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 2月のバレンタインデーは、全国的に異常な暖かさ 

となって、静岡市や小田原市では気温は２５度を越え、 

夏日になってしまいました。車で買い物に出かけた折に、「暖かくていい天気になったね」と家内に言うと 

「この天気は異常というべきよ。２月の天気とは言えません」とクレームがつきました。地球温暖化を食い止 

めないと、家庭内での会話も異常になりかねない。ナントカしてよ、気象庁！？ と言いたくなった。 

 暖かい２月だと、チョコも溶けて、売る方・買う方・あげる方・貰う方、みんなして大変なんだから。 

 

草加市・村松一雄さん   今年はウシ年、ステーキな年にして下さい。 

               （村松さん、一緒にステーキな年にしましょう。モウ、楽しむしかありません） 

町田市・青木孝さん  新年会の雰囲気を再び思い出しています。ますますのご発展を 

お祈り申し上げます。 

                 伝笑鳩楽しく拝読しています。平井様と同じ会社にいて紹介して頂いて以来 

                  の永年の会員です。かねてより例会参加を考えていますが、なかなか日時        

                  があわず実現していません。２０周年の７／２２には出たいと思っています。 

                 いつもいつも、「伝笑鳩」ありがとうございます。そのつど、私なりに、顔を 

知らないジョークサロンの皆様方と会話を重ねています。 

楽しいひとときです。 

                 上高地の支流、梓川にたむろしていた白鳥達が早くもシベリアに 

  向かって旅立ちました。こんなところにも地球温暖化の陰が映し出されているようです。 

 

山田三郎      「ノン・キホーテ」 

太郎さん、太郎さん、呼んでますよ            アソー 

消費税を言う前に根回しがないと言う人が居ますよ     アソー 

漢字の読み違いがよくありますね             アソー 

支持率が２０％を切りましたよ              アソー 

公務員制度改革に党内で異論がありますよ         アソー 

定額給付金に国民の反対が多いですよ           アソー 

閣僚の中には、覚悟もやる気もない、と言う人がいますよ  アソー 

これでは支持率が上がるとは思えませんが         ア、ソータロウなぁ 

 

名古屋市・加藤大禮さん 伝笑鳩232、ありがとうございます。近くの喫茶店でじっくり拝読

してます。つい使ってみたくなりますネ、ダジャレ。 

  （どうぞ、遠慮せずにお使い下さい。使用料は無料ですから） 

 

「立春が 過ぎれば春が 見えてくる 大いに笑おう ジョークサロンで」 【曽田英夫】 

 

 

政界ジョーク 

オバマさんの人気はすごいけど、いつまで続くん

だろう？ 

  まあ、しーバラクね！ 

麻生さんは人気のない定額給付金にこだわるね。 

  あーそうだろう！ 

        熊本市／参議・松野信夫 

さいたま市／ 

和久井哲男さん 

安曇野市／ 

 信州坊主内 

石田武秀さん 
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「楽しみは 投稿多き ものはづけ 重ね続けて 百回なるとき」  【野本浩一】 

       

伸びたり縮んだりするものは  

 

機嫌次第の麻生首相の唇      （さいたま市：北沢 正嗣） 

歴代内閣の支持率         （京都市：牟禮 丈夫） 

寿命               （広島市：香川 信子） 

亀の首              （荒川区：藤野 哲康） 

日米の政治的距離         （世田谷区：水野 宏子） 

ガン患者の余命診断        （川崎市：池田 功） 

穴の中のミーヤキャット      （渋谷区：樋口 七郎） 

朝青龍の人気           （伊勢原市：武井 美雄） 

憲法改正法案           （船橋市：山田 三郎） 

交際期間             （横浜市：鈴木 びん子） 

みみずの散歩           （千葉市：岡部 千代松） 

総理大臣の任期          （佐倉市：笠原 宏之） 

景気のサイクル          （三鷹市：市井 雅敏） 

鉄道のレール           （文京区：稲葉 浅治） 

メタボなウエスト         （横浜市：濱中 順一朗） 

ダイエット中のパンツのひも    （横浜市：山崎 雅巳） 

演奏中のトロンボーン       （横浜市：加畑 高治） 

ゴルフの飛距離          （新宿区：山口 幸子） 

  自信のない生徒の挙手    横浜市：織田 元康  

【評】わかってたら右手、わからなかったら左手を挙げなさい！いーね！ 

 

秀逸 

入選 

釣り落とした魚の大きさ      （稲城市：藤井  敬三） 

ピノキオの鼻           （板橋区：植竹 団扇） 

母ちゃんの角           （さいたま市：高木 正明） 

女子生徒のスカート丈       （中央区：松山 カオリ） 

生放送のエンディング       （横浜市：阿部 浩） 

 

 

 

佳作 

次回（第９８回）の題 「あきれかえるものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切 ：3月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書券進呈 

今回で９７回目です。１月、２月と回数を間違えました。申し訳ありません。 

もうすぐ百回とは、早いものです。南朝先生、お元気で続けて下さい。 
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樋口七郎   麻生さーん、ギャグだよ、ダジャレだよ・・・あ、そう 

 

１． 記者・・・・麻生総理、政治･経済・歴史の書籍７冊を求めて、 

いつ読むのですか？ 

麻生総理・・読むわけねえだろう。昼寝の枕だ。 

２． 記者・・・・麻生総理、支持率が２１％に下がりましたが。 

麻生総理・・森よりはいいだろう（１７％） 

３． 麻生総理・・未曾有を“みぞうゆう”と読んで何が悪い、バカヤロー。 

影の声・・・血は争えない。 

４．麻生総理・・未曾有は“みぞうゆう”、踏襲は“ふしゅう”、焦眉の急は“しゅうびのきゅう”

が正しい。辞書がまちがっとる。 

 

松山カオリ     カオリのジョークエッセー ＜マスク＞ 

 

インフルエンザの季節に入りマスク姿が目に付きます。 

先日ある演芸場で、前の席の方がゴホンゴホン、同じ並びの席でも 

コンコン、クシュンクシュンと咳こむ気配、どちらもマスクをかけて 

いません、辺りは困った様子でした。 

 周囲を見渡してみるとマスクをしている人はチラホラ。私の席の 

並びでマスク姿は３人見受けましたが、いずれも咳やくしゃみはしませんでした。 

 なるほど風邪予防だったのかと納得したわけです。 

 電車の中で熱っぽい顔で口元に手も当てずに激しく咳こむ人を見ると、インフルエンザで

は？ と心配になります。今年はタミフルと言う薬が効かないようで、その上に恐ろしい新型

インフルエンザに見舞われては悲惨です。二週間分の食料を備蓄するようにと言われていても、

その前にダウンして人生の終わりでは、シャレにもなりません。でも新型インフルエンザ用の

マスクは高価ですよね。 

 国会で揉めている定額給付金など取りやめにして、国民全員にマスクを配った方が、自民党

の支持率がアップするのではないでしょうか。 

 

 

対文作家 海郷達人  対文（旧作品）紹介 事件もの シリーズ 

 

９７年 「ダイアナ妃事故死」 

ダイアナ、リムジンで死の旅ぞ。あー妃よ。今果て逝く。 

←悔いては毎夜、火遊び楽し。天使、無理な愛だ。 

９９年 「砒素入りカレー事件」 

砒素浴びて知れ。カレー食って地獄か。 

←覚悟して作れ。ガレージで火遊び。 

００年 「少女監禁事件と新潟県警」 

憤慨！県警留守で互いに庇いがち、キャリア。 

←ありゃ、きちがい、ばか。新潟でずるい県警幹部。 
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加藤熊次郎      言い訳川柳 

＜言い訳＞ 

桜の木 枯れ葉落ち切り 大晦日     ＜毎年 時間厳守＞ 

我と子が 女房支える 電球（たま）磨き ＜年末の大掃除＞ 

書き順は 小一息子と いい勝負     ＜家庭教師も大変＞ 

沈めれば お湯が逃げ出す 太鼓腹    ＜湯船では目立つ＞ 

切り餅が 腹切りゃ出てくる 鏡餅    ＜包丁は要らない＞ 

富士山の 白装束に 身を構え      ＜こちらも新年に気合いを入れて＞ 

 

 

曽田英夫     ☆寒さを飛ばす 気力で飛ばす 

狂歌ＮＥＷ門    朝が来て会社へ行くぞ食うために 寒さを飛ばす気力で飛ばす 

           ストレスは狂歌に狂い消し去って 寒さを飛ばす気力で飛ばす 

          退社時は立飲み一気千鳥足 寒さを飛ばす気力で飛ばす 

          休みにはあっちこっちと散歩する 寒さを飛ばす気力で飛ばす 

         ☆一度決めたら 意地でも変えず 

          昼食はそばで抑えるカロリーを 一度決めたら意地でも変えず 

通勤で乗る場所いつも９号車 一度決めたら意地でも変えず 

整髪はエムジーファイブふりかけて 一度決めたら意地でも変えず 

プロ野球ドラゴンズのファンもう長い 一度決めたら意地でも変えず 

           ☆世間は 一体どないなってまんねん 

わが社また合併ばなしマスコミに 一位になってそれで止めたい  

アメリカは生き返るのか分からない 良くして欲しいおオバマに変えて 

帰りきた方が杯まで握りしめ またせめぎあい青と白とが  

 

一ノ瀬善秋（洒落久寿悲夜）  魚づくし（Ⅲ） （＃勝男 ＊さより の物語） 

            ＃ 新年おめでとう、無理して気仙沼へ帰っただろ、どうだった。 

            ＊ 今日は旧暦で元旦よ、おめでとう、景気は良さそうよ。寒鰤も

上がり、ブリブリどころかニコニコよ。私はスーパーの生鮮三

品、魚の売り場で主任よ。毎朝三陸の魚が入荷よ、もちろん気

仙沼の生きのいいものがね。 

             ＃ 休みの時はどこへいくの 

             ＊ 六本木、五本木（目黒区）三軒茶屋（世田谷区）、春になった

ら、さわらよ（鰆） 

＃ 佐原か、千葉県で「東の小江戸」と言われているところだな。 

＊ 桜のころは桜新町（世田谷区）がいいわ。 

＃ 何で？ 

＊ そら！「さざえさん」よ 三軒茶屋から近いのよ、「長谷川美術館」よ。 

＃ さざえさん、鱒（マスオ）さん、鱈（タラ）の部屋 

＊ 鰹（カツオ）と若布（ワカメ）の部屋 

＃ 波平（ナミヘイ）舟（フネ）さんの部屋、縁側に猫のタマ 楽しいな 行こう！ 

＊ 行きましょう テレビも漫画も見ているでしょう。 

＃ うん、二人は海育ちだなあ～。 
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 印南博之  大娯解 「中心にアメリカがある世界地図」 

 

★初の黒人大統領が実現したので ホワイトハウスを黒く塗るんだってさ 

   ウヒヒヒこれがほんとのブラックジョーク 

★アメリカにはいろんな人間が住んでいるんだってさ 

   うんヤンキー ヒッピー テロリスト 

★ファーストレディ ファーストドッグに続きホットドッグ店が 

ホワイトハウス向かいに開店した 

★アメリカンフットボールってどうして他の国で流行らないんですか？ 

   それはね規則が細かくて いろんな道具が必要であんなに大きく 

なるだけの食べ物が無い国が多いからですよ 

★アメリカ合衆国の星条旗は、１３本の剣と 独立戦争、南北戦争、第一次、第二次大戦、朝

鮮、ベトナム、イラクなどで敵と打ち合った時に火花を表す５０個の星から構成されて

いる                 合衆国裏憲法 

 

  

高木正明    《世間話を コミック仕立 語る七七七五調》  

＊箱根駅伝 往路も帰路も 初の制覇の 東洋大 

＊まるで牛歩の 政局絡み のたりもたりの 丑の年 

＊首相の書初め 安心などと 書いて不安を 募らせる 

＊予算審議で 漢字のテスト 試す総理の 国語力 

＊内に造反 外には捩れ ジレンマ与党の 綱渡り 

＊テロを退治と 虚勢を張って 開き直って 去るブッシュ 

＊オバマ信じて 就任式へ 二百万人 酔う熱気 

＊皇居・官庁・銀行眺め 寒い日比谷に 派遣村 

＊派遣切りされ 生活保護へ ハローワークに 当てがない  

＊公務員には 渡りに船や 斡旋･抜け道 いい身分 

＊漢字検定 総理の支援 受けて追い風 儲け過ぎ 

＊築地魚河岸 マグロの競りに 物見遊山の 邪魔な客 

＊百貨店より コンビニ志向 売上げ伸ばした 高齢者 

＊無事に着水 ハドソン川に 機長の機転が 効く奇跡 

＊批判寄切る 看板役者 帰って来ました 朝青龍 

 

  藤井敬三         ユーモア川柳「ああ、胃腸」 

胃薬を持って集まるクラス会       乾杯のビールで胃腸活気づき 

バイキング普段の２倍胃に入る      二日酔もう治ったと胃が誘う 

傷痕を自慢したがる胃の手術       あれからは餃子の国を胃が尋ね 

食べ歩きレポーター胃はいくつある    窓際に移り治った胃潰瘍 

定年後狂いはじめた腹時計        胃の検査前日だけは止める酒 

胃カメラに撮られた朝のつまみ食い    レントゲン見せて脅かし胃を切られ 

皮下脂肪厚くて出来ぬ胃の手術      お見合いの席で胃腸もかしこまる 

川柳を読めば胃腸が笑い出す       タイガース勝てば胃腸も酒だ酒 

 

 

javascript:wopen(13,0)
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門口泰宣         

●象牙の塔変じて毒牙の塔となる    中央大学 

●リバイバル上映“Never on Sunday”（二兆はダメよ） 

●社長が逮捕されたオソマツ建設 

●♪くもりガラスを 手で拭いて 大臣明日が見えますか 

    疑っても疑っても ああお荷物の宿 赤字減らしても 

       冬の花 咲いて厳しい カンポの宿♪（さざんかの宿） 

●週刊誌にカギつかれたか  鴻池官房副長官 

●憎まれっ子 世にはばたいて帰国強行  朝青龍 

●視界遼好   マスターズ招待 

●天下り ひねもすわたり わたりかな 

奥村篤史  “丑づくし洒落ギュウギュウ日記” 
本年丑年は、私共高齢者にはピッタリの年。 「☆我らには丑年ピッタリ  

ゆっくり牛歩」 「☆こつこつと地道 従順意志強固」 「☆じっくりと決めたら猛進 

一直線」「☆丑年はステーキな年になる予感」。若い頃は馬車馬の如く働いた 

が？ 「☆鶏口も牛後も無かった我が人生」。今は「☆馬を牛に乗り換えゆとり 

のある人生」 「☆ゆったりと牛歩で進もう百までも」 「☆食べ物も物事も反芻 

噛み締めて」。最近は健康を考え 「☆乳搾りギュウーっと握りニュウーと出す」＝牛乳を毎朝飲んでま

す。でも「☆牛飲と馬食は謹んでお正月」 「☆モウ歳か 牛の小便牛よだれ」 そして「☆丑三つアッシ

ー八つ60と」 「☆また一つ歳増え老牛 老輩ど」 「☆ローハイド知っている人は老輩ど」。 昨今は相変

わらずの趣味道楽三昧。「☆大道芸 さてモウさてモウと玉すだれ」 「☆丑の日も うなぎは買わず ど

じょうをすくう」 「☆牛耕もせずにあちこちかっぽれかっぽれ」 「☆芸の歩みは遅くとも お座敷かかれ

ば千里の道も」、本年は正月元旦よりお座敷芸、30分2.5万円のお年玉です！ 「☆お座敷芸 昨年2回、

今年は4回、よだれ流してウッシッシー」（一昨年は1回）。そして 「☆アッシーは水に引かれてプールへ

参り水泳ボランティアの善行児」 「☆牛にゃ桶 アッシーにゃオケ・指揮・合唱団・・・第九・メサイヤ・レ

クイエム等」。更に「☆和三味線体験入学 モウよだれ！」こんな牛の骨野郎のアッシーに「☆OXさん

が角出し牛耳る我が家庭」 「☆OXさんにゃモウご勘弁と牛の骨」。「☆呆れ果て女房モウ無視寝るば

かり」「☆バッファヤロウ呼ばわりされずがせめての救い」。 「☆我が人生遊びは鶏口あと牛後」。こんな

アッシーでございますが、今年もよろしくお願いモウ牛上げます。 

 

奥村篤史  丑年生まれの人は・・・？！ 「六魔」でご笑介！ 

丑年生まれの人は、金は残さないが歴史の１頁に何の太郎べえ某と名前を残す。「よしや牛の歩みは

遅くとも、行かば千里の広野を行かん」。辛抱強く根気がよく、口数も少なく世間様には信用があり

ます。物事に好きと嫌いが多くして、腹の立つときは、例え村長さんが羽織・袴で参りましょうとも、

どなたが参ろうと”モウ”と言ったらモウ止まらない。社交性は乏しいが何事も熱心で、こうと決めた

ら目標に向かって猛進するという。丑・寅・辰・申・亥は男の五大成功星と言われます。女の丑は、

家庭的で、子供の成長を黙って見守るので教育ママがいない。理想的な母親になりますが、朝寝が好

きで、昼寝が好きで、おまけに宵寝が好きで、大メシ食らいでお尻が重い。「ハイハイ」と返事をし

ても、二時間三時間はお尻を上げない。動物の牛と女の丑年は、三日に一回くらいお尻をポンポンと

叩くと動き出します。若い時は東天の空から日が昇るが如き盛んな運勢も、腰に梓弓を張る頃よりポ

ツリポチリと運勢が悪くなります。 
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米岡泰   ＜南亭琴内 どんでん返し＞  

★どんでん返し狂歌（昨年の政界） 

投げ出した 安倍川餅を 食う福田 残り物かい 麻生ですがな 

 政権を 取ると言っては 小沢がせ 菅も狂って 鳩おどろく 

 麻生勝ち 与謝野小池は 茶番劇 石原石破も 相殺戦死 

★急にゴキブリが出た！ 

新聞紙を丸めて叩いたら、お茶がひっくり返り、その拍子に椅子が倒れ、転んだはずみに眼鏡が飛

んで、腕首もくじいた。今、くしゃくしゃになり、お茶で黄色くなった新聞を、ひん曲がった眼鏡

で、腕首をさすりながら読んでいる。その傍を先程のゴキブリが悠々と通り過ぎる。ヂグジョ～！ 

 

信用亭 駒公（佐藤忠恕）      『カキえもん』 

ご隠居  ： おいおい、八っつあんや、どうして急ぎ足で通り過ぎようとするんじゃい。 

八っつあん： いや、いけねー、見つかっちゃいましたか。いや、あの、市場で『カキえもん』を

買って来たんで、急いで家に帰るとこなんですよ。 

ご隠居  ： 何、かきえもん、お前さんにしちゃー珍しく、大層高価なものを買ったじゃーないか、

えーっつ、日本の中じゃー最高級品ですよ、わしもな、あの色合いが大好きなんじゃよ、

ちょっと目の保養に拝ませちゃーくれないかい。 

八っつあん： えっつ、味わいは良いんでやんすが、色合いですか、そこんとこは、全く気にもし

ていなかったんですが、そー言やー、いい色合いかな。でも、駄目ですよ、駄目、

いくらご隠居さんの頼みでもこいつは見せられません。 

ご隠居  ： 冷たいことを言う奴だなー、ちょっとくらい見せてくれたっていいじゃーないか、別に

腐るもんじゃーないんだから。 

八っつあん： えーっつ、あっしの『カキえもん』は腐りますよ、念のため言っときますが、『カ

キえもん』ってーのは北海道は厚岸のブランド牡蠣で、身は厚くてプリップリ、生

でも良し、焼いても旨いって言う極上牡蠣のことでやんすよ。 

ご隠居  ： な、なんだ、かきえもんってーのはカキはカキでも、果物の柿じゃーなくて海の牡

蠣の方かい、とんだカキ違いだったな。 

八っつあん： だから市場で買って来たって言ったでやんしょう。カキ違いよりむしろ、ご隠居さ

んの聞き違いですよ。 

そこで狂歌を 

『食えぬやつ カキえもんとは 良くつけた 生でも焼きも 美味しい牡蠣に』 

『誰が知る カキえもんとは ブランドの 北海道は 厚岸の牡蠣』 

                    

 

シェイクスビア島川  ハングルにチョウセン (#^.̂ #) 

★昨年夏 韓国旅行. (^_-) 博多をあとに3時間 高速フェリーで3時間 着いた港はプーサンで 

私のあだ名はシマサンよ ウォンはいくらか知ってるか 知らない人はウォン知らず(^_-)  

１００ウォン今は６円さ ムダだと？ ウォンをムダで返すのか (-；-) 

 こんにちわ アニョンハセヨ せかす時はアンタハヨセヨ 地下鉄乗れば チャンゲヘレ！ 

マケハステ！ なんやねん 翻訳すれば CHANGE HERE! MAKE HASTE!  

こらさっさ  ^-^  蠅がパリなら蚊はロンドンか ドングリがトットリなら ギンナン島根

か山口か サンドイッチはハムパンニハサムダ 独身男はカミサンドコニイルダかね ほんとは

やっぱりチョンガーさ (*^。^*) 

シェイクスビアでワッハッハ ジョークサロンでワッハッハ  (o^―^o)  
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野本浩一  【たのしみは 伝笑鳩の 変集を 終えてのんびり コーヒー飲むとき】 

日経新聞（１月１５日朝刊）「春秋」で紹介された新井満氏の自由訳「楽しみは」を早速に購入し、

鑑賞。第八章「友との交流を楽しむ」で、紹介されている作品を読みながら、ジョークサロンの同

人の皆様との交流も、まさにその楽しみと言えるものだ、と思う次第。 

独楽吟をいくつか詠む 

たのしみは 送られてくる 文の中 現金入る カンパ読むとき 

たのしみは 新しき人 来会し ジョークサロンに 人溢るとき 

たのしみは 皆の力作 大作を 気ままに削り 変集するとき 

   やっぱり、・・・・・最後が一番楽しいかも。 

 たのしみは タイミングよく 言う洒落で 遊び仲間が 腹よじるき 

１月２５日、日曜日に女房のアッシー君となって車でスーパーへ買い物に。 

 スーパー入り口には、花屋があっていつも綺麗な花束が飾られている。今日は、店頭には色と

りどりのチューリップが飾られている。先に歩いている女房が一言。 

 女房「あら、綺麗ねー」 

 にこっとする花屋の男性店員に向かって、ささやくようにつぶやいてみた。 

 小生「彼女の方が、もっと綺麗だけどね・・・」 

 目が合った男性店員は、一瞬躊躇しつつ 

 店員「・・・そうですね・・・」と笑っていた。 

 ということもあって、買い物終えて店を出るときに、つい花を買って帰りました。 

たのしみは 女房綺麗と 惚気れば 「そうですよね」と ひと答ふとき 

たのしみは ダジャレ・ジョークを 酌み交わし 笑い転げて ものを食うとき 

 

注：独楽吟・・・「たのしみは」と詠みだして 「・・・とき」と締める和歌のこと。 

 

稲葉浅治      川柳「嘘」 

 

きらいきらい目では好きよと言っている 

少しだけ嘘調味料振りかける 

大変だお宅床下白蟻よ 

あの人は嘘も方便多すぎる 

気休めが病の身にはよくわかる 

 

 

川島 奈緒美        「思い込み（赤恥編）」 

 

   とある勉強会の発表の場で黒板に説明図を書いていたら、笑い声が。 

   「『倒産』の字が違う～（中笑）」と。 

   私は迷うことなく「倒散」と書いてました。（おそらく「解散」とミックス。でもこの 

   ほうがわかり易くない？と弁明したい気分） 

   しかし、笑いは続く。（うそでしょう？！）「『喪』も違う～（小笑）」 

   「ヒゲは要らな～い！」（あら、下は「衣」じゃなかったのね？） 

 

   日頃よく書いてる字だけに汗が止まらない。 
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平井幸雄     神頼み「八福神」 

不景気を払拭したいと、賽銭を一掴みして、 

七福神に一つ神をくわえた「八福神」に神頼みを試みてみましたが、 

５円硬貨の効果がでるのでしょうか・・・ 

 

  回文和歌：長き夜のとおの寝ぶりの皆目覚め波のり舟の音のよきかな→ 

       ←なかきよの音の舟りの波め覚目皆のりぶ寝のおとの夜き長 
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★１月例会参加者  １月２８日  集合順  ２１名 

野本浩一・門口泰宣・樋口七郎・平井幸雄・阿部浩・佐藤忠恕・藤井敬三・一ノ瀬善秋・高木正明・ 

飯野京子・島川謙二・松山カオリ・奥村篤史・海郷達人・印南博之・土屋妙子・加藤義雄・ 

曽田英夫・米岡泰・川島奈緒美・松野信夫 

 

＊例会参加の方から頂きましたコメントを紹介致します。 

＊川島 奈緒美さんのメール：先日、例会では大変お世話になり、ありがとうございました。久しぶ

りでしたが、今回も皆さんの熱気に感動しました。私もなんとか次回は小さい作品を持っていける

ようにしたいと思いました。またよろしくお願いいたします。 

＊松野参議は翌29日、自身のＨＰに「最後はジョークで大笑い」と記載してます。 

 ２８日の夜は時間がとれたので大学時代からの友人、野本浩一君たちがやっているジョークサ

ロンに顔を出した。ジョーク好きな方々が集まっては作品を持ち寄ってみんなで大いに笑いあうも

ので、２０人ほど集まっていた。 ２８日のサロンの中で最高の作品と思ったのは門口泰宣さん 

   「リバイバル上映”Never on Sunday”（二兆はダメよ）」 

 これにはちょっと解説が必要かも。要するに「日曜はダメよ」というギリシアを舞台にした古い

喜劇映画と、定額給付金の「二兆」について、「日曜（にちよう）」と「二兆（にちょう）」をかけた

もの。２８日は、最後は大笑いしながら、つまらない政府四演説でのストレスを吹き飛ばした。 
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ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。 

今後の例会予定  １８：３０～（受付は１８：００頃から） 

 ３月２５日（水）千代田区立スポーツセンター ７F第２集会室 

 ４月２２日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

５月２７日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

６月２４日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

 ７月２２日（水）２０周年記念例会 「ラ・リヴィエール」を予定 

  電話  千代田区立スポーツセンター   ℡03-3256-8447 

  

 


