揚げろ！ お財布ケータイを出せ！」  最近の強盗 

  ５．現金引き出し機とかけて・・・焼き芋屋の窯と解く 

           どちらも中には「おさつ」がつまってる 

  ６．松尾さん、小林さん、正岡さん、お揃いで銀行へ？   いえ、吟行です。 

  ７．暗証番号を間違えて、暗礁に乗り上げた 

  ８．キャッシュカード対現金の取り組みは、引き落としでカードの勝ち 

 

曽田英夫                      狂歌ＮＥＷ門 

 

待てど暮らせど 吉報は来ず     

無理をして カゼでも働き 尽くしたが 待てど暮らせど 吉報は来ず 

新聞に 賞の候補と 載っている 待てど暮らせど 吉報は来ず 

この金は 一年後には 十倍に 待てど暮らせど 吉報は来ず 

どうでもいいさ いいかどうかは 

給料が 低くなっても 出勤し どうでもいいさ いいかどうかは 

限度超え 酔ってしまって 帰れない どうでもいいさ いいかどうかは 

出張で 反対向けの 電車乗る どうでもいいさ いいかどうかは 

 世間はどない なってまんねん 

 中国は いい情報だけ 流してる 本当のこと チベットだせば 

 白と青 千秋楽に 青が勝ち べらべら変な 大阪弁で 

 若いのに たいしたものだ 世界一 こおりに舞おう 実は魔王 
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切手・カンパ受領一覧（敬称略）   2008年3月18日～2008年4月14日 

北海道：奈良孝一    東京都：市井雅敏、青木孝、平野均  神奈川県：池田功  

千葉県：石井志津夫  埼玉県：吉見昌之  静岡県：吉田昌弘         

 【２００８年３月例会出席者】３月２６日 今回も集合順に記載。<太字は初参加> 

門口泰宣・一ノ瀬善秋・野本浩一・佐藤忠恕・樋口七郎・高木正明・平井幸雄・奥村篤史 

織田元康・堀川静雄・曽田英夫・松山カオリ・渡辺達雄・信太わか・信太文・渡辺みどり・ 

楠田健・山口幸子・印南博之・藤井敬三・杉崎清隆・飯野京子・加藤ゆう子・土屋妙子 

                                以上 ２４名 

＊初参加：杉崎清隆は、織田さんの紹介でした・・・ね。間違っていたら、御免なさい。 

＊年長組の土屋さんは、ちゃんと家を５時には出たと仰ってましたが、途中の道路が混んで 

 いたようで、到着したのは８時頃になっていたようです。お疲れさまでした。 

＊二次会：居酒屋の「多聞」という名前は、灘の酒から取った名前です。参加者の人数が 

 増えてきたので、いろんな方々の話を聞くことが多くなり、本当に多聞になりました。 

＊欠席組からのスペシャルメッセージ： 

 療養治療中の石井志津夫さんから「３月例会の作品、伝笑鳩をありがとうございます。私 

のコメントも載せて頂き恐縮です。あと２ヶ月、治療が続きますが、院内でも、笑って笑って 

病気と向きあって参加しています。エサ代少々寄付します。お礼まで  石井拝」 

２００８年５月例会案内   

５月２８日（水） １８：３０～（受付は１８：００頃から） 

千代田区立スポーツセンター  ７F第２集会室 

 住所：千代田区内神田2-1-8     ℡03-3256-8447 

「伝笑鳩」郵送希望の切手（一年分：８０円×１５枚）、お便りは下記宛に送付下さい。 

〒146-0085 東京都大田区久が原6-20-11 野本浩一宛  ℡&fax 03-3753-7725 

 

ジョークサロンのホームページと変集鳥E ﾒｰﾙアドレスは下記の通りです。 

U.R.L,: http://www.jokesalon.com  E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 

＊検索は「jokesalon」「ジョークサロン」どちらも出来ます。お試し下さい。 

ホームページ作成・メンテ：河野康博、渡辺みどり  
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