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＊＊＊＊２０１０年１２月 No.２５４号＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

  

 

 

  

＊＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊＊ 

 一難去って、また一難。いや、現実は厳しい。 

一難去らず、また一難。が正しいのかも知れない。 

福島に引越したジョークサロン同人の松山さんから、囁きが聞こえてきました。「たまりません」。 

 いろいろとたまらないものがあります。人それぞれで、たまらないものは、違うのかも知れませ

んが、元気や笑いの素は、是非、貯めるようにしましょう。そして、笑顔で行きましょう。 

 ２０１０年の年末も、すぐそこまで来ています。体調崩さず、楽しみましょう。 

 

横浜市／山口栄子       毎号楽しく読ませていただいております。 

 鎌倉駅前に豊島屋という「鳩サブレ」が有名なお店があります。貴誌のカンバンである「伝笑鳩サブ

レ」なんかあったら売れますかしら～ね。絵もよく似ていますよ。そうおいしいですョ。 

 

東京都／瀧口康行       いつも伝笑鳩楽しく拝見しております。 

 さて、誠に申上げにくいことですが、折角記載して頂いている小生の名前（No.253 P1）に誤記が

ありましたので、ご連絡致します。よろしくお願い申し上げます。 

 ＊申し訳ありません。「瀧」の字が間違っておりました。気をつけて、変集していきます。 

  

町田市／青木孝        『伝笑鳩』ありがとう存じました。 

 “お父さん預かります”いい宣伝です。小樽へ訪れてみたくなりました。力作揃いで充実振りに脱帽

です。良い季節をおすごし下さい。 

 

世田谷区／三浦邦夫       笑っていると寿命が伸びる気がします。 

来年もよろしくお願い申し上げます。 

 

新潟・永林寺／住職・佐藤憲雄   食欲の秋の「感字」テストです。何と読みますか？ 

 ①おいしいものいっぱい  ②フルーツ  ③お鍋でどうぞ  ④お茶碗に    ⑤道頓堀から蘇る 

 

 

   

   

 

 

 

 答え  ①味覚の秋 ②パパイヤ ③ジンギスカン ④大もり小もり ⑤カーネルサンダース 

 

菊香り 静かな季節が やってきた 大いに笑おう ジョークサロンで    【曽田英夫】 

 

 

  急募：未曾有国難対策 

外交、防衛、経済、環境、福祉、

税制、農業、工業に明るい方。 

当方未曾有の国難につき、与党野

党・年令･性別不問。実力のある人

材を求む。  ――日本国民 

     福島市／松山カオリ 
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樋口七郎スペシャル    ❤女の子はつらいよ❤ 

 

伊達真紀さんが原さんと結婚して  原真紀さんとなった 

織田茉莉さんが水田さんと結婚して 水田茉莉さんとなった 

永井裕美さんが高井さんと結婚して 高井裕美さんとなった 

阿部さんの家に女の子が生まれて  真理亜と名付けて 阿部真理亜さん 

     「昔より良くなったものは  

 

 

衣食住             （千葉市：岡部 千代松） 

おまわりさんの態度       （世田谷区：三浦 邦夫） 

おしめ             （船橋市：川田 又一） 

女権拡大            （大田区：高 栄子） 

妻の衝動買い          （荒川区：藤野 哲康） 

道路              （高知市：高橋 満子） 

トイレットペーパー       （京都市：牟禮 丈夫） 

国鉄民営化後の駅のトイレ    （日之出町：川島 奈緒美） 

インスタント食品        （福島市：松山 カオリ） 

ドル安             （港区：柏谷 達雄） 

宇宙の住み心地         （町田市：浅沼 マサ子） 

田舎道             （文京区：稲葉 浅治） 

年寄りの健康          （横浜市：鈴木 びん子） 

写真うつり           （佐倉市：笠原 宏之） 

買物（百貨店から百均店へ）   （さいたま市：高木 正明） 

たばことのお別れ        （伊勢原市：武井 美雄) 

政治家の質           （渋谷区：樋口 七郎） 

ダジャレのセンス        （さいたま市：北沢 正嗣） 

 

 

 

 

 

 

次回（第１１９回）の題  「振りむいてはいけないものは」（出題：松山カオリ） 

 送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：12月10日 ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

秀逸 

わたくしの人間性      （横浜市：織田 元康） 

【評】誰か「そうだ、そうだ」と言う人いる？ いないと思うけど、 

      このトボケぶりが秀逸 

入選 

ボールペンのボール             （板橋区：植竹 団扇） 

ペットの餌                 （川越市：石原 義三） 

退職後の亭主の返事             （稲城市：藤井 敬三） 

情報公開                  （鎌倉市：浜田 頓坊） 

 

佳作 
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今月の力作：平井幸雄の「さかさ文字」「かがみ文字」    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  ＊印刷が薄いかも知れません。ご容赦下さい。 
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渡辺みどり    親子の会話１１ オキベン編 

            

娘：「今日は急いで帰らないといけないから、 

     オキベンにする！」 

母：「？・・・ハヤ弁ならわかるけど、オキ弁なんて！ 

       食べないとダメよ！」 

娘：「置き勉だよ」 

母：「・・・？、もっとダメ！絶対ダメ！」 

 ※ランドセルが重いから学校に教科書などの勉強道具を置いてくることを「置き勉」と言うらしい。この日、結局親

の助言を聞かず「置き勉」してきた娘は、宿題が出来ずベソをかいていた（幼稚で少しホッとする）。結局は「自業自得」

を教えるよいきっかけとなり、なんでも学習と前向きに考える。私も昔、たしかに「置き勉」したことはあるが高校生

時代だ。小学校では信じられない。早熟になっているとは言うが、嗚呼、これからが悩ましい… 

 

神代京子      『はめ字』      ばっチリ短歌 

 

 

 

 

 

 

  ＊地下深くもぐり還れるカプセルは 信じられない奇跡をつれて 

＊サンホセの奇跡に沸くこの地球（ほし）の  どこかで今も 争い絶えず 

＊本当の闇はこれからあの日見た 天地の輝き 胸に焼きつけ 

海郷達人          朗  々介 護 

１．だじゃれ 

① 消息    「お父さんは俳句がお上手でしたね。最近、どうしておられますか。」 

「はい、もっぱらはいかい
．．．．

に出かけております。」 

② 誤診か   「これは、医者
．．

の誤診かもしれんなー。」 

「そりゃー、慰謝
．．

料もんだ。」 

③ 医師不足   「この診療所は、先生方が永く続かないねー。」  

         「今度も長ういる意志（医師）はないらしいよ。」 

２．川柳 

④ 奥の細道    陸奥
みちのく

を はいかいせむと 芭蕉行く 

⑤ お襁褓     孫の次 今度は 親の 下
しも

の世話 

⑥ ネタ切れ    寝たきりが 題になるほど ネタが切れ 

とぬききあ 

みくづ渡き 

にもくるき 

恋りこ風ぬ 

し酒ろにと 

 

 

はとさるふ 

はもやりる 

ののけ色さ 

温笑くのと 

り顔光幻は 

 

か空ま遠冬 

りのたきの 

わかは国天 

たなちよ使 

るたわりか 

 

まやのずい 

ゆまそっず 

月霞のとの 

優滝風憧や 

し音情れま 

ダメ！絶対！ 
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門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

 

１）若手の台頭で真央真央しておられない   

２）フロッピーの改ざんとかけて 明治の行政改革ととく →その心は 背反地検（廃藩置県） 

３）鳩山由紀夫とかけて 英国の前首相と解く      →その心は ブレアー 

４）強制起訴とかけて 料亭の板前と解く   →その心は 法廷（包 丁
ほうてう

）さばきが見ものです 

５）チリ鉱山事故とかけて ワーカーホリックと解く    →その心は 救出（休出）しました 

６）政治に「勤」柔道は「禁」  谷 亮子 

７）♪横浜たそがれ ハマのスタジアム 負け癖 残り灯 乱打の血煙 

ブーイング 口笛 フアンの涙 横浜は振られてしまった 

     住生活に振られてしまった もう買い手ない♪（横浜たそがれ） 

８）大使館がワインを買い溜めるとは何をかイワンや 

９）♪クマっちゃうな 被害が多発して♪（困っちゃうな） 

 

一ノ瀬善秋：シャレクスピア（洒落久寿飛夜） ◆萬歳（バンザイ）が万歳→マンザイに◆ 

＊明治憲法発布  日本国中「バンザイ」三唱、斉唱 

 永井荷風は西洋かぶれした「新しいまつり」だと諷刺 

 日清・日露・第一次世界大戦（１０年おき）で日本のナショナリズムが高揚し、第二次世界大戦の 

終戦でポッシャン。 

＊６０年経ち文官でただ一人絞首刑となった広田弘毅（１８７８～１９４８）は先に絞首場に向かう 

隣の部屋の軍人たちが「天皇陛下万歳！」と叫ぶのを聞き「あれはマンザイではないか」と皮肉った。

城山三郎「落日燃ゆ」 

＊６０年経ち選挙（１０／２４）で勝った時「万歳」をやめた。若い衆が掲示を見て「マンザイ」をや

るのですか、とつぶやいた。（北海道５区補選）かわりに拳をつき上げた。 

 

米岡 泰        南亭琴内氏のどんでん返し31  

◎緊急機内放送・・・バーゲン･エアーウェイズの場合 

「お客様にお知らせ致します。もう、お気付きと思いますが、先程の落雷後、当機は急激に高度が

下がって参りました。 

皆様お座席の手摺に硬貨を入れるスリットがありますので、ここにご入金されますと、金額によりま

して持続時間の異なる酸素マスクが降りて参ります。どうぞ叫ぶのをお止めになり、速やかに口と鼻に

マスクをお当て下さい。 

小さいお子様の場合には、マスク装着を手伝う前に…ご自分を優先させて下さい。また、お子様がお

二人以上の場合は…お好きな方のお子様をお選び下さい。 

 皆様のフライトのご安全とご幸運を心よりお祈りし、今後もご無事だった場合には、当社のまたの

ご利用をお待ちしております。なお、私共乗組員はパラシュートにより、お先に失礼させて頂きます。

皆様ごきげんよう！」 

 

◎南亭琴内氏チリの奇跡を詠む 

希望へと タイム・カプセル 夢つなぐ     カプセルが 地獄極楽 繋ぐ船 

地上にも 地獄が待つよ 妻恋人        落盤で 支持率あげた 大統領 

落盤で 銅にもならず 廃坑に         救出へ 備えて命の ダイエット 

救出で 親類縁者 また増える          
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笑門亭来福（西川信治）   ★政治呆談 ●呆け川柳 ☆世相呆談 

 

★政治呆談 

・菅いきなり総理が言ってたよ 

韓国の大統領は？「イ・ビョンバク」  
ロシアの大統領は？「ベドメージェフ」 

・運動会とかけてレンホウと解く  その心は「1番でなければいけないのですか？」 
・レンホウ大臣 議事堂でファッション雑誌の撮影 
仕訳で成果を上げてからだったら大喝采だったのにな・・・。 

・中国  ブレブレ外交   日本 無策外交 
・中国漁船（韓国海域イルチョン島に）「大挙してかっさらう中国のかっぱらい漁法」 

●呆け川柳 
・どブスほど 短さの増す ミニの丈（顔から視線をそらすためなのか？と思ってしまう） 
・妖怪も たまげてしまう 貼りまつ毛 

☆世相呆談 ： 「バージンロード」 
事前の説明で「左足のあと右足を揃えてください」と言われた新婦の父は、続いて左足を出し、 
また右足を揃え、神父の前までずっとその調子で行った。 
花嫁はすぐ気がついたがどうすることもできず、泣くどころか笑いをこらえるのに必死だった。 

 

奥村篤史   アッシー君の「玉川上水 自然観察洒落日記」 
 

今、気持は野鳥に向く。声を聞いて分ったら嬉しいですね。「☆鳥の声聞き名前がわかる 借金トリなら

直ぐ逃られる」これも当初は大人の野鳥図鑑を図書館で借りる。充実しているが1匹も覚えられない。

NHK野鳥図鑑ライブラリーのDVD4巻セット15,200円を中古半額の7600円で入手。でもお覚えられな

い。Book off で野鳥鳴き声写真図鑑カードCD付き 幼児用を発見。なーんと105円也。他のCDは鳴

き声だけだがこれには鳴き声の後に鳥の名を言う。今、車の中で聞いているがそれでも中々覚えられな

いのが実情です。わかるのはうぐいす・ふくろう・コジュケイ・かっこう・・・。最初は雀もつばめも

鳩も間違えた。カラスは2種類。鳴き声も2種類。所謂こんな風に聞こえるというのがききなしです。 

「☆ほととぎす鳴きつる方を眺がむれば特許許可局特許許可局 と鳴いている」 

「☆ほおじろより文を頂き開けて読む一筆啓上仕り候」 

「☆めじろの友は何兵衛だった?長兵衛？忠兵衛？長忠兵衛？」 

「☆せんだいむしくい大酒のみで焼酎一杯グイーグイー」 

「☆月日星ホイホイホイと鳴くさんこうちょう」 でもCDでは分かりませんでした。 

 

上の空組 印南博之   ◆大娯解◆   「九州地口旅行」 

①大分で大財布失くして大痛手    （大宰府） 

②甘味大島砂糖の産地  （奄美） 

③ここはどこかと問い岬  （都井） 

④うと宇土してたら海ん中   

⑤エビのてんぷら宮崎県  （えびの高原） 

⑥パンダのお食事竹だった  （竹田） 

⑦志布志別れの汽車の窓 

⑧加治木ではカジキマグロは獲れもはん 

⑨いで湯宿ひたと寄り添う深い仲  （日田） 

⑩平戸締め長崎出島で行ったちゅう 

⑪ナハ なは 那覇なつかし芸人いまいずこ （せんだみつお） 
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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◆   

 

逃げ菅空き菅 スッカラ菅も 有言実行 だった筈 

仕切る仙石 管内閣で 先刻承知と 言う総理 

議事堂舞台でファッションショーの蓮舫叩かれブーイング 

何か有るかも 中国内で 尖閣諸島へ 八つ当たり 

半日どころか各地へ飛び火 消えぬ反日デモ騒ぎ 

見習いたいのは 外交手腕 手本は中国 北の国 

逮捕されたら 可視化にしてと 開き直った 元検事 

家も道路も 想定外の 豪雨見舞った 奄美地区 

やめる？続ける？タバコの値上げ行きつ戻りつホタル族 

キノコ狩りには 恵みの雨も 中に紛れる 毒キノコ 

暗い世相に 天晴れニュース 二人もノーベル化学賞 

舞台極めた 長岡輝子 黄泉へ旅立つ １０２歳 

喝やあっぱれ ご意見番の 大沢親分 癌で逝く 

リーグ優勝したのに何で ロッテがソフトをはじき出す 

アンチ巨人が 満足しても 人気いまいち ドラゴンズ 

灯火親しむ 読書の秋は 電子書籍で 充電中 

 

佐藤忠恕   都々逸パロディー（お馴染み都々逸のもじりで世相を詠う）no.13 

 

①  やはり煙草は 止めねばならぬ 恨むまいぞえ この値上げ 

（元歌 咲いた花なら 散らねばならぬ 恨むまいぞえ 小夜嵐） 
 健康を気にして、前々から止めなければと思っていた煙草、大幅値上げで踏ん切りをつけましょう。 

②  尖閣紛糾 覚悟だけれど 希土に飛び火で この苦労  

（元歌 添うて苦労は 覚悟だけれど 添わぬ先から この苦労） 
 尖閣問題がレアアースの禁輸に結びつくとは、中国との付き合いには苦労が絶えませんなー。 

③  昔自民も 似たよなものが のらりくらりの 国会論議 

（元歌 佐渡の唄にも 似たよなものが 私捨てたか 来ぬあんた） 
 国会での議論は自民党政権時代と同じで、議論は空回りばかり、全く困ったもんだ。 

④  与野党攻防 決め手を欠いて 今じゃ互いの アラ探し 

（元歌 初手は冗談 中ごろ義理で 今じゃ互いの 実と実） 
 国会審議を聞いてるとイライラしますね、重要課題が山積してるのに、アラ探しに終始、匙投げるわ。 

⑤  察しておくれよ 総理の立場 ぶれる所に 味がある 

（元歌 察しておくれよ 花ならつぼみ 咲かぬところに 味がある） 
経済・政治・外交どれを取っても問題山積の菅政権、でも余りに軸足が頼りなさすぎませんかねー。 

⑥  雇用・雇用と 叫んじゃ見たが 曇り景気が 雨となる 

（元歌 それじゃ行くよと 表戸開けりゃ 心残りが 雨となる） 
 民主代表選を雇用。雇用と叫んで乗り切った菅さんですが、肝心の景気が悪化の一途で打つ手なしかい。。 

⑦  国会答弁 品良いはずが 止めて止まらぬ 仙石さん 

（元歌 竹に雀は 品よく止まる 止めて止まらぬ 色の道） 

 国会答弁で総理を差し置いてまで回答の仙石さん、勇み足も出るのは当然かな。 
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藤井敬三 ユーモア川柳＜解体新笑シリーズ＞「ああ、指」 

 

海外で指は口よりものを言い       定年後妻の指示には逆らわず 

玩具買い指折り数え孫を待つ       指相撲はじめは孫に負けてやり 

碁石持つ指先だけは有段者        お座敷で靴下の指顔を出し 

薬指確かめてから声をかけ        小指立てマイクを握りムード曲 

指笛はつばきは飛ぶが音が出ず      禁煙で 2本の指が暇になり 

鼻掃除した指先で名刺出し        後ろ指刺された頃が華だった 

 

曽田英夫        ◇狂歌NEW門◇    

 

うの目たかの目 狙われている 

・社長の座 一度なりたい 人多く うの目たかの目 狙われている   

・退職し 退職金が 振り込まれ うの目たかの目 狙われている 

 ・伊勢えびの 刺身がひとつ 残ってる うの目たかの目 狙われている 

上を下への 大さわぎする 

・ドラゴンズ 巨人を倒し 頂点へ 上を下への 大さわぎする 

・尖閣の 反日デモで 中国は 上を下への 大さわぎする  

・検察が 検察調べ 検察は 上を下への 大さわぎする 

浮き足だって 集中できず 

・あすサロン 狂歌ができず まだ白紙 浮き足だって 集中できず  

・通勤時 となりの美女の 香水で 浮き足だって 集中できず 

・のど自慢 予選の番が 次に来て 浮き足だって 集中できず 
 

野本浩一       お洒落日記 【呆け防止 ４ヶ条】 

 

会社の先輩から「脳の活性化」に関する講演録が送られてきた。 

 松本元（まつもと げん、1940年11月24日 - 2003年3月9日）という、脳科学者の講演録の一部

だが、その中に、これからの人生、定年以降に関わる興味深い部分があった。それは、日本ぼけ学会で

研究されたという内容に関するもので、「どういう人がぼけないかということを統計にとって結論が出て

いる」ということだった。 

 その結論： 

ぼけない老人はいとわずやる人。脳からの出力は四つある。言葉として出すこと、行動として出すこと、

感情として表出すること、それから考えですね、認知的な出力をする、この四つ。どれかをいとわずに

やれば絶対にぼけることはない。そのように脳は仕組まれているというわけです。 

 この文章を読んで、これまでの生き方に間違いは無かった、と思った。 

 １．言葉として出す。 よし、どんどん、洒落やジョークを厭わずに言おう。 

 ２．行動として出す。 定年後、定期券が支給されなくなっても、歩いていけばいいじゃないか。 

 ３．感情として出す。 NHK の朝ドラや大河ドラマに限らず、テレビ番組の感動的シーンでは、こ

れまで同様に素直に、反応して喜怒哀楽を打ち出そう。涙する小生を見て、

女房は「こんなドラマで、涙なくして見られない…とは、馬っ鹿じゃない

の…」なんて誹謗中傷を浴びているが、気にせずに、涙隠さずに見よう。 

 ４．考えとして出す。 独断専横。独立独歩。唯我独尊。付和雷同。優柔不断。言語道断。大同小異。 

温故知新。そして、知恵が出ないときは、汗を出そう。 

そのうち何とかなるだろう。 
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浜田頓坊      ☆甘辛都々逸ほのぼのランド☆  

☆洒落タイんだ 年甲斐も無く センスと笑いを 一人締め 

☆狐はお使い お稲荷さんの 商売繁盛 縁起もの 

☆ふぐは福だよ 鉄砲などと みなが認める 口福魚 

☆亀は万年 鶴より更に 永く幸せ 祈りタイ 

☆猫が全員 手招きすれば 良い人たくさん 寄って来る 

☆馬九ゆくよう 九頭駆ける すべて無事是 名馬なり 

☆龍は運気を 上昇させて 天に昇ると 縁起よい 

☆ふくろう不苦労 福来朗もよい 智恵のシンボル 福を呼ぶ 

☆蛙も時どき 好運つれて 元気に飛び跳ね 帰れとな 

☆うなぎ昇りの 願いをこめて 銀座のネクタイ これも粋 

☆兎年には 登りに強い 新年嬉しく 締めるタイ 

☆狸ぽんぽこ 楽しい踊り ライバル抜いては 前へ出る 

☆とんぼ柄とは 目出たいタイよ 複眼上昇 ポジ指向 

☆縁起よさそな 一年分を まとめ買いして 締め括る 

 

大石脩          ダジャ連発 

 ★「いつか、お会いしましたねぇ」 

 ☆「オー、愛シタコトワ、アリマセン」 

 

★「いっぱい食ったって、また、食べたいの？」 

 ☆「まんまと一杯食わされたけど、おまんまは食わされてないんだ。腹減った、まんまだ」 

 

★「彼女から、メールの返事が来ない。どうしよう」 

 ☆「そりゃ、ダメだ。あきらメールんだな」」 

 

★「この所、誰からもメールが来なくて、寂しいよ」 

 ☆「メール来ないと、気がメールよね。ほんと」 

 

稲葉浅治           川柳 「風」 

 

木枯らしの音聞き酷暑懐かしむ        目を閉じて風の音聞く露天風呂 

故郷の駅思い出を運ぶ風           初恋の人の噂を風に聞き 

女性との悲鳴上げさすつむじ風        風化する拉致問題に光あれ 

 

鎌倉の視覚笑害者・若狹芳生   ❤駄じゃれ・お色気トーク❤ 
 
朝晩は秋ですが昼間は暑くて着る物に悩んでおります。 
政府は相変わらずですね。「粛々と」何をやってるのかさっぱり分かりません。 
そこで一句   「粛々と処理した筈がじゅくじゅくに」。 

 
  吸った揉んだの、一度限りを、重々情事しております。 
  美しい女性は、下着をつけないとか。「美人薄命」とは、よく言ったもの。 
  新小岩駅周辺には、墓地は多いのに、小岩駅となると墓地もお寺もほとんど無いとか。 
  「小岩・・・儚い（はかない）」とは、よく申します。 
  下らん駄洒落を、言うのは、「誰じゃ」なんて、ANAが空いてりゃ、JALは無しかも。 
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★１０月例会 １０月２７日  集合順  １９名  

野本浩一・佐藤忠恕・平井幸雄・曽田英夫・松山カオリ・高木正明・一ノ瀬善秋・阿部浩・ 

藤井敬三・印南博之・海郷達人・門口泰宣・奥村篤史・西川信治・東省三・神代京子・ 

米岡泰・渡辺みどり・松野信夫 

＊東省三さんは、千代田スポールセンター向かいの鎌倉川岸ビル１F「東書店」の社長さんです。 

 例会参加前のメンバーも、立ち寄って立ち読みしてます。購入も、ときどきします。 

＊松野信夫参議が、ひょっこりと顔出ししてくれました。サロン同人の「きつい、厳しい政治ジョー 

 ク」を真摯に受け止め、「これから、菅総理と会いますので・・・・」と、早退しました。 

 高木さんの「コミック都々逸」を聞きながら、「これ、使えますね」と言ってたなぁ。 

 ＊松野信夫参議を通じて、「伝笑鳩」を読んで頂いている今野東参議院議員が、落語を披露する 

  「２０１０年東京 難民支援チャリティー寄席」が１２月１６日・１７日に紀尾井小ホール  

  （千代田区紀尾井町６－５）、１９：００開演（１８：３０開場）で開催されます。 

  全席自由席３，０００円で、収益金の一部が難民支援の為に使われます。 

  こんな広がりが出てきて、ジョークサロンも何かしら、社会貢献ができれば、と思います。 

  お申し込みは今野東事務所（03-6550-0811）又は松野信夫事務所（03-6550-0720）まで。 

 ＊１２月例会の後は、忘年会。新年会は１月１５日昼に行います。お楽しみに・・・・。  

  １２月の伝笑鳩には、「今月の一笑」投票用紙と新年会の案内（関東地区の方のみ）を同封します。 

  投票、新年会ともに、ふるってご参加下さい。 
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ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞごらん下さい。毎月の例会で披露される作品が、 

「活動メンバー紹介」コーナーに全文掲載されております。読み応えありますよ。 

毎月の例会は、第４水曜１８：３０頃から実施です。 

１２月２２日（水）千代田区立スポーツセンター７F第２集会室 

１月１５日（土）新年会 神田多町ﾚｽﾄﾗﾝ「ラ・リヴィエール」 

        12:00～15:00 会費5000円程度の見込み 

１月２６日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

２月２３日（水）千代田区立スポーツセンター（予定） 

千代田区立スポーツセンター   ℡03-3256-8447  

 


