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＊＊＊２０１２年１０月 No.２７６＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                       ＊トップページがこのように出てきます。 

 ＨＰでは、例会の日程・会場の案内、最新の伝笑鳩及び各ページ、さらには創刊号から現在に至るま

での全ての伝笑鳩を見ることができるように取り組んでいます。懐かしい方々の名前や作品があります。 

 例会に参加する同人の作品は、伝笑鳩に掲載されないものも含めて、それぞれの同人毎のページがあ

り、たっぷり楽しめるようになっております。このページが一番の人気ページです。 

 読者の皆様からのお便りや作品もＨＰにアップしています。データの入力に時間がかかりますが、で

きる限り早めに掲載するように注力しています。今後、Ｅメールで送って頂けば、もっと早く披露させ

て頂きます。伝笑鳩とＨＰの二本立てで、笑いを供給していきますので、宜しくお願い致します。 

 

板橋区／植竹団扇  お世話です。前回は、いつ送ったか記憶がありません。遠慮なく請求して下さい。 

  ＊皆様あての封筒・さて先に〇〇－××とあるのが、有効年―月になっております。参照下さい。 

町田市／青木孝   『伝笑鳩』ありがとう存じました。毎号、圧倒的な 

ボリュームのある作品群で、作者の方々に敬服します。今月も楽しませていただきました。 

東京都西多摩郡／川島奈緒美    ジョークサロンの新ＨＰ、すばらしいですね。 

ただただ感服するばかりです。機会があったらご教示ねがいます。例会は多摩の端っこにいるとなか

なか無理なのですが、このたび投稿させていただきます。よろしくお願いします。 

  

秋風が 吹いてようやく 涼しくて 大いに笑おう ジョークサロンで 【曽田英夫】  

  好太川柳（ロンドン五輪） 

何もかも 五輪と暑さで 後回し 

一睨み 女を捨てて 金を取る 

金メダル 数が教える 女子パワー 

銀座では 金より銀が 大手振り 

      さいたま市／香野好男 

ジョークサロンのＨＰをリニューア

ルしました！ぜひ、ご覧下さい 

ＨＰの検索アドレス： 

URL: www.jokesalon.com/ 

上記ＵＲＬを直接入力して頂くか、以下

の言葉を入力して、検索して下さい。 

・ジョークサロン 

・同巣会ジョークサロン 

・ｊｏｋｅｓａｌｏｎ 

を入れて検索すると 

 同巣会ジョークサロンが出てきます。

これをクリックして下さい。 

 

 

http://www.jokesalon.com/
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 加藤勝彦@名古屋市       あ ー、  盆 踊 り 

 

盆踊り 前のお尻を 見て歩く       盆踊り 色んなお尻 品評会 

    

 

講演会の講師         （横須賀市：山中 静代） 

彼女の家の前          （松戸市：田中 清咊） 

役所の窓口           （横浜市：阿部 浩） 

総理の親書           （岩手県：片山 敦夫） 

国会議員の行く先       （伊勢原市：武井 美雄) 

将棋の飛車角          （船橋市：川田 又一） 

贈り物             （京都市：牟禮 丈夫） 

鵞鳥の羽根          （板橋区：植竹 団扇） 

忘れ物さがし         （福島市：松山 カオリ） 

逢瀬の恋路           （川越市：石原 義三） 

お金              （鎌倉市：志賀 明） 

往復ハガキ          （世田谷区：三浦 邦夫） 

たのまれ仲人          （渋谷区：樋口 七郎） 

柴又とら屋前の寅さん      （大田区：野本 浩一） 

恋人に迷う心          （町田市：浅沼 マサ子） 

渡し舟             （鎌倉市：浜田 頓坊） 

シャトルバス          （荒川区：藤野 哲康） 

単線鉄道            （文京区：稲葉 浅治） 

扇風機の首           （所沢市：北沢 正嗣） 

借金のお百度        （さいたま市：高木 正明） 

娘の里帰り           （横浜市：鈴木 びん子） 

次回（第１４１回）の題        「不思議だなあと思うものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

１０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 

 

バンカーからバンカー    （稲城市：藤井 敬三） 

【評】「ナイスアウト！」「ナイスイン！」 

入選 

 

ババ抜きのババ       （さいたま市：奏志朗） 

蜘蛛の巣づくり         （千葉市：岡部 千代松） 

質草              （横浜市：織田 元康） 

ほしいブランド品の前      （高知市：高橋 満子） 

分娩室の前の夫         （横浜市：山口 栄子） 

佳作 
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笑門来福    健康増進    読者投稿作品コーナー・みなさまの作品を掲載します 

 

川島奈緒美＠西多摩郡        お尻に吼える犬 

 

大きな声では言えませんが、うちのハニー（チワワ♀）はムショ（保健所）帰り

なんです。一度、生死の境をさまよったのですが、運よくボランティア団体が駆け

つけてレスキューに成功、無事シャバに出ました。その後、里親募集イベントで母

と妹の心を射止め、いまや先住犬２匹を圧倒し自由奔放に暮らしています。 

 そのハニー、異常な食いしん坊。そして大変困った癖を持っていて、自分の体か

ら排出した固形物を素早く再摂取してしまうのです。 

これには我々、ほとほと参ってます。この悪食習慣をストップさせ

るにはおやつで気をそらし、その間にお宝？を撤収するっきゃない、

と矯正に努めること早や2年。しかし、・・・止めないのです（泣）。 

「おやつも当然の権利だし、私のモノを食べて何が悪い！そうだ、

回数を分けて両方いただいちゃえ～♪」、と考えついたみたいで、意

図的にこまめに脱糞するようになったからたまりません。・・・それ

でも笑いの副産物をくれました。 

大好きなおやつを早く食べたいのになかなか一物が出てくれないと、心底イライラするらしく、トイ

レをくるくる回りながら、自分のお尻に向かって、怒る怒る、野太い声で「ワンワンワン！！！」。 

消化してないのでしょうね。ほんとにメチャクチャな発想をする犬です。 

 

樋口七郎＠東京        お泊り体験 

８月８日に、５才と２才の孫が２人だけで、わが家に「お泊り」に来ました。 

 その「お泊り」であったことを２つ公表します。 

 １つは、５才の孫が“ジジちゃん、あしたどこへ行くの”ときいたので、ジョーク大好きのジジチャ

ンは“あしたはハワイに行って、そのあとロンドンに行って、オリンピックを見よう”と言ったところ

孫に大いにうけて、二人で大笑いしたところ、妻もそれをきいて、皆で大爆笑しました。 

 ２つめは、その日に田舎から初物の梨を送ってきてくれました。 

 いつも初物は妻か私が仏壇に供えるのですが、妻も私もうっかりしていましたが、２才の孫が初物の

梨を仏壇に供えてくれました。２才の孫に頭があがりません。 

 

大石脩＠京都       「それって、寒くありません？」 

「あなたぁ、もうたまらないわ、この熱さ、なんとかしてぇ～～～！」 

「じゃぁ、ボクをみて、ず～っと、拝みながらとなえるといいよ」 

「ず～っと？？ どういうことかしら？？」 

「ボクの名前は、オーサムだから・・・。うまく、オサマルよ」 

 

浜田頓坊＠鎌倉      ―甘辛都々逸ほのぼのランド―  

☆温い心の 都々逸詠んで 楽しい仲間を 呼んでみる 

☆好きで詠んでる 都々逸投句 新らし仲間が 増える秋 

☆ほんと極楽ほのぼのランド 笑顔とユーモア満ちる街  （浜田頓坊） 

＊タウン誌 「浅草」七月号の夏の風物詩「下町七夕まつり」に採用された都々逸 

  ☆さあてさて父は名優片岡千恵蔵 ＪＡＬの社長の太刀捌き 

＊都々逸ペンクラブしぐれ吟社 都々逸 吉住義之助 選 
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破顔一笑  元気倍増   今月の笑ルーム：川柳や狂歌はいかが・・・ 

 

香野好勇     好太）好太川柳     うだる街 影を慕いて 右左 

 

「近い内」 断るセリフ 常套語         尖閣と 竹島が嗤う ガキ喧嘩 

二位じゃダメ？オリンピックじゃ 双手揚げ  五輪中 一億スポーツ 評論家 

甲子園 五輪とバトン タッチする 

 

藤井敬三   ユーモア川柳「ああ、歯」＜解体新笑シリーズ＞     
秋深しとうもろこしで歯が抜ける       大切な入れ歯忘れたグルメ旅 

酔うほどに脱げてしまった歯の衣       歯磨きをしても治らぬ二日酔 

消費税上がらぬうちに歯の治療        すぐ抜ける健康保険で治した歯 

親知らず抜けた息子が脛かじる        白い歯を見せてはならぬお説教 

高齢化吸血鬼まで総入れ歯         はずされた歯車ひとつ定年後 

髪の毛も歯も抜け落ちて生きている 

 

稲葉浅治＠東京     川柳「頑張る」   神様が 絵馬の誤字見て 頑張れよ 

  故郷を 背負い頑張る 甲子園      単身に 妻が頑張り 荷をつくる 

年の数 福豆食べて 腹こわす      夜桜の 場所へ頑張る 初出社 

 

門口泰宣      近いうち当たりますよと宝くじ     （８月１１日 朝日川柳入選） 

稲垣元博＠東京  老人ホ ームお粥のカレーライス出る （８月２３日 朝日新聞・川柳） 

 

米岡泰        南亭琴内氏の 「時事川柳」 

 上陸の 尖閣者は オレだオレ      韓国は もう盗人たけ たけ島よ 

銀座まで 金見に行って 銅だった？   命懸けで 消費税上げても 辞めん野田 

 

曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

 

酒の力で 何とかなるさ 

・ 仕事ミス 上司こってり お叱りを 酒の力で 何とかなるさ    

 ・ 久しぶり 会えば二人で 盛り上がる 酒の力で 何とかなるさ 

・ ストレスで 今日も重い 帰り道 酒の力で 何とかなるさ 

・ 深夜まで 川柳つくり 眠れない 酒の力で 何とかなるさ  

何をやるにも お金がかかる  

・パソコンで プリントアウト インク代 何をやるにも お金がかかる  

・ 写真好き 現像代に プリントに 何をやるにも お金がかかる     

 ・ 旅に出る グルメ 観光 温泉と 何をやるにも お金がかかる   

笑って元気 今日もしあわせ 

 ・ 職場では 朝から飛ばす おやじギャグ 笑って元気 今日もしあわせ  

 ・ 退勤時 イヤホン通し 落語聞く 笑って元気 今日もしあわせ   

・ サロン来て 皆の力作 おもしろい 笑って元気 今日もしあわせ   

 ・ 日本酒と 話弾んで 盛り上がる 笑って元気 今日もしあわせ   
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    ロンドン五輪 大特集    同人作品コラボレーションバージョン 

平井幸雄           

 

 

 

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

１）オリンピックとかけて 元素記号と解く   その心は 金ならＡｕ（英雄）です 

２）死んでもコウヘイは金メダルを放さなかった 

３）心まで柔らになっちゃった   男子柔道陣 

４）♪三宅てごらん 銀の星を♪（見上げてごらん 夜の星を） 

５）女子は銅メダルでハレバレー 

６）村田には 米満つるなり 瑞穂の国 

７）３本の矢の強さ見せつけた女子アーチェリー 

８）歓歓娘（ｶﾝｶﾝﾑｽﾈ）が揃って銀座パレード 

不
揃
い
の
前
歯
で
か
じ
る
金
メ
ダ
ル
＠
藤
井
敬
三 
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ロンドン五輪 大特集    同人作品コラボレーションバージョン 

                                

高木正明     祭り騒ぎの ロンドン五輪 参加・観戦 夏休み  

        行きたかったよ ロンドン五輪 身動きとれない 野田総理  

        金だ銀だと 浮かれるメディア 暑さ寝不足 五輪ボケ  

        男子サッカー 銅争いで キムチの粘りに 負けた蹴り  

        金が取れない ジュードー・ジャパン 綱が取れない 相撲並み  

        金の数より メダルの数で 勝負したよと ＪＯＣ  

        五輪パレード 炎暑の銀座 東京招致へ つなげる気  

 

柴本和夫           オリンピック観戦報告   

      体操の内村≪航平≫の鞍馬判定への抗議・・・・名前は航平（公平）ですから 

柔道女子57キロ級（松本薫（かおり）・・・すごいけど、息子の嫁には辞退する 

    柔道の男子66キロ級・・・海老沼匡（まさし） 

      柔道着の色は、（海老沼は【シロ】韓国選手は【青】） 

  日本の運動会なら・・・・・【赤】あげないで【白】あげて 

       オリンピックでは・・・・【青】あげないで、【白】あげて 

サーッカーの試合結果   試合の内容・・・・二転三転    試合の結果・・・・二点三点 

ワザと負け（バトミントン・なでしこサーカー） 

 ワザと作戦 ⇒ サラリーマンの必殺技・・・接待ゴルフと接待麻雀 

 二位通過狙い（一位を狙わない）・・・蓮ホウの二番煎じ作戦 

最初は強くあたって、あとは流れで・・・相撲界ならうまく出来たのに 

横を向いて、最後は流す作戦で・・・・金メダルのボルトからのアドバイス 

 

信用亭 駒公      逃げる相手を 引きずり倒し バックで攻める レスリング 

（佐藤 忠恕）     当たりを付けて グイと放てば 貫く快感 アーチェリー 

嫌がる奴を ひっくり返し 抑えつけてる 柔道で 

四つの形で しっぽり濡れる 水泳競技の メドレーは 

可愛い娘が 上に乗るなり 泣いて喜ぶ 表彰台 

 

野本浩一  お洒落日記 【ロンドンで女性パワーが躍動し 団体戦はメダルラッシュに 】 

 

ロンドン五輪は２００余の全ての参加国・地域から、女性選手が出場したことで、女性五輪とも言わ

れた。日本が獲得したメダルにおいても、女性選手やチームの活躍が際立った印象がある。 

アーチェリー、卓球、バドミントンしかり。サッカーのなでしこ、バレーの火の鳥も女性パワーがメ

ダル獲得に繋がり、寝ぼけ眼の我々を興奮させてくれた。２０日のメダリストパレードに沸いた銀座は

５０万人もの人たちで溢れた。銀座に行けなかった人はテレビの報道に酔いしれた。小生も、奥方とも

ども、テレビから伝わってくる熱気に酔いしれた。 

女性パワーは、これからの日本を動かす力になっていくのだ、と感じた。 

  三人で ひっぱり続け 銅メダル 一口つまむ アー、チェリーだよ 

  ２０年 かかって獲った 銀メダル 愛ちゃんの前 平野も佳純 

  バドミントン ふたりでシャトル 銀メダル フジカキ上げる 史上初なり  

  最高の 仲間と相手 立つ舞台 なでしこの銀 金よりも良し 

   火の鳥は 中国韓国 なぎ倒し 銅メダル獲り 晴れバレー顔 
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ロンドン五輪 大特集    同人作品コラボレーションバージョン 

奥村篤史     今月はロンドン五輪をテーマにしないとねえ・・洒落日記 

「☆メダル獲得３８個 嘘の３８、否、新記録！」「☆団体ゲームで多くのメダル メダル 

総数数えきれない？！」開催セレモニーは２８日早朝５時に放送されました。楽しいセレモ 

ニーでしたが、最も楽しかったのは開会式前に行われたサッカーなでしこが２－１でカナダに 

勝利、男子はなんと優勝候補のスペインに１－０で勝ったことです。男女共第２試合も勝ち決勝 

トーナメント進出。女子は初めてのメダルで銀、男子は釜本以来の銅メダルは取れず初めて 

の銅を韓国に与えてしまいましたが４位でした。 

「☆テレビ放送早朝４時頃、でも思わず見たよ男女サッカー疲れた疲れたその日１日」 

「☆なでしこジャパンは負けたが健闘 惜しいチャンスが数多い」．．．銀で十分、十分！ 

「☆男子はなめられ横パスばかりシュートできない韓国戦」．．韓国初メダル。 

「☆韓国大きなミス一つあり韓国領土だ竹島独島！」反則だ－！ 

選手競泳１１メダル： 「☆頑張りましたよ北島君も先輩なのにヒラ泳ぎ」 

男子体操内村航平個人総合金、団体銀：「☆体操期待し金絶対視 次々転倒低い点が点灯」  

「☆団体総合1時は4位 抗議で勝ち取る銀メダル」 

女子卓球団体銀メダル：「☆３才で始め20年続けメダル取った子ピンポーン！愛ちゃん」 

女子バレー銅メダル「☆相手は韓国コーリア駄目だ 駄目と思ったが３－０にゃあ賛礼！」 

女子レス金３連覇「☆金３連覇し吉田選手強し 引退声明で一つ金レス？」 

男子フェンシング団体銀「☆我々素人にゃ勝負が分からぬ 付いて付きました銀メダル」 

女子アーチェリー団体銀」「☆穴があったら入りたいと思い打ったら入る１０ｃｍの穴に」 

女子バドミントン団体銀：「☆コーリア駄目だよ又も韓国 初めて破って決勝進出」 

 

浜田頓坊＠鎌倉    ☆「康介さんをー 手ぶらで帰す わけにはいかない」 いい台詞   

片山敦夫＠岩手県     オリンピック、銀メダル大量獲得 

              ２位でもいいじゃない －蓮舫議員 

 

 

  ＊＊＊＊＊＊＊   では、ひと休み  ＊＊＊＊＊＊ 

 

神代京子      おりこみ『写真はめ字』  ２０１２年 長月 
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びなはおと 

ならなしび 

宵べびくら 
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台扇れに衣 
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のむず宿り 

声空みでの 

 

き君ゆの流 

茜にくゆれ 

のつなくゆ 

夕げつえく 

日たのよ雲 
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松山カオリ     カオリエッセイ   「さんまの季節」 

 

秋の味覚の一つにさんまは欠かせません。青身魚は身体に良いということよりも、容姿端麗で油がの

って文句なしに美味しいのが人気の理由でしょう。 

 一つだけ難点があるとすれば、焼く時に煙が立つことです。今から４０年くらい前、どうしてもさん

まを食べたくなり日が暮れるのを待ってベランダで焼き始めました。もうもうとした煙の中で、ようや

くさんまに焦げ目がついてきたころ、消防車のサイレンが耳に入りました。近くにある赤坂消防署から、

煙が上がっているので出動してしまったのだとか。 

ベランダで魚を焼いてはダメ！と厳重に注意をされましたが、美味しく食べる方法は伸び伸びと焼く事

なのに集合住宅では無理のようです。さんまのもう一つの魅力は、値段が安い「庶民のごちそう」であ

ること。しかし今年は水揚げ量が少なく、高騰しているようです。“あなたもついに高級魚の仲間入りで

すか”と店に並ぶさんまへ文句を言ってみても「僕のせいじゃないもーん」と言葉を返されてしまうこ

とでしょう。 

 

海郷達人           時 事 対 文 “領土を守れ” 

 

1. 尖閣諸島に上陸して歓声   血が沸く歓声は？ 

ちがわくかんせいは   はいせんかくわがち 

はい、尖閣、我が地。 

2. イ・ミョンバク、竹島に碑  碑建てた島。李、韓国だい。 

ひたてたしまいかんこくだい いだくこんかいましたてたひ 

抱(いだ)く恨悔増し、建てた碑。 

3．北方領土を望む              訪ひまし、国後（くなしり）よ。 

とひましくなしりよ   よりしなくしまびと 

寄りし、泣く島人（しまびと） 

 

片岡 隆             とある露天風呂での巡り合い 

 

昔は、露天風呂が婚活の場であった。浴場愛とでも言いますか。 

男：拙者は、白野（しらの）・ドーベル・聚楽（じゅらく）と申す。 

女：わたくしは、鷲野（わしの）・ハナと申します。 

男：すまん。手では隠しきれぬのじゃ。 

女：よろしいのですことよ。私のも隠しきれませんから。 

男：それでは、お互いに隠し事はやめよう。いっせいのせい！ 

女：ウゲェー。チョーでか鼻。 

男：オエェー。スゲェー鼻おっぴろがり。 

女：やはり、「秘すれば花」ですわねぇ。 

男：「秘さざれば、ハナならず」てか。「鼻より団子」だ。 

 

若狹芳生＠鎌倉        ◆「同音異語」の駄じゃれ◆ 

 

    「整いました」･「トドの居ました」       ＊我が家にも 

    「おかしかないか」・「岡歯科内科」    ＊親子か夫婦か兄弟か 

    「妻見ないまま」・「ツマミ無いまま」    ＊ひとり酒 
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一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）   最新のベストセラー  

 

「亡己利他」  「モウ コリタ」と読まないで下さいと、近くの副住職。「もう こりごりだ」という気 

持ちになるのもわかる。「己を忘れ、他を利するは慈悲の極みなり」という精神です。

現代は「モウタリコ・亡他利己」の風潮になっていると嘆く。伝教大師の教えです。 

「人生の近道」 「近道をしやがって」と著書の中で武道家・佐々木将人はいう。 

多くの人や高校生も読んで自殺をやめたという。 

鉄路に飛び込んだ人身事故のニュースを聞くたびに思う、人生は一回限り、生まれたら必ず死ぬ 

運命にあり、「近道をするな」人生は現在只今の今、今の連続だよと書いている。 

「自殺なんて贅沢だよ」   「病院へ行って見なさいよ、生きよう、治りたい人がいっぱいいるよ」 

佐賀の「がばいばあちゃん」漫談家島田洋七の祖母・がばい（スゴイの方言） 

「貧乏人が一番やれることは、笑顔だ」 佐賀の祖母（がばいばあちゃん）は「きちんと挨拶しろ、貧乏

人が一番やれることは笑顔だ」と教えこまれた。佐々木氏は「自分の顔は相手の為の顔だから、時には

生唾を飲んで笑顔になることだよ」と書いている。 

 

上の空組 印南博之   大 娯 解  ［・・・（オーイ船方さん）・］  

 

♪ おーい竹島クン 竹島君よ日本の呼ぶ声聞こえぬか 

   島根言葉が聞こえぬか 帰りたいと声上げ 

     戻っておいでよ日の本へ にっぽんへ 

 おーい尖閣クン 尖閣島よ 都知事の呼ぶ声聞こえぬか 

   日の丸国旗が見えないか エンヤラサーと声上げ 

     戻っておくれよ大漁旗 漁の島               

                         

笑門亭来福 西川信治          ★政治放談☆世相放談 

 

★「島泥棒」三人衆 中、韓、ロ    奪われ過ぎ日本  弱小ジャパン 原因はどこに？  

★「私が総理の時はこういう問題は起きなかった。私が辞めた途端にこういう問題が起きてしまった」 

おめでた鳩元総理沖縄問題で米国への「約束」も口先だけで、日米関係にみそをつけたのは・・・。 

★日本でも世論迎合と政権奪回しか頭にない政治家たち。議員は少しも減らず？ 

☆サンダルに茶髪の若者の車内の会話      

「先輩が銀行に勤めてんだけど給料いいらしいよ。時間も公務員なみだって」「いいよな」 

「会社入ったら水曜休みがいいな。火曜日が（長くて）一番嫌だよな。」 

お前ら就職する気あんのか？      

☆大津いじめの加害者母親（元ＰＴＡ会長）・・・恐ろしい   

「息子の痛みをわかってやれなかったのはそちら（自殺した少年の両親）のはず。うちの子が悪いと

いうのは責任転嫁」というビラを学校前で撒いたらしい。また保護者会で「うちの子は犯人扱いされ

て学校に行けなくなった。もし自殺したら保護者会の責任だ」とも。 

 

信用亭 駒公      柔肌狙って 夜半に忍のぶ 困った奴だよ 夏の蚊は 

（佐藤 忠恕）     人目気にせず すぐ縋りつく 油断できない 朝顔は 

高木正明        法にのっとり 毅然と対処 上陸させたり 還したり 

                  金魚貰って プールに放し きんぎょ迷惑した騒ぎ  

門口 泰宣        一度主催者にデモ会ってみるか  野田首相 
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米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し５３    「ヨガの効き目」 

イライラ性で爪を噛む癖がある彼女を心配して、友人が精神安定のためにヨガを勧めた。最初はため

らっていた彼女も、熱心に通いだして、それと共に爪も正常に戻った。 

「イライラしなくなって良かったわね。爪も治ったじゃない？」 

「有り難う！あなたのお陰よ。でも、爪はまだ噛んでるの」「？」 

「ヨガで身体が柔らかくなって、今は足の爪が噛めるようになったの」「！？×」 

 

 

  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★８月例会：８月２２日＠居酒屋「島ひで」  １９名参加   

野本浩一・香野好勇・奥村篤史・印南博之・阿部浩・高木正明・曽田英夫・平井幸雄・門口泰宣・

柴本和夫・西川信治・一ノ瀬善秋・片岡隆・佐藤忠恕・米岡泰・神代京子・海郷達人・藤井敬三・

高栄子 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

10月24日（水）神田公園区民館・内神田集会室 B１F洋室（料理室） 

11月28日（水）未定（同上の予定です）検討中 

12月19日（水）予定～２０１３年３月末まで 会場変更となります。 

2013年1月12日（土）新年会の予定です。 

内神田集会室の問い合わせは℡ 03-3252-7691（神田公園出張所） 

１０月の会場も、従来会場の

千代田スポーツセンターか

ら神田橋方面に向かい、運転

免許センター隣の建物地下

１階です。 
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