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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 変集鳥にも年金特別便が届きました。昭和５０年 

に某メーカーに入社したのですが、それ以降の記録が漏れることもなく記載されていました。 

 年金としてどれ位頂くことができるのかという案内はありませんでしたが、一応、将来は 

「なんとか貰えるかも知れない」「一応貰えるんじゃないか」「貰える可能性はありそうだ」 

 という漠然（！？）とした思いが湧いております。 

 それは、さておき、長生きする上で必要なものは沢山ありますが、気の合う方々との定期的

な会合、寄り合いは必要です。ジョークサロンがそんなお役に立てればいいな、と思います。 

 

             あいかわらずの盛り沢山に圧倒されます。長い作品が多いのも 

傾向でしょうか。努力のあとがよくわかります。 

良い夏をお迎え下さい。 

（青木さん、いつも簡潔なコメントや貴重なご意見、ありがとうございます。励みになります） 

 

                      先日は『ジョークサロン』の集まりに突然お邪魔させていただき、有難

うございました。おかげで、楽しい一夜を過ごすことができました。 

 ところで、帰りの切符を買う段になって、二次会の会費を少なくお支払いしたのではないかと、気になり 

 だしました。ボケてはおれません。切手同封いたします。よろしくご処理ください。 

  貴サロンのますますの発展をお祈りします。 

 

（大沢さんから例会の前々夜に電話がありました。不在でしたので、翌日電話でお話しました。サロン同

人の佐藤忠恕氏に「講演を頼みたい」というお話でしたので、例会の案内を致しました所、ふらりと顔出し

をして頂きました。例会そして二次会までお付き合い頂き、さらにカンパまで頂きました。ジョーク以外に

も、意外な付き合いが広がるものです。いろんな所で、いろんな方との一期一会がありますね） 

 

              地震のこと、まさか載せて頂くとは思ってもいませんでした。 

              ありがとうございます。要約して頂きまして、こそばゆい感じです。 

 実は、２２５号は６月２７日に届き、開いたのは7月2日です。１８７号以来、ずっと積んでお

くだけで開封しておりませんでした。これからは、昔の分をさかのぼって目にしてゆきます。 

（広川さんの「ダジャ連発」の復活を期待しております。投稿も待ってます！） 

  

             サミットはレイムダックの送別会 エコも石油も皆先送り 

              先生の就職昇進カネ次第 社会の信用大分(ｵｵｲﾀ)みする 

 

読者の皆様へ  伝笑鳩は１０頁になりました。川柳、狂歌、ダジャレ、何でもかまいせんので、 

お寄せ下さい。賑やかな伝笑鳩作りに励みます。では、今月号もお楽しみ下さい。 

 

 

京都市／広川友雄さん 

 

逗子市／大沢竜樹さん 

 

                       

コミックどどいつ瓦版  

★ 国民目線に 立ってと言うが 

   目線反らせて 増税案 

★ お役人さま お疲れさまと 

   居酒屋タクシー お出迎え   

    さいたま市／高木正明            

町田市／青木孝さん 

 

 

新宿区／志賀康一さん 
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選者 近影 

「ご応募、待って 

おります」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お詫び】先月の秀逸作品に関する【評】が抜けていました。 

＊ 「落ちそうで落ちないものは」 中日ドラゴンズの順位 （佐倉市／笠原 宏之） 

 【評】「落ちない監督だなんて･･･よせやい」と落合監督が言っております  

     

マンガ喫茶の読書      （荒川区：藤野 哲康） 

金正日           （横浜市：織田 元康） 

軍需産業の本心（戦争）   （京都市：牟禮 丈夫） 

赤い下着          （中央区：松山 カオリ） 

初恋時の胸の内       （さいたま市：北沢 正嗣） 

梅雨の長雨         （千葉市：岡部 千代松） 

病院            （佐倉市：笠原 宏之） 

ロックンロール       （横浜市：鈴木 びん子） 

介護の鬼嫁         （さいたま市：高木 正明） 

現金            （三鷹市：市井 雅敏） 

本物の中国産鰻       （板橋区：植竹 団扇） 

ニューハーフの姐御     （岩手県：片山 敦夫） 

５０年連れ添った女房    （文京区：稲葉 浅治） 

女性の上司         （船橋市：山田 三郎） 

鼻をかんだ後のティッシュ  （世田谷区：水野 宏子） 

ゲテモノ料理        （稲城市：藤井  敬三） 

ＳＭ趣味          （鎌倉市：若狭 芳生） 

キャリアウーマン      （高知市：高橋 満子） 

パンダの焼肉        （渋谷区：樋口 七郎） 

 

本当に好きな人    松戸市：堀  秋人  

【評】好きでもない人に言って「私も！」なんて言われたら どーすんの！ 

 

秀逸 

入選 

アゴの骨折          （世田谷区：奥苑 順子） 

パトロール中の婦警      （富士見市：高梨 富雄） 

高級な寿司種         （広島市：香川 信子） 

ライバル社の製品       （横浜市：阿部 浩） 

無作法なイケメン       （江東区：土屋 妙子） 

 

佳作 

次回の題 「夏バテを解消するものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹  

〆切 ：8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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高木正明    《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》  

    祝 例会発表２００回記念！ 

１． 問責決議は 関係ねぇと 片や信任 茶番劇 

２． 職場覗けば パートやバイト 上司は名ばかり 管理職 

３． 使い捨てする 非正社員に 今だ絶えない 蟹工船 

４． 機長不足で 欠航増加 退職・転職 パイロット 

５． 使い回しの 料理があれば 作り置きする 点滴剤 

６． 右と左の 眼を間違えて 手術した医師 大目玉 

７． ブルーレットは 置くだけだった 銀に除菌の 効き目無し 

  ８．シートベルトの 着用義務化 助手も後部も 待った無し 

  ９．司法修習 体験談を ブログ公開 してばらす 

 １０．メトロ通じて デパート・バトル 渋谷・新宿・池袋 

 １１．野良のニャンコと 仲良しオヤジ エサやり咎めた 家主刺す 

 １２．アキバ・ホコ天 狂気の沙汰が 血の海地獄に したダガー 

 １３．偽装飛騨牛 モーやめようと 部下が社長を たしなめる 

 １４．油切れして 漁り火消えて 出漁できずに 怒りの火 

 １５．捕鯨した肉 横領などと グリーンピースが 盗み出す 

 １６．百五十万 日系人が ブラジル移民 百年祭 

 １７．校舎の耐震 強度は見ても 天窓強度は 抜けたまま 

 １８．なまず暴れて 人家や田畑 山を崩して 堰止め湖 

 

門口泰宣         

１）スカイマーク社長「もっと働いて欲しい」パイロット「もうケッコウ」 

２）♪フィギュアコーチの 破廉恥行為で 

     母さん脇差買うの見た ヨラバコイ ヨラバコイ♪（よさこい節） 

３）お役人が乗るときは赤提灯にしています  個人タクシー 

４）裏口銭の作り方は書いていません   蟹工船 

５）秋葉来ぬと 目にはホコ天 見えたとき しず心なく 命散るらん 

６）ピッチャーのウオーミングアップを自粛してほしい  温暖化防止策 

７）牛肉擬装の飛騨ネが発覚  丸明 

８）♪白樺 青空 南風  小骨刺さる あの東シナ海の ガス共同開発 

    東京じゃ境界線がわからないだろうと 

     届いた胡錦濤の小さな包み 

       あの戦略互恵に乗ろうかな 乗ろうかな♪（北国の春） 

９）万馬券に当らずに、まんまと詐欺師にはめられた 

 

楠田健        「楠健のクスクス笑いクスリ」 

  冬のソナタ  シリーズ完成  春のアナタ 夏のドナタ 秋のコナタ 

  狂歌： 世の中は地デジ地デジでさわいでいるが どうしてくれるイボ痔とキレ痔 

灼熱の 照らす太陽 夏が来る ジョークサロンで 大いに笑おう  曽田英夫 

 

200回記念  

Ｖサインの高木氏 
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藤井敬三         

  ★恋終わり写真の顔に髭を描く      ★カミさんの白い口髭生ビール 

  ★髪の毛の薄さを髭でカバーする     ★定年後髭の手入れで昼になる 

  ★髭面がめっきり増えたクラス会     ★頬ずりを孫にするため髭を剃る 

  ★髭剃れば何処に行くのと孫が聞く    ★髭伸ばし脛をかじってフリーター 

  ★無精ひげ剃って出かける職探し     ★面接日髭を剃ったら風邪をひき 

  ★童顔を髭で隠して大リーグ       ★髭面が同じに見えるアラブ人 

 

若狭芳生こと戯作者：擦擦亭若狭（すれすれていわかさ：前戯高齢者） 

   シンプル回文集 

 みかたはたかみ              ○味方は高見 ○見方は高見 

  みたかかたみ               ○見たか？形見  ○診たか？肩身           

  みたかのかたみ             ○三鷹の形見   

  さいこのみんかでかんみのこいさ   ○最古の民家で甘味の恋さ 

  すんでみんかかんみでんす      ○住んで民家 甘味でんす   

  びんかんかんび                ○敏感甘美 

  どんかんかんど                 ○鈍感感度    

  

樋口七郎    ともかくいろいろ 

○ ヒラリー・クリントンのスカーフがひらりーと落ちた。 

○ オバマ氏はマケインにはマケィン（負けん）と言った。 

○ 日ハムの梨田監督、中田選手の一軍登録はナシだと述べた。 

○ 地デジは知らないが、キレジ（切痔）は知っている。 

○ レスリングの伊調選手、胃腸が悪いらしい。 

○ 水族館に海豚（いるか）はイルカ。 

○ 河豚（ふぐ）はふぐに食べよう。 

○ もんじゃ焼き、１人で食べてはさびしいもんじゃ。 

○ 老女が後期高齢者医療の不満で厚労省に籠城した。 

 

曽田英夫                      狂歌ＮＥＷ門 

★ 遠くて近い 男女の仲は 

知らぬ間に 出来てしまって 結婚へ  遠くて近い 男女の仲は 

宴会が 終わって消える 二人連れ   遠くて近い 男女の仲は 

Eメール 開いてみれば ラブレター  遠くて近い 男女の仲は 

★ やってみたって 漫画のようだ 

  ハゲかくし 茶髪かつらで 出勤し   やってみたって 漫画のようだ 

  この齢で 社交ダンスを 勧められ  やってみたって 漫画のようだ 

  コスプレで カラオケ歌い 振りをつけ やってみたって 漫画のようだ 

 ★ ヤマを越えたと 酒を飲む日  々

還暦を 迎え大台 乗ったので   ヤマを越えたと 酒を飲む日  々

仕事では クレームの雨 解決し  ヤマを越えたと 酒を飲む日  々

急病し やっと退院 家帰る      ヤマを越えたと 酒を飲む日  々

 

 

祝還暦到達！ 

＊ジョークサ

ロン快鳥！ 
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<織田元康>       【コミックどどいつ初トライ】 

 

 

 

 

 

【駄洒落五行歌】           

 

 

 

 

 

 
<中村俊文>       【ユーモア五行歌】 

 

 

 

 

 

 

<渡辺龍哉>       【ユーモアユーモア】 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

堀川 静雄 （ペンネーム：堀 秋人）  「いろいろとありますよ」 

                         

          

                         

 

 

                  

 

 

  

 

 

 

 

  川柳：雑題 

あの時に譲れば良かった今の妻 

妊娠かはたまたメタボ八ヶ月 

御婦人に言わなきゃ良かったこの言葉 

説教はいけないんだと説教す 

クラス会生徒と先生分からない 

犬のフンが町会のゴミ箱に大量に紙袋の中に入っていた。その時からフン争が始まっ

た。犬犬ガクガクと町会の人々が集まり話した。誰が棄てたか？ 紙袋の中をフント

ウして調査したら、棄てた人物を特定する住所氏名が書いてあるものがあった。 

一時はなかなか解からずフンキュウしたが、最後に犯人を見つけて一犬落着となっ

た。（作家 森村誠一さんの手法を使った）本当の話です。 

 川柳：後期高齢医療制度を詠む 

高齢者治療上限六千円 

（これ以上はすべて自費） 

天国に早く送れば二千円 

  （終末医療・・・） 

●サミットでひとつ 

・サァミットモナイ、アタマも省エネ。 

 ビルの灯、次々消える。 

・サミしくミットもない、 

事前省エネ消灯 

●スピード社水着を着用 

したにもかかわらず 

予選落ち！？ 

・締めつけがきつかったの

でダイエットをしたら

記録まで落ちました。 

●私は昔から、家と会社から

締め付けてもらっています

（サラリーマン） 

ダイエット 

するんですか 

いまくらいが 

ボクは好きです 

まだ触ったことないけれど 

お金も 

ゴールドカードも 

持っています 

恋の予約 

できませんか 

医療費天引き 

苦しい家計 

止めて欲しいよ 

無駄遣い 

知識ばかりを 

詰め込む日本 

応用人生 

出来ません 

ゆっくり進むぞ 

運転、人生 

紅葉マークの 

高齢者 

 

☆スピード社水着 

●北京オリンピック水泳大

会の別称 

・スピード社水着発表会 

・スピード社水着による歴

代記録塗り替え大会 

いつからか 

読まなくなった 

取扱説明書 

この体も 

山勘で使ってる 

 

やる気有るのか 

日本の政府 

昼の点灯 

増えてます 

 

プーチンが 

亡くなる時は 

プチンという 

音が 

するのだろうか 

あっ！ラッキー 

あっ！嬉しい 

「あっ！」を 

連発しながら 

免疫力あっプする 

 

「前例が有りません！」 

アホか 

前例を変えるのが改革じゃ 

お役所大改革の 

前例も有りませんか 
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上の空組 印南博之＠７０才     大娯解  

          「自然再害」はまたやってくる 

 １ 「ああしんど」という震度計のつぶやきが聞こえた 

 ２ 男装が走ってる  さすがは宝塚ね！ 

 ３ 大将「つなみ」ってなんだい  おうマグロの刺身よ  （ツナの身） 

 ４ ただで家に住めるってのはうそだった   仮説住宅 

 ５ 強烈なキッスを計る単位が出来ました  「マグニチュー度」 

 ６ ♪雷さまを下にきく  てやんでいこっちは落雷でひでえ目にあってんだ 

 ７ 「ええと手巻き、トロ巻き、竜巻 ええったつまき？」 

 ８ 救助犬の手柄  ワンダフル 

 ９ 記者さんはいいよなヘリで視察旅行が出来て 

 10 「避難所に何か足りないものありますか」 

     「えっとコンビニ パチンコ それから赤ちょうちん」 

 11 非常食  「フォアグラ入りなあい」 

 12 「所長 たいへんです 千の風がやってきます」 

     「そうかすぐ録音の用意をしろ」 

 

野本浩一   お洒落日記：【議長サロンでジョークサロン】  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                            ★国会を傍聴したはいいけれど  

 罵詈雑言で期待収縮 

  ★大声で反対論ず議員さん  

疲れた頃に「声が小さい！」 

 

 

  

  

 

  

６月６日、松野参議後援会の方々向けの国会見学ツア

ーに飛び入り参加。 

当日のメニュー 

１． 国会本会議傍聴（初めて国会本会議場を体験） 

２． 藤井敬三先生の講演聴講 

３． 国会議事堂内食堂にて昼食 

４． 参議院議長サロン（応接室）見学 

５． 国会議事堂を背景に集合写真 

 というものでした。 

 本会議場の野次合戦も面白かったし、藤井先生の講演

も楽しかったという次第で、いい思い出になりました。 

 議長サロンで松野夫妻、藤井さんと一緒に写真に納ま

りましたが、我々を取り巻いていた皆さんの口から 

 「ネクタイが信号になっている！」という、笑いの声

あり。 

 なるほど、松野参議は赤、藤井先生は黄、小生が緑で、

偶然にも信号３色のそろい踏みでした。 

 ともかく、議長サロンの長いテーブルに座り、写真に

納まったのですが、こんな所でジョークサロンでもでき

たら、また愉快だろうな、と思った次第です。 

 

 

野本（緑）松野（赤）藤井（黄） 

 後方は松野夫人 

「世界のジョーク事典」（東京堂出版、松田道弘・編）から の おまけ 

政治  「どうして海のない国のチェコに海軍省があるんだ」 

    「ではどうしてソ連には文化庁があるんです？ 
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 柴本和夫    言葉の研究 ：       

  期待させ過ぎですよ～誇大広告    ～騙されないように、ご注意を！ 

       

①このビデオ買わない？～ベッドシーンがいっぱいです・・・ 

  ちなみに～その映画のタイトルは～ベン・ケーシーでした。 

  病室内のベッドシーンばかりでした。 

②この喫茶店～ノーパン喫茶ですよ・・・ 

  中に入ってみると～その喫茶店は～純・和風喫茶でした。 

  洋風の『パン』はなくて、和風の御飯類だけでした。 

③この写真集買わない？～セミヌードのグラビアがあるよ 

  ちなみに～その写真集は～昆虫図鑑でした。 

  確かにセミが脱皮する瞬間のグラビア写真がありました。      

④娘の返事：彼との関係？～○クタイ関係にあるの 

  いつも、ネクタイを結んであげる関係～略して「ネクタイ」関係   

  ⇒ あんまり略すな！ （びっくりしたよ） 

 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤忠恕）    四字熟語崩し、珍妙ハ字熟語（ﾊﾟｰﾄ２） 
★  運（命）天（丼）     運（営）天（才）     ← ★運（否）天（賦） 

    天丼との運命的出会いから、枯れの天才的な会社運営能力ともあいまって、一大天丼チェーンを築いたのさ。 

☆  有（能）無（比）     有（休）無（理）     ← ☆有（象）無（象） 

    職場で最高に有能と評価されたから返って有休が取れないって本当かい、そんな話はないんじゃーないの。 

□  雨（音）春（気）     雨（男）春（眠）     ← □ 雨（後）春（筍） 

    雨音で春を感じる頃、雨男は春眠を決め込む、これ自然の摂理だなー。 

◎『アラフォー出産』 

八っつあん： こんちわ、ご隠居さん、見る度に、顔色なんかまー、艶々してお元気そうですね。

憎まれっ子世に憚るとはよく言ったもんでやんすねー 

ご隠居  ： なんだい八っつあん、褒めてるんかい、貶してるんかい、まー、お蔭様でこのとこ

ろ快調なんだが、わしばかりじゃーなくて、ほら最近流行ってるじゃーないかアラ

フォー出産みたいに、世の中全体の年齢っていうか、健康の水準自体が上がってき

てるんだなー。 

八っつあん： えっつ、なんすかそのアラフォー出産って。 

ご隠居  ： 近頃は男も女もなかなか結婚しないじゃーないかねー、仕事に遊びに忙しくしてい

るうちに、気がつけば 40 歳も目前、更年期も迫ってきた世代のことをアラウンドフ

ォーティ世代、略してアラフォー世代と呼んで、その世代の出産がアラフォー出産さ。

晩婚化に伴って、いまや出産する8人の1人がアラフォー出産だというからなー、以

前は 35 歳以上の高齢出産は危険が伴ったんだが、医学の進歩もあって、今じゃー相

当安全になったことも影響してるんだそーだよ。 

八っつあん： そういやー、あっしの知り合いも 40 歳過ぎの出産てーのもちょくちょく耳にしま

すよ。あっつそうだ、子供の出来ない娘に代わって60歳台のおかーさんの代理出産

なんてーニュースがありましたよね、そいつはアラフォー出産じゃーなくてなんて

呼ぶんでやんしょーね。 

ご隠居  ： 決まってるじゃーないか、八っつあん、そいつはあらまー出産て呼ぶんだよ。 

そこで狂歌を 『最近の 流行りもあって わが娘 アラフォーまでと 余裕決め込む』 

『お隣も そのお隣も アラフォーの 出産続き アラフォーあらまー』 

 

ジョークサロン 

会計幹事鳥 
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渡辺みどり    ミドリのおきらく迷言日記 

＜継続は力なり＞ 

2008年1月の日経新聞掲載から早半年。ジョークサロンへの参加も 

今月で 6回目（早退するも休まず参加！）。そろそろ笑い役から 

笑品快発へ一歩前進したいところ。 

頭ひねるが中身動かず 

ま、いっか。まずは続けることに意義がある！ 

そのうちにアイデアも浮かぶかも！そこで、継続は力なり あらため 

継続を誓うナリ 

さて美腰ダイエットが巷では流行っている模様。なんでも毎日 5分間の腰回しがウエストを細くす

るという。さっそく私も便乗！まずは現状計測。が、あまりの現実に 

計測が違うナリ！ 

美腰エクササイズの継続も誓うワタシでありました。 

 

奥村篤史  

ボケ消化のボケ唱歌？を作るつもりが、ボケが切実なのかこんな悲しい痴呆唱歌？ばかりにな 

ってしまいました。こっそり小さく発表します（♪あの町この町 ♪肩たたき ♪かなりや）。 

♪①あの道この道皆忘れ皆忘れ 我が家を出たまま帰えりゃんせ帰えりゃんせ ②お家がだん

だん遠くなる遠くなる 今来た道には帰えりゃんせ帰えりゃんせ ③お空に夕べの星が出る

星が出る 出たのに家には帰えりゃんせ帰えりゃんせ 

♪母さん頭を叩きましょう カラコロカラコロカラコロロ 母さん痴呆がありますね カラコ

ロカラコロカラコロロ 

頭の中にはボケいっぱい タントンタントンタントントン 忘れた名前を思い出せ タント

ンタントンタントントン 

母さんそんなにいい気持ち タントンタントンタントントン 

♪①名前忘れたアッシーは後ろの山に捨てましょか いえいえそれはなりませぬ  ②物を忘

れたアッシーは背戸の小藪に埋けましょうか いえいえそれはなりませぬ  ③単語忘れた

アッシーは柳の鞭でぶちましょうか いえいえそれはかわいそう   ④全て忘れたアッシ

ーは象牙の箸に銀の皿 銀座のハレムに遊ばせば 忘れた全てを思い出す 

 

稲葉浅治              川柳「未練」 

  この世には未練はないが生きている    ３０も若い妻ありまだ死ねぬ 

  燃える火を胸に抱いて旅に出る      未練なきゃ辞めたらどうか総理の座 

 

土屋妙子：大暮景亭惚樽（おおぼけていほたる）  川柳「男の天国と地獄」（No.3） 

  

あらそふて犬もくわない負けいくさ    女湯にむかひて叫ぶもう出るぞ 

 ねもやらずかえりを待てどあさがえり   わき見して女(ﾒ)トラの運転デートする 

 初恋のゆめも破れし同窓会        あこがれし女(ﾋﾄ)の老いの背めをそらす 

 

惚樽独白:あんなに楽しみにしていたジョークサロン、老いのおろかさにて２５日と２６日を 

まちがえてカレンダーに書き込み、２５日をお休みし、２６日に伺ってしまいました。 
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平井幸雄        ユニークな名前の雨  
 

ＮＯ 雨の名前 読み方 雨ダスの意味ダス 

１ 
袖笠雨 

そでかさあめ 袖をかざして笠代わりにする程度の雨 

２ 
肘笠雨 

ひじかさあめ にわか雨が降ってきて、笠をかぶる間もなく、肘を頭上にか

ざして笠代わりにする様子から。 

３ 
遣らずの雨 

やらずのあめ 帰したくない客や恋人を帰さないように降ってくる雨 

４ 
嫁泣かせ日和 

よめなかせびより 夜に雨が降るが、昼は晴れる天気。農業には都合がよいが、

骨休めできない。 

京都では親方雨、大阪では親方日和という。 

親方日和 
おやかたびより 

５ 
やっこ日和 

やっこびより 昼降って夜晴れる天気 

 毎回、平井さんの作品はカラフルで盛りだくさんの薀蓄、含蓄、でジョークの備蓄たっぷり。 

 ６月例会の折の作品から、ほんの一部を笑介しております。 

 残りは、ジョークサロンＨＰでお楽しみ下さい。 

＊ 例会に参加して、平井さんにメール送信を頼む方法もあります。 

 

山田三郎＠８１才   ハイキングの怪 

 

    

 平田レイ子ワールド 

                               

 

 

 

 北鎌倉から大佛ハイキングコースは、休日なら友達同

士とか若い家族連れなどのハイカーが見られるのだが、

その日、私は藪鶯を聞き、新緑から発散するフイトンチ

ッドを浴びながら独りを愉しんで、のんびりと歩いてい

た。すると、いつの間にか中年代の女性が立ち上がって

私をやり過ごしたかとみると又追い越したりして、付か

ず離れずを繰り返すようになった。コースが不案内なの

かも知れない。そんなこんなで、今度近づいた時には、

こちらから『あと、もう少しで大佛街道にでますよ』と

言って安心させよう、と、そう心得た頃、女性は方向指

示板とニラメッコ。そこからコースを外れて街道へと舵

を切り、消えていった。 

 エコバッグを下げただけで軽装のあの女性は迷って

ハイキングコースに入ってしまったのだろうか、幾度も

擦れ違ったのに口をきくことがなかったのは、老人とは

言え男の私に声をかけるのをはばかったのだろうか。 

 それとも、私をたぶらかそうとした狐だった？  
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切手・カンパ受領一覧（敬称略）   2008年6月18日～2008年7月14日 

 宮城県：島貫裕  千葉県：山田三郎  東京都：板倉宏子、青木孝      

神奈川県：志賀明、大沢竜樹   京都府：広川友雄        

 【２００８年６月例会出席者】６月２５日 集合順です。 

佐藤忠恕・阿部浩・野本浩一・樋口七郎・織田元康・印南博之・平井幸雄・藤井敬三・ 

中村俊文・高木正明・楠田健・門口泰宣・堀川静雄・渡辺龍哉・島川謙二・奥村篤史・ 

松山カオリ・渡辺みどり・大沢竜樹・柴本和夫・曽田英夫・川島奈緒美・田中裕二 

 以上 ２３名 

初参加：中村俊文さん、渡辺龍哉さんは五行歌のグループの面々。織田さんの紹介で今回 

    初参加です。田中裕二さんは織田さんの甥御さんの由。 

例会トピック：高木さんのどどいつ発表が２００回目となりました。曽田さんが、無事に還暦を 

    迎えました。土屋さんが２５日と２６日を間違えて、翌日会場まで来たそうです。 

２００８年８月例会案内  第4週ですよ。どうぞ、よろしく。  

８月２７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 

 ＊ｆａｘは午前９時～午後９時の間に、お願い致します。早朝、深夜はご遠慮下さい。 

 

 

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。 

＊ホームページには、「ジョークサロン」のブログも出来ましたよ。例会の雰囲気や二次会 

でのショット等が披露されております。ＨＰを見ての感想や、ブログへの感想もお寄せ 

下さい。賑やかにしましょう。  作成・メンテ：河野康博、渡辺みどり 

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

