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＊＊＊２０１１年１１月 No.２６５＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

  

 

 

  

＊＊「八十円切手たったの十五枚 笑顔一年元気一生」＊＊ 

  

 

  

 

 

 「読書の秋」が「ジョークの秋」に変わる。いつまでも、アキが来ないジョーク満載です。 

 お待たせしました。ジョークサロン快鳥他、サロンメンバーの力作揃いの作品集が、漸く完成し

ました。あちこちから、歓声が聞こえてきます。読者の皆様の感性に、響くであろう作品や、官製

のお堅いジョークから民間の柔らかいものまで、盛り沢山です。 

 伝笑鳩第一号も入っております。頒布代金は、今後のジョークサロンの活動を支えるカンパと考

えて頂きまして、お求め頂ければ、光栄です。ということで、秋の夜長の笑いは、おまかせ下さい。 

 

空高く 食べ物豊か 酒旨い ジョークサロンで 大いに笑おう   【曽田英夫】 

 

 

もう・・・来たの、別れの秋 

夫から別れた妻へ “もう 1度・・・” 

妻から別れた夫へ “もう 2度と・・・” 

          鎌倉市／若狹芳生 

このたび「ジョークの宝箱 ジョークサロン・伝

笑鳩 20周年プラスＮＯＷ」を刊行しました。同

巣会ジョークサロンの 20周年記念で出版を企画

しておりましたが、この度ようやく完成いたしま

した。ジョーク道を極める19 名が各人の力の入

った作品を選び、1冊にまとめたジョーク作品集

です。「伝笑鳩」とは一味違った笑いが起こるも

のと自負しております。 

 「ジョークの宝箱」はＡ4版、188ページで、

本書の笑いが広まりますように 200 冊限定でご

用意し、価格は送料込み1,000円で皆様に頒布い

たします。「銀行振込」、「現金書留」、「郵便小為

替」、「切手」で1,000円をご送金ください。詳細

は下記要領のとおりです。 

★同巣会ジョークサロン 快鳥 曽田 英夫★  

 

 

 

 

 

 

「ジョークの宝箱」申し込み要領： 

【銀行振込の場合】 みずほ銀行本店 普通口座 2359322 柴本和夫（ｼﾊﾞﾓﾄｶｽﾞｵ）口座 

 （ただし、「伝笑鳩」ご愛読者以外の方は送付先を葉書で下記住所へ送付してください。）  

【現金書留・郵便小為替・切手の場合】  

 宛先 〒146－0085 東京都大田区久が原6－20－11 野本浩一宛   

 

「ジョークの宝箱」を刊行！ 

  200冊限定で頒布します 
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 ＊今月は、「ジョークの宝箱」の笑介を大々的に行ないましたので、皆様からのお便りの笑介が 

  十分に出来ません。ご容赦下さい。 

  ご笑介できなかった皆様：名古屋市／加藤勝彦、静岡県／曽根一寿、京都府／大石脩 

 

 ＊「ジョークの宝箱」では、「ものは付け」に付きまして、第１回、５０回、１００回目の作品 

  と先月号の作品を笑介しております。是非、ご覧下さい。 

   

      

 

 

 

 

   「すぐ忘れてしまうものは」 

 

 

二十代だった頃のカミさん        （岩手県：片山 敦夫） 

貴族のような生活            （大田区：高 栄子） 

溺死しかけたこと            （千葉市：岡部 千代松） 

早く忘れてしまいたいこと      （さいたま市：宗 志朗） 

夢の中の彼女の笑顔           （稲城市：藤井 敬三） 

父の思い出               （荒川区：藤野 哲康） 

業者に接待される日           （横浜市：阿部 浩） 

甘い汁の味             （さいたま市：高木 正明） 

幼馴染のアダ名             （川越市：石原 義三） 

返してくれない貸したお金        （京都市：牟禮 丈夫） 

初恋の人                （渋谷区：樋口 七郎） 

日劇ミュージックホール         （文京区：稲葉 浅治） 

別れても好きな人            （横浜市：鈴木 びん子） 

意外な人の告白             （町田市：浅沼 マサ子） 

宝くじが当った夢            （高知市：高橋 満子） 

母親の胎内より出でし時の初心      （松戸市：田中 清咊） 

振り込め詐欺の記事          （伊勢原市：武井 美雄) 

原発事故の恐ろしさ            （福島市：松山 カオリ） 

初めてのキス              （船橋市：川田 又一） 

 

次回（第１３０回）の題  「見つけて嬉しいものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

〆切日：11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 

ふるさとのやまなみ     （板橋区：植竹 団扇） 

【評】田舎者なので、こういうフレーズには弱い。参った！ 

入選 

西の空から昇った太陽（アラスカ）     （鎌倉市：浜田 頓坊） 

自分の名前                （所沢市：北沢 正嗣） 

ラジオの「君の名は」           （鎌倉市：志賀 明） 

思い出せない              （世田谷区：奥苑 順子） 

佳作 
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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 語る七七七語調》 

 

金魚の真似など ドジョウに無理と 相田みつをを ぱくる野田 

ドジョウ総理が 音頭を取れば 政治指導で 安来節 

放射能だぞ～付けちゃうぞ～と おちゃらか大臣 辞任劇 

加害意識を 東電忘れ 被害者いじめの 調査表 

秋の味覚に 風評被害 山海珍味も 放射能 

どうすりゃえんだか 円高止まず 海外移転に 出る企業 

紀伊の山川 土砂ダム被害 暴れまくった 台風禍 

植樹運動 モッタイナイを 撒いたマータイ 癌で逝く 

渡る世間も 冷たくなって ドラマ人気も 冷めて幕 

五輪キップを 辛くもゲット なでしこジャパンに 続く汗 

日本力士の 琴奨菊が やっと登った 大関陣 

 

野本浩一    お洒落日記 【９月２２日 還暦の誕生日だ】 

 前日の台風１５号による大雨・風雨が去った２２日は、「台風一過、爽やかな朝」だった。 

 台風の被害で亡くなった方たちを追悼した後、早速に区役所に出向いて、年金手続き申請に必要な戸

籍謄本と住民票を貰うこととした。 年金申請に関連する書類は、無料でいただけるというので、得を

したような気になったので、ついでに尋ねた。 

 「今日が還暦の誕生日なんですが、何か頂けるとかありますか？もし、そうなら、嬉しいのですが」 

 初めてそんな質問を受けたという顔をした職員の人は、半ばあきれつつ 

 「そうですね。もう少し、長生きして頂けると、いろいろとあるかと思います・・・が」と優しく答

えてくれた。 

 その後、年金事務所に申請に出向いた。ここも、誕生日の祝いは何もなかった。人生そんなものだ。 

 「野本さん、今日が還暦の誕生日だそうでうすね。おめでとうございます」 

と、国際電話をかけてくれたのは、フィリピン駐在の折に知り合った船会社の社長さん。ジョークサ

ロンがフィリピンで出前例会を行なうという話があったときには、「例会に、是非参加しますよ」と言っ

て頂いたという方である。 

「世間では、最近は、６０代の１０年間を『黄金の６０代』と言ってますので、ボクもいろいろと楽

しみます」と答えたのだった。 

黄金の ６０代へと 進む我 先輩諸氏の 指導は宝 

還暦を 迎えず逝った 友の顔 思い出しつつ 長生き誓う 

 

藤井敬三  ユーモア川柳 ＜解体新笑シリーズ＞ 「ああ、肩」 

 

若ぶって階段登り肩で息          素人の落語を聞けば肩が凝る 

タクシーも止まってくれぬ五十肩      披露宴肩の荷降ろした父と母 

パチンコ屋肩を落して今日も出る      肩出したパーティドレスにエレキ絆 

職安で元の上司と肩並べ          子が育ち肩叩き券有料に 

肩書きに暇人と書く定年後         肩車ヘソクリ孫に見つけられ 

外人に道を聞かれて肩すぼめ        撫子も肩で風切る秋の空 

お巡りの肩章を聞き嫌がられ        強肩が過ぎて暴投繰り返し 

国民を肩透かしするマニフェスト      負け越して肩身が狭い虎フアン 
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平井幸雄   ＮＥＷヒライ信VOL.2  NO.46  ジョークの切り札・・・ジョーカー 

 

 トランプの中に含まれる特別なカードである「ジョーカー」は、最高位の切り札としてしばしば用い

られ、有益なカードであるが、時として「ババ」とも呼ばれ有害なカードにもなる。ジョークも人を笑

わせる切り札にもなるが、時として人を傷つけることがある。毒にもなるが、笑薬にも・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米岡泰       南亭琴内氏のどんでん返し４２  「弁護士商法」 

 

 一匹の大型犬が肉屋に入って来ると、いきなり店頭にあったローストビーフを喰わえて、逃げていっ

た。肉屋の親父は、その犬が近所の弁護士の飼い犬だと気付いたので、電話をかけた。  

「アンタんとこの犬がウチのローストビーフを盗んだとしたら、アンタは代金を払う義務があるよな？」 

「勿論ですとも！そのローストビーフはおいくらでしょう？」「大負けに負けて１０ドルだな！」 

「分かりました」数日後、肉屋の親父は弁護士から１０ドルの小切手を受け取ったが、請求書が同封さ

れていた。 

「大負けに負けて法律相談料は１５０ドル」「！？×」 
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奥村篤史    アッシー君の「小学校プール指導 洒落日記」 

 

夏になると小中学校の屋外プールが始まります。「☆雨・寒い・行事変更ですぐ中止 評判悪いプール

の指導」予定には入れるものの実際の実施は半分。「☆応募者少なく悩める水協アッシー意地見せ大奮闘」。 

 水泳補助員として依頼され、心体に異常のある児童に付いて危険のないようにすることが本来の任務で

すが、個別よりも全体を見てくれとよく言われます。理由は「☆特別視されてしまうと生徒が萎縮 泳げ

る者も泳げない」。「☆教室に通う生徒はフォームがきれい ただただバチャバチャ行けない生徒」「☆ム

ダに手足をバチャバチャクロール 天を仰いでする呼吸」。「☆指導員ですアッシー君はついついやります

個人の指導」。クロールは「☆手は前になるべく遠くの物掴め」「☆水の上叩くなバタ足水の中」。それだ

け教えると結構きれいなクロールになる。でも「☆クロールの呼吸はちょっと難しい」。 

「☆あおり足です足の甲で蹴った違反泳法平泳ぎ」平泳ぎはちょっと苦戦です。「☆足を手に持ち蹴り方

を教えたらすぐに出来る子いるジュニア」、「☆足の裏 裏が使えぬジュニアです」、「☆２度３度教えりゃ

裏をすぐ覚え」やりがいがあります。 

今年は６月が天気が良く暑い日が続きプール中止もない。お陰で体が焼け皮まで剥けてくる。プールで

の皮剥けは初めてです。「☆暑い日続いて体が焼ける一皮剥けたプールの指導」 

「☆ジョークサロンじゃ一皮むけず プール指導で化けの皮剥げる」！！！！ 

 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕） 都々逸パロディー（お馴染み都々逸をもじって世相を詠う）no.23 

 

① 話しゃ失言 する大臣が 沢山いるから 苦労する 

（元歌 顔見りゃ苦労を 忘れるような 人がありゃこそ 苦労する） 

② うらみつらみも 言いたくなるさ 原発賠償 煩雑で 

（元歌 うらみつらみも なさぬゆえ 顔で怒って 心で泣くさ）  

③ 福島花火に 言わせておくれ 放射能など ないのにと 

（元歌 一度でいいから 言わせておくれ 一生お前と  いたいから） 

④ 台風襲来 電車が止まり 会社休みだ 家で寝る 

（元歌 廻し屏風の 鴛鴦ながめ 一人寝るなら 家で寝る） 

⑤ 五輪予選の 過ぎ越し方を なでしこ涼しく 振り返る 

（元歌 好いて好かれて 過ぎ越し方を 涼しく見送る 粋な人） 

⑥ 男惚れする おれ流野球 フロントに嫌われ 引退に  

（元歌 男惚れする 男でなけりゃ 婀娜な年増は 惚れやせぬ） 

 

上の空組  印南博之        大娯解      

♪ 酒は飲め飲め飲むならば 日の本一のこの酒を 

     酔いつぶれるほどに飲むならば お主まっこてアル中ぞ   （黒田節） 

① たまにお飲みになるの？   イヤ焼酎（しょっちゅう） 

② こーりゃん（高粱）ンまいサケだね マッコリは   （原料は高粱） 

③ そのボトル ワインや  大阪人 

④ あそこでジン飲んでるの何人？ 

⑤ ブランデーって酒はあっしらのもんじゃネエ  そりゃ上流酒だもんな    （蒸留酒） 

⑥ シャンパンというのはフランスのシャンパーニュ県産だってさ 

      じゃアンパンはアンパーニュ、ジャムパンはジャンパーニュ産かい？ 

⑦ 隊長 あいつらはどんな酒を飲んでいるんでしょうね。 そりゃ敵ー等だろう（テキーラ） 

⑧ みんなウィスキー好きか？   Ｗｅ好きー！ 
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香野好勇（好太）          好太川柳 

 

・クールビズネクタイ締め方忘れさせ       ・髪薄く整いません直ぐにでは 

・新聞のネタ無しニュースはいい日和       ・台風がバケツで列島除染する 

・怖いもの地震津波に放射能           ・耳遠くなったが勝ちの老いの知恵 

・順調に老いた証が遠耳近尿           ・サット立ち席譲られて落ち込んで 

・秘書牢屋親分料亭高鼾             ・衝突と追突中国お家芸 

 

松山カオリ   カオリエッセイ～「花々に囲まれて」（抄）  出典：「ジョークの宝箱」  

 先日、「ミニいけばな教室」に出かけました。 

花が大好きで、中学生のころから熱心にお稽古に通っていましたが、ファションの店を持つよう

になり、デザイナーとして夢中で過ごすうちに、本格的なお稽古は難しくなってしまいました。 

それでも好きな事なので、派閥を問わず花展には足を運びました。時には、時間の制約が少ない

「茶花」ならばと、お稽古に通いもしました。シンプルな茶花というスタイルが、マンション住ま

いにはぴったりだとも思ったからです。 

東京で働いていたときは、「忙中閑有り」で楽しみましたが、現在は「年中閑有り」に近くなっ

たので、「ミニいけばな」って「洋風茶花」のことよね？と解釈して参加してみた訳です。 

予想した通り、グラスと共に渡されたのはピンクのランの花と季節のリンドウを除けば全て野の

花風の洋花。久しぶりにお稽古の気分を味わい、楽しむことができました。 

 マンションのベランダを使って、庭師の人にミニ庭園を造ってもらった事があります。茶花に使

える椿を何種類かと草花をいろいろ植えてもらって喜んでいました。ところが、都会のマンション

の狭いベランダでは、ようやく椿の花が咲くようになると、朝早く鳥が飛んできて、蕾の花びらを

摘まんでしまうのです。鳥の素早い行動に勝てず、わずか数年でミニ庭園は撤収。庭木や草花に囲

まれた実家の庭が、今では懐かしく思い出されます。 

せめていきの良いお花でも眺めて、あわよくばちょっと生気も分けてもらいたいものです。 

 

神代京子         おりこみ『はめ字』和歌風味 

 

「あきげしき」  ゆうあかね すすき銀色 秋景色 心にしみる 遠き日  々

「くれなずむ」  白もくれん 隠れ里 くれなずむ 薄墨に かすむ山  々

「むしのこえ」  くさむらに しばし響く 虫の声 長き今宵に 彩（いろどり）添えつつ 

「さんしまい」  茶々さまは 悲運な姫 三姉妹 三度まで 城包囲され 

 

   

 

 

 

 

 

 

稲葉浅治      川柳「ゆらゆら」 

 

赤い糸ゆれて切れそう倦怠期   地震計あなたの心計りたい   五十年今更ゆるぎどうするの 

人情かお金をとるかゆれている  かげろうの君追いかけたニキビ顔 

と心あすゆ 

おにきすう 

きしげきあ 

日みし銀か 

々るみ色ね 

 

かうくか白 

すすれくも 

むずなれく 

山みずざれ 

々にむとん 

ほ三さ悲茶 

う度んう  々

いましんさ 

さでまなま 

れ城い姫は 

彩長むしく 

そきしばさ 

えこのしむ 

つ宵こ響ら 

つにえくに 
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若狭芳生     駄じゃれ･足し算五七五  

一休

１ ９

さん

３

 足して１３ 智恵めぐり     兄

２

さん

３

は 足して５つで 幼稚園 

三四郎

３ ４ ６

 足して１３ 未だ未熟       獅子

４ ４

舞は 足して8匹 お目出度や 

五郎

５ ６

八

８

は 足して１9の 幇間(たいこもち)  六つ

６

子

５

ちゃん 足して11 サッカーを 

質屋

７ ８

さん

３

 足して１8 嫁に出し       八百屋

８ ０ ８

さん

３

 足して１９で 嫁に出し 

クサヤ

９ ３ ８

食べ 足して20も 屁を放ち     柔 道

１０ １０

で 足して20の ワザ覚え 

 

片岡隆       嗤いものですが、何か？ 

野田総理賛歌（「ドナドナ」をもじる。さびのみ） 

ある晴れた 昼下がり いちばへ 続く道 

⇒ある腫れた 蛭下がり 千葉へ  続く道 

ドナドナドナドーナ ドナドナドーナード 

⇒野田野田野田野～田 野田野田野～田～野 

※ 参考（ジョーン・バエズのように歌ってね） 

 

平成 23年度台風 15号 瓦版（飛んできた瓦に書いてあった） 

★台風で楽しむ競技、レジャー 

列島縦断レース：熱気球、パラグライダー、ウインドサーフィンで沖縄発北海道まで。 

傘飛ばし：上手に風に乗せればかなり飛ぶ。高さ、距離を競う。 

土石流ラフティング：多少の泥汚れは覚悟すること。将来のある者はやらないでね。 

川釣り：流木に注意。飲み物は「風流」にも「沢のツルッ」。滑ったらさようならー。 

海釣り：船酔いに注意。海に落ちても、浜ちゃんは竿を放しませんでした。すーさんは魚に引か

れて竜宮城へ行ってしまいました。 

スカイダイビング：台風の目の中を降りること。さもないと目が回るかも。 

 

樋口七郎        笑ってられないよ・・・   

 

先日、近所の商店街を歩いておりますと、母親と小学校４、５年生くらいの女の子の会話が聞こえて

きました。 

 女の子は「お母さん、今夜、シンジャウロースが食べたい」と言いました。 

 「チンジャオロース」の間違いではないかと思います。 

 「シンジャロース」を食べると、死んじゃうよ。 
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曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

 

どうなろうとも ルール作らず 

・ 飲み放題 みんなキャパを 超えるはず どうなろうとも ルール作らず 

・ 夫婦間 喧嘩は絶えず 言い合いに どうなろうとも ルール作らず  

・ 混み合って 揉まれ揉んでる 朝ラッシュ どうなろうとも ルール作らず 

お金がいるぞ いまから貯金 

・ 地獄でも 閻魔の裁き 金次第 お金がいるぞ いまから貯金 

・ 年寄りが 増えて葬儀費 高くなり お金がいるぞ いまから貯金 

・ 年いって 飲む打つ買うを 全部やる お金がいるぞ いまから貯金   

・ 大地震 自宅は倒れ ペッチャンコ お金がいるぞ いまから貯金                           

何があっても 平静よそう 

・この人が 痴漢やったと わめいてる 何があっても 平静よそう  

  ・ 職場では リストラあれど どんとこい 何があっても 平静よそう  

 

笑門亭来福（西川 信治）     ☆政治呆談 

 

75歳でも自分で即断できず 小沢氏から「受けなさい」と促された民主党新幹事長。 

「も」付け言葉  どじょう内閣→どうじょうも内(無い）閣 

 

新防衛大臣について「防衛問題の素人だがこれが本当のシビリアンコントロールだ」（小沢氏） 

普天間、対中国等本当に大丈夫か？ 

 

3人の経産省原発関連元官僚に 原発事故の責任なし。 

「きいたところ天下りは無かった」（放射能付けちゃうぞ大臣の後の枝野大臣） 

→どろぼーに「どろぼーしたか？」ときいたら「してない」と答えるのと同じの声。 

 

小沢氏証人喚問質問に対し「司法の問題があり証人喚問は慎重に」 

全方位内政 小沢派対策→やはりノーサイドの野太鼓ソーリ。 

→どじょうのようにつかみにくいするりと逃げるのだ。 

 

浜田頓坊       ―甘辛都々逸ほのぼのランド― 

 

甘い言葉や やさしい嘘も 時には聞いたが 夢うつつ 

卒業記念の 梅檀二世 喜寿の祝いか 実を結ぶ 

巧い話にゃ 眉唾つけて 乗らず逸らさず 惚けたふり 

歌を詠むのは ただただ自然 犬ならさしずめ マーキング 

玉と石とが おのおの主張 瞬時選歌は 神の業 

まともな政治の 精神なくて どんぐりころころ 転がった 

どんぐり一個は たったの九日 問題二言 首飛んだ 

 

大畑道之助   お蔭様で、１０年近く「伝笑鳩」を送って貰ってます。 

  投稿は出来なくなりました（満８３才を過ぎました）が、何とか面白く読ませて頂いてます。 
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海郷達人     ９月の対文（逆さに読んで楽しむ新しい文芸） 

 

１． セシウム汚染わらを食う牛  

（酪農家応援、東電には怒り、やけになって稲わらを食う牛） 

買うよ、力んで稲わら喰む牛。競るかい。  

かうよ りきんで いなわら はむうし せるかい 

怒る。セシウム。払わない電気料か。  

 

２．陸山会事件 （政治資金浄化なるか・・・、いやいや政治に金は付きものよ。） 

小沢ら、うまい。西松献金、解明を。    

おざわらうまいにしまつけんきんかいめいを  

負い目いかん。金欠。マジに今、裏技を。 

 

３．小沢、処分見直し期待 （小沢処分（党員資格停止）の見直しに、総理は慎重答弁） 

小沢の頼み、野田内閣や。        

おさわのたのみのたないかくや 

厄介な頼み、野田の技を。  

 

［政治ネタについてはあくまでも世評を背景にしたコトバノアソビ、他意はありません。］ 

 

稲垣元博      十月に入って、秋酎となりました。 

 東北大震災に続き、人工電力に対する放射能のニュースが流れて、日本のみならず世界的不安が漂っ

ております。このような時代であればこそ、笑いが大切な時。貴会が毎月、コミックどどいつ瓦版と、

伝笑鳩をお送り下さり、感謝しております。特に、コミックどどいつ瓦版の天才的才能には敬服の至り、

下手な川柳で四苦八苦している私など顔色なしです。 

     川柳 

叫んでも起きない朝食認知症  日本の医師のモデルや日野原氏  百歳老婆が百歳老婆の詩集読み 

鰻屋のある町いい町吉祥寺   床屋から出てきた時だけいい男  早起きをし過ぎて朝食前昼寝 

 

松野信夫      笑いは健康のもと 元気だそう、熊本！ 

 

地元熊本で地域興しに取り組んでおられるおじさん、おばさんたちは元気だ。 その源と思いきや、どう

やらよく笑うことにありそうだ。 

 笑えば笑売繁盛で笑業地域になり、お客もお酒の一笑瓶を笑動買い。 

おっと笑味期限は大丈夫？おなかを壊せば笑進料理で我慢し、笑化不良を防止します。 

下手な駄洒落もみんな仲良く笑賛笑賛！！ 

 

青木孝       良い秋をお迎え下さい。 

『伝笑鳩』ありがとう存じました。今月の一笑“ユーモア川柳 ああ胸”いいですね。同世代だからで

しょうか。例会の多数の出席の方々にも敬意を表します。 

 

和久井哲男     伝笑鳩 毎月楽しく拝読しております。 

読んでいて思わず笑う事も多く、皆々様のユーモア溢れるハイセンスに只々感心するのみです。今、

山梨でぶどうの収穫に多忙なユーモア好きの友人にも、一年間送って頂きたく何卒、宜しく。 
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９月例会 ９月２８日  集合順 １６名   

曽田英夫・野本浩一・香野好勇・奥村篤史・佐藤忠恕・阿部浩・片岡隆・西川信治・一ノ瀬善秋・ 

藤井敬三・平井幸雄・松山カオリ・高木正明・印南博之・海郷達人・波木博信 

 ＊９月は、常連組で都合が悪いという方が多かったようです、参加人数が普段より減りました。 

  その関係で、今月の伝笑鳩には、見慣れた作品が掲載されておりません。ご容赦下さい。 

 ＊久々に参加の波木博信さんは、「ジョークの宝箱」の表紙イラスト（案）を持参でした。 

  楽しい雰囲気が漂うイラストに仕上がってきそうな予感がありましたね。ありがとうございます。 

 

年末、年始にかけましては、各種行事が目白押しです。どうぞ、ご参加下さい。 
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ＨＰ「ジョークサロン」も、どうぞご覧下さい。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。 

利用する部屋が変わることがありますので、ご確認下さい。 

１１月２２日（火）千代田区立スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

 ＊１１月は、都合により一日早く例会を開催します。 

１２月２１日（水）千代田区立スポーツセンター 予定 

＊１２月は、恒例により一週早く例会兼忘年会です。 

１月上旬（現在調整中）   新年会予定 

１月２５日（水） 千代田区立スポーツセンター 予定 

千代田区立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ  ℡03-3256-8447  

 

「ジョークの宝箱」 

発行、頒布販売 

します。 

来年早々には、恒例

の新年会がありま

すので宜しく。 

年末例会の二次

会は忘年会にも

なります。 

「ジョークの宝箱」 

のＰＲを皆で、 

実施します。 


