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＊＊＊２０１２年１２月 No.２７８＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 ふり返れば、７月末にサロン同人渡辺みどりさんが 

亡くなり本当に寂しい思いを致しました。みどりさんの 

笑顔は我々の宝だったように思います。 

 みどりさんにお願いしていましたホームページの更改 

も、何とかできるようになりました。「ホームページ見ましたよ」という方も増えてきました。 

 伝笑鳩とホームページの相乗効果により、ジョークサロンを賑やかにしたいと思います。 

 今後ともご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

高橋満子＠高知市  笑っている間に、早や会費収めの月になりました。 

皆様のご活躍に感動しております。 

藤野哲康＠荒川区  朝夕の寒気が身にしみる時節となりました。伝笑鳩の餌を送ります。 

よろしくお願い致します。毎回楽しく見させて頂いています。 

宮川彰久＠荒川区  いつも楽しく読ませていただいています。病床の母の楽しみが見つかりました。ボケ

防止にもひと役かってます。皆さんありがとうございます。 

 

加藤勝彦＠気晴亭、名古屋市   曽田快鳥も中日ファンですか！ 嬉しいです。 

ホームページ拝見しました。力作ですﾈ。私も本を見ながら店のHP作りましたので 

大変さ分かります。過去のすべてがカラーで見られ、素晴らしいです。 

これから昔の作品を色々アレンジして見習い作を作っていきます。  拝 

 

三浦邦夫＠世田谷区  毎月楽しませて頂き感謝しております。来年もよろしくお願い申し上げます。 

武井美雄＠神奈川県伊勢原市   毎月、伝笑鳩お送りいただきありがとうございます。 

私の暖かい人生の元となります。皆さまもお元気で。 

青木孝＠東京都町田市  HPが４２８人とはさすがです。ますます広がりそうです。 

楽しみです。あいかわらずの充実の紙面に、豊かな気分になりました。 

 

佐藤憲雄＠新潟県魚沼市永林寺住職  ご法愛を賜り“伝笑鳩”277号ご恵投ありがとうございます。向寒

の越後で楽しんでおります。ご尊体お大事に    

過去と他人は変えられないが自分と未来は変えられる 

 

小内節子＠豊島区    長いこと入院していましたので、無断欠席したままで失礼致しました。 

ジョークサロンがなつかしくてしかたありません。ひきつづきお送り下さい。リ

ハビリにつとめ出席出来る様に致したく心がけます。  

 

秋深し 食欲が出て 馬太る 大いに笑おう ジョークサロンで  【曽田英夫】  

   独楽吟：定年賛歌 

楽しみは金回り良き友からの  

誘いを受けて酒を飲むとき 

楽しみは気の合う友と会う時間  

会いたくない人会わず済むとき 

     東京都／野本浩一 

ＨＰ訪問者数：５６１ 閲覧数：３１９１  

  １１月２０日現在    



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ジョークサロン活性化大作戦を展開していきます。 

 ＊ホームページを覗いて、サロンに加わりたいという方も出てきました。読者の投稿も増えて 

  おります。サロン同人の作品もボリュームアップです。多品種少量掲載で賑やかに致します。 

    

 

盃からこぼれた酒           大田区  野本 浩一 

衝動買い               荒川区  藤野 哲康 

台風や地震の発生           京都市  牟禮 丈夫 

核のゴミ             さいたま市  高木 正明 

隣の火事               横浜市  阿部 浩 

落葉の掃除            さいたま市  奏志朗 

パソコンの故障            稲城市  藤井 敬三 

オレオレ詐欺を信用する「あなた」  伊勢原市  武井 美雄 

スマートフォンが解らない脳みそ  東久留米市  柴本 和夫 

大地動乱               高知市  高橋 満子 

友だちとゆく外国旅行         横浜市  鈴木 びん子 

赤信号をわたる老人          横浜市  山口 栄子 

妻のダイエット            三鷹市  市井 雅敏 

約束を守らない政治家         渋谷区  樋口 七郎 

乱立する政党             千葉市  岡部 千代松 

野田政権の末期            町田市  浅沼 マサ子 

切迫便意              世田谷区  野田 千恵子 

求人のないハローワーク        大田区  高 栄子 

日本の政治制度             港区  柏谷 達雄 

泣く子と地頭             船橋市  川田 又一 

割れてしまった好みのグラス     横須賀市  山中 静代 

次回（第１４３回）の題        「図々しいと思うものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

12月8日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

 ＊〆切が例月より２日早いのでご注意下さい。 

秀逸 

 

歌を忘れたカナリア      板橋区  植竹 団扇 

【評】象牙のフネも金のカイもないしなあ・・・焼鳥にすっか 

入選 

 

ユーモア精神に欠ける人         横浜市  織田 元康 

もつれた人間関係            福島市  松山 カオリ 

還らぬ青春の暗い日  々          杉並区  片岡 隆 

チューブから出過ぎたハミガキ      文京区  稲葉 浅治 

雪隠詰めの王将             川越市  石原 義三 

人を愛する心              所沢市  北沢 正嗣 

佳作 
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佐藤俊一＠川越      自己流アイマイ都々逸     

     自己紹介：テーマも社会派から艶笑系までばらばら、ときに定型もはみだしたりしています。 

☆カップ麺の『赤いきつね』はウドン、『緑のたぬき』はソバ。ああそうかと思った日。 

【うろんなキツネ そばめのタヌキ さあてどちらが 好みかな】 

【若いきつねと よりどりみどりのたぬき並べて 迷う春】 

【若いきつねとバカしてみたい？ ばかされてからコンちくしょー】 

【みだらなたぬきと暮らしてみたい？ 身ぐるみはがれてすっポンポン】 

☆福井の「もんじゅ」のナトリウムもれが問題になった頃。 

【ほっとけないのは フクイの「もんじゅ」 スクイの「じゅもん」は ないものか】 

【もんじゅは菩薩 なのにおもらし？ だからぼさっとしてたのよ】 

 

（変集鳥：佐藤さんは都々逸関連のサークルを検索中に、ジョークサロンのホームページを発見し 

たとのこと。例会への顔出しを期待しております） 

 

浜田頓坊＠鎌倉      ―甘辛都々逸ほのぼのランド― 

 

１）<イグノーベル賞> （Ig  Nobel Prize）ノーベル賞のパロディ版。 

 ☆笑わせ考え させたで賞が イグノーベルの 笑の賞 

 ☆お喋り止まらん 賑やかな人 口癖真似して 止める術 

 ☆犬語翻訳 猫語のものも 既に発売 知らなんだ 

２）次の二首は落語協会主催の「円朝まつり」に投句入選したものです。選者は桂文生氏。 

 ☆いろはの「い」の字は こう書くのだと 腰で格好 その昔  （七秀） 

 ☆スカイ・ツリーの 照明やはり <紫>助六 好きな色     （五客） 

 

稲葉浅治＠文京区     川柳 「空」    青空へ夢と希望のシャボン玉 
 

予報より母の空見がよく当たる        お袋を思い出させる秋の空 

傘持たぬ子を案じてる空模様         変心を秋空に責押し付ける 

 

大石脩＠京都        ダジャ連発：「お経の経の字、どう書くの」 

 

「お兄ちゃん、この字『経』これ、すぐ忘れるねん。どうしたら覚えられるやろか？」 

「ふーん、糸へんが半分やから『イトはん』そして『又土』つまり『イトはんのヌード』てなことで 

覚えられるぞ！」 

「ハハハ・・・ありがとう！やばそう！やばあ！」 

   

樋口七郎＠渋谷区       ☆孫との会話はヘンナカイワ 

 

 この間、５才と３才の孫が私と妻の顔を見たとたん、ヘンナカオ、ヘンナカオというのです。 

 娘にきくと５才の孫が行ってる幼稚園ではやっているそうです。そのあと又２人が我が家に来たとき、私

の裸を見て、オッパイ、オヘソ、オシリというのです。やはり幼稚園ではやっているとのことです。 

 今では孫２人に会うたび、ヘンナカオ、ヘンナカオ、オッパイ、オヘソ、オシリなどと言って楽しんでお

ります。 
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若狭芳生    時の人アナグラム：私は誰でしょう ＊名前の仮名を並べ替え作ってあります。 

 

維新裏、白旗（イシンウラシロハタ）＝石原慎太郎 (イシハラシンタロウ)  

お供と走る(オトモトハシル) ＝橋下徹(ハシモトトオル)  

来たか海鼠(キタカナマコ) ＝田中真紀子(タナカマキコ)  

雛の出汁（ヒヨコノダシ）＝野田佳彦(ノダヨシヒコ)  

サバ・コチ・シヤコ＝小林幸子(コバヤシサチコ)   

何んや、喧し（ナンヤヤカマシ）＝山中伸弥(ヤマナカシンヤ)   

 

香野好勇（好太）   好太川柳   スマートフォンめくる指先つい舐める 

身に染みるワインの酔いと妻の愚痴    iPHONEは iPSの兄貴分？ 

警察が自供で冤罪ええんかい       “近い内飲みに行こう”は行かぬこと 

スキャンダル凌ぎ胴上げ原巨人      復興の予算にたかるアリ官僚 

 

米岡泰   南亭琴内氏のどんでん返し５５     

 

◎「時事川柳」      ①尖閣や 竹島前に 壱岐対馬  

② ｉＰＳ 細胞で作れ 妻防具（サイボーグ） 

◎「化物屋敷」…正気だったのか？狂気だったのか？夕方、どの家庭でもある話 

 帰宅して玄関を開けると、目の前に醜いデブ狼が目を剥いていた。 

男は一瞬おののいたが、鏡である事に気付いて、深い溜息を洩らした。 

間もなく奥から大きな猪豚がドスドスと現れ、男は一瞬身構えたが、女房である事に気づき、 

二度目の溜息。 

すると、その後ろから二頭の丸々肥えたイボ猪がのそのそと姿を現し、男は悲鳴を上げ、 

やがてそれが娘たちと分かって、三度目の溜息をついた。猪豚が鼻息荒く吠えた。 

 「あなた、また酔ってるんでしょう？」イボ猪どももキイキイ鳴く「そうよ」「そうよ」 

  男は怯えながらつぶやく、「あー呑んで帰れば良かった」   

 
 

神代京子    おりこみ『写真はめ字』  ２０１２年 霜月  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

う  と も も 老 

彩 き み 只 い 

り が  じ み も 

深  移 が と 若 

く  ろ  り れ き 

 

 

に 鮮  あ  赤 や 

描 や き に ま 

く  か ふ き あ 

錦 湖 か 色 い 

絵 水 く に は 

 

え ま あ か 紅 

ゆ っ き  な 葉 

く  か ふ  き あ 

山 に か ぎ ざ 

 々も  く  に や 
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野本浩一  お洒落日記  【定年退職後、一年が経過。近況報告（抄）】 

 

定年後の生活の基本として、上げられる３点はどのメディアも同じである。即ち「健康」「お金と暮らし」

「仕事と人間関係」である。定年後の一年をふり返って今後の長い人生の楽しみ方を模索していく。 

１．「健康」を維持するために実施していること 

  〇何よりもまず、「自分は健康である」と信じ込ませる。「病は気から」という言葉があるが、 

「健康も気から」である。 ・・・・・・ 

２．「お金と暮らし」に関して、２０年～３０年先を見据えて実践していること 

  〇無駄なものは買わない、必要なものは何故それが必要なのかを十分考えて、必要ないのではないかと

いう結論を導き出すように努力する。・・・ 

３．「仕事と人間関係」に関連して実践していること 

〇会って話して楽しい友人・知人と付き合うことを心がけ、嫌いな人・気が合わない人とは会わない。

こちらが会いたくないと思う以上に、相手も会いたくないと思っていると心得る。・・・ 

楽しみはお寺巡りの散歩道 落ちた賽銭拾得するとき 

楽しみはエアロビ後の茶会にて 女性相手にジョーク言うとき 

 

高畑 傳         『笑薬』⇒ 転失気三題 

１．江戸の判じ絵 さてこれは江戸の何町ですか、どんな所？ 

 

２． 日本の古都を見学した外人の発した一言  

 

３． プロ野球球団を持っている人達をなんと呼びますか？ 

 

（答１．浅草  ２．おー奈良  ３．オーナー等） 

笑門亭来福 西川信治       政治呆談 ＆ 世相放談  

 政治呆談 ・中国楊ケッチ外相 国連総会で日本を名指しで7回泥棒呼ばわり。 

→面子を大事にする国なのに他国の面子は丸つぶし。ま、「うそ」だからいいか。 

・君も大臣にしてあげるよ内閣、または在庫一掃セール内閣改造 

・福島除染後の土 各庭先に山積みのまま「偉い人に来て現実を見て欲しいと思います。」（住

民） 

→この前、総理が視察に行き「除染ご苦労様です」と言ってたけど・・。 

・浜岡原発住民投票要求 １６万人署名の声通らず。県議会が条例手続きの不備を理由に否決。 

→どうしても国民の声は通らない？ 

・笑ってしまう新党「国民の生活」代表 「このままの政治ではいけないと思う同志が手を携え

てなんとしても『国民の生活を第一に考える』政権を作らなければならない。と決意表明。 

→相変わらず「政策」は「なんとしても政権を作る」だけ。いい加減にしてくれ。 

世相放談 ・矢沢永吉「サラリーマンは62～3歳で退職でなにもやることがない。俺はやること

があるんだ」→俺にもジョークがある（ジョークサロン会員） 

・デフレでサラリーマンの小遣いが4万円を切る。(39,600円)  

→夫「俺なんか3万円以下だ」、妻「何言ってんの、あんた年金暮らし(暗し？)でしょ」 
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石原正雄         学校の風景 

★私の勤めている大学での国語の期末試験で「次の下線部の漢字の読みを書きなさい、という問

題」が出されました。＊彼は最近金持ちになったので大変   羽振り  がよい。 

ひとりの学生が「ばぶりー」と答えたのですが・・・正解かも！ 

★同じく私の大学で、大学案内の原稿でこんな「字の間違い」がありました。 

＊「本学は、これまでに多数の優秀な卒業生を排出してきました。・・・・」 

まあ、あんまり程度の高い大学ではないので、これも正解かも！ 

 

★私の大学の今年のスローガン・ポスターです。 

 

☆大学の旅行で温泉旅館に出かけました。旅館に着くと各部屋の前に張り紙がありました。 

「学長様」「教員様」の隣に「事務局陰部様」と書いてありました。 

 

奥村篤史     シルバー大は卒業できた！大学院も卒業できる？―洒落日記 

我がジョークサロンの同志 平井幸雄氏が此の度10月１６日（火）我が小平市のシルバー大学２８期生の

大学院講座に呼ばれ「落語実演と笑講座」。２時間の講演を演じてくれました。パソコンを華麗に使いこなし、

驚きと分かりやすい講座でした。 

「☆開いた顔の平井幸雄がパソコン開いた♪ヒーライタ！ヒーライタ！」 

「☆観客驚く落ちの連続 オチオチ聞いては分からぬ落ち洒落」。後半の落語は「時そば」。「☆今持ちネタ

は３０に達す 何時なりとそばからやるよ」とのことです。実は昨年は藤井敬三さんもこの２８期生大学院で

「笑いと健康」で２時間講師でした。「☆２年連続のジョークサロン講師 指名ないのはアッシーだけさ」。

でも凄い仲間達といるのだなあーと大感激です。しかも藤井氏は先週も小平市の公民館で２時間の講演。たい

したものです。 

「☆タレント藤井氏肩書きも立派 現役超える高収入？」。 

小平市ではシルバー大学を春・秋募集。ほぼ無料で３０回位の老後に役立つ講座や市内施設の紹介等をしてく

れます。大人気で毎回定員をかなりオーバーで抽選。アッシー君は３６期生、一発合格。卒業後もみろく（３

６）会なる全体大学院・１０名での班大学院の活動を継続しています。先日１０月１０日はコカコーラ工場の

見学会。サントリービールや森永乳業も見学しました。「人気はやっぱりサントリー工場 他の工場ではビー

ルがでない」「☆牛乳ビールやコカコーラビールあればまた行く工場見学」。 

 

藤井敬三   ユーモア川柳「ああ、脳」＜解体新笑シリーズ＞     

錆びついた脳が目覚めるクラス会      未使用の脳細胞が古希迎え 

記憶術何度読んでもすぐ忘れ        不都合なことは忘れるまだら呆け 

貸した金だけはしっかり記憶脳       酒漬けの脳はネオンで蘇る 

くたびれた脳が欲しがる誉め言葉      思春期の脳は異性のことばかり 

ものは付け脳細胞が遊びだす        イチローは頭脳プレイでホームイン 

落語家はボケないという自画自賛      脳トレで知恵熱が出たお爺ちゃん 

木枯らしが脳の中にも吹き始め       わが脳がｉＰＳを待ちこがれ 

いつも見通しをもって計画を立てよ

う 
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曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門 

気持ち頑張る 空回りする 

・ラッシュ時に 車内飛び込む 席取られ 気持ち頑張る 空回りする     

  ・運動会 走って見たが 足もつれ 気持ち頑張る 空回りする  

  ・宴席で 盛り上ったが 寝てしまい 気持頑張る 空回りする 

・カラオケで 歌うが誰も 聞いていず 気持ち頑張る 空回りする   

健康維持し 百まで生きる 

・休肝日 二日間だけ 辛抱し 健康維持し 百まで生きる   

・職場から 東京駅まで 歩き行く 健康維持し 百まで生きる     

  ・ホームへは 階段上がり 前を抜く 健康維持し 百まで生きる    

ストレスを酒 飲みすぎは避け 

  ・職場出て 駅で飲んでる ワンカップ ストレスを酒 飲みすぎは避け     

・おごるから 無理に連れられ 安い店 ストレスを酒 飲みすぎは避け  

高木正明     コミック都々逸かわら版  

1. 法に巧みな 文言入れて 復興予算を 食い漁る  

2. 拉致の身内が いまだに未還 埒が明かない 十年目   

3. わめく中国 虎の尾振って 踏めば噛みつく 国境  

4. 島を盗ったと 聞き捨てならぬ なりふり構わぬ 言い掛かり  

5.    木っ端米兵 強姦犯に ノーと言えない 地位協定  

6. 再生医療の iPSで 益々元気に 高齢化  

7.    偽の医療を 鵜呑みのメディア 肩書き信じた 能天気  

8.   日中戦争 酒席で騒ぎ 日本びいきを 刺し殺す 

9.   赤いレンガの 東京駅が 大正モードで 蘇える  

10. 虫も触れぬ 教師が増えて 無視が出来ない 小学校  
 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  世相都々逸no.11 

①  店の客 騙しせしめた ブランドバッグ 質屋で偽と 判明し 

②  あの娘に振られ 愛想が尽きた 愛想尽きたぞ この俺に 

③  騒ぐ娘を 静かにさせて 教える魚の 捌き方 

④  年増女が 髪振り乱し 武者ぶりつくは バーゲン品 

⑤  触ればとろけ 冷たくすれば 身を固くする バターなのさ 

⑥  汁もたっぷり 色つや乗れば そろそろ果物 食べごろに 

⑦  金が出ぬぞと 審議を迫る 国民生活 人質に  

⑧  金ぴか登場 維新の会も 時が経つほど メッキ剥げ 
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上の空組 印南博之   大 娯 解   ファッション迷言 

その１ ずぼんの語源 

｢西洋の窮屈袴は穿きにくいのう｣ 「名も虎ウザやパンタロンとは」 

「そんな物かまわんズボンと穿くからズボンで良かろう」 

その２ 道化の衣装 

｢革命だ王侯貴族をやっつけろ！｣ 「ムッシュだけんど貴族とおんなじ 

ものを着てたんじゃなんとなくナア」「ジャあ何がいい？」 

「パンタローネの長いキュロットはどうだ」「あれなら着脱も便利だトレビアン！」 

その３ ブルーマー夫人もびっくり 

「アディダスのアスレティックショーツなんて」 

 

片岡 隆＠あぁ、足と手（ダブルお題のひり出し川柳 藤井敬三さんのパクリ） 

1.あっしとて（足と手） 明日とて知れず 打つ手なし（ぼくは危篤） 

2.手のひらへ 軽（かろ）きお足を 受け止める（妻からお小遣いを拝受） 

3.遠足は 手近な川へ 足伸ばし（「遠足」と「手近」が好対照） 

4.足速し 手も早いのが 命取り（陸上選手の不祥事） 

5.おなごでも 襟を手づかみ 足払い（柔道） 

6.お手洗い 不手際せぬよう 足前へ（一歩前への貼り紙） 

7.手立てなく 二足のわらじ 二足三文 手許も不如意で 足元揺らぎ（橋下知事） 

8.お犬様 お手と言ったら 足上げた（前足は手でなく足ですから） 

9.古きハズ 手足にならず 足手まとい（老亭主は床下に捨てましょう） 

10.職探し 無手勝流で 足が棒（資格が何もないとね） 

 

松山カオリ     カオリエッセイ   スポーツは苦手です 

新聞やテレビを、毎日賑わすスポーツのニュース。高校生までは私も、いろいろなスポーツに

チャレンジしました。ただしバレーボールと鉄棒の懸垂は苦手でした。家族一同腕の筋肉が弱か

ったようです。走る事と飛びあがる事は大好きでしたが、選手になるほどには熱中せず。大人に

なってから習ったゴルフは、練習場止まりでグリーンに出る事は皆無で、スポーツが得意とはと

ても言えません。 

とはいえ、観る方は結構好きで、会場まで出かけても観たいのがフィギュアスケート。衣装の

華やかさと選手の美しさが魅力です。対照的ですが相撲も大好きです。相撲好きの父が、子供の

頃、ラジオで取り組みの様子を聴いていて、専門雑誌が家にあったので影響されたのかもしれま

せん。 

 先日、オリンピックで三連覇を成し遂げた女性選手に、国民栄誉賞を与えるかどうかで政府が

悩んだそうですが、その理由が、「世間があまり盛り上がらない」。震災の後も、次々とメダル

を勝ち取った五輪選手たちが、頼りない政府の代わりにどれだけ勇気をくれたと言うのでしょ

う？ 盛り上がっていないのは、あなた方の政治の方と、スポーツが苦手でもひとこと言いたく

なりました。 

吉田さんようやく決まりましたね、国民栄誉賞おめでとうございます。 
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柴本和夫     言 葉 の 研 究・９月は韓国、１０月はトルコ・・還暦を迎えて、はじけてます。 

ノーベル賞騒動  その1：ゴットハンド騒動 

          昔・・遺跡の発掘 今・・細胞の移植  （嘘発見器のコメント） 

その2：人面類騒動  

 中山教授：漫才コンビのU字工事（坊主頭の方）～≪ごめんねごめんね≫と叫んでました 

医師免許のない森口：漫才の島田洋七～佐賀の方言の「がばい」でなく「やばい」ですよ 

失礼？な応対言葉 

・ホテルのフロント編：素泊まりですか？ ⇒ いいえ、係長どまりです。  

・レストランの客案内編：おひとり様ですか？ ⇒ はい、バツイチの、未再婚です。 

・飛行機の座席確認編：窓際ですか？ ⇒ いいえ、リストラの瀬戸際です。 

尖閣問題   ・石原慎太郎・・名前のように、少しは発言に、≪慎んで≫欲しいなあ？ 

・いまさら≪次郎≫でなく・・・・・今さら≪太郎≫が、今さら【持論】の展開中です 

・尖閣は日本領・・・そんな事は、尖閣（先覚）いや先刻承知です。 

門口 泰宣        阿呆リズム＆パロディ 

１）♪今は山中 今は iPS 今はノーベル賞取ったよと 

   思う間もなく マスコミの 取材が殺到広野原♪（汽車） 

２）♪ＥＵだなアハー ＥＵだなアハー ホットニュースが  オスロから ぽとりと欧州に  

嬉しいなアハー嬉しいなアハー ここはノーベル賞 平和賞♪（いい湯だな） 

３）予算の流用にお役人は腹腔に一物 

４）警察はネズミ捕りがうまいが、マウスを使いこなせない 

５）大地震の予知はまだまだヨチヨチ歩き 

６）思いＫＩＴＴＥ超豪華ビル建設 

７）新曲「茨の木」が売れず、紅白落選で「茨の道」 小林幸子 

 

平井幸雄     あきないますますはんじょう  ・ ごしょうばいますますはんじょう   

春夏●冬２升5合 ・ 一斗二升五合  

ユニクロとビックカメラの共同店舗「ビックロ」（東京・新宿）が27日に開業した。 

そこで、新たにいろいろな店舗を開店。いろいろな商品を陳列します。 

 （１）さて、この大型店舗は何？（百か十？）  （２）この店では何でも買えるか？ 

 

 

 

 

 （３）役に立たないものばかり売る激安ショップ。    （４）家具売場に売っています 

次の品物のお値段は？ 

 

 

 

 

    ★答（１）１００かTEN＝百貨店＝デパート （２） 裏から逆から視点を変えるとカエル  

（３）２円（煮えん） ３円（見えん） ９円（食えん） ４円（酔えん）  （４） ツ inベッド 

ベッッド 
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★10月例会：10月24日＠神田公園区民館・内神田集会室洋室 16名参加 

野本浩一・高畑傳・西川信治・平井幸雄・高木正明・奥村篤史・佐藤忠恕・藤井敬三・阿部浩・片岡隆・

柴本和夫・曽田英夫・門口泰宣・印南博之・松山カオリ・石原正雄 

 ＊高畑さんはパソコン持参してパワーポイントで作品を披露です。 

 ＊石原さんが久しぶりに参加です。マスターズ陸上で活躍との報告もありました。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

12 月 19 日（水）神田公園区民館・内神田集会室 B１F洋室（料理室）

2013年1月12日（土）新年会「ラ・リヴィエール」を予約済 

2013年1月23日（水）内神田集会室 B１F洋室を予定 

2013年2月27日（水）内神田集会室 B１F洋室を予定 

内神田集会室の問い合わせは℡ 03-3252-7691（神田公園出張所） 

神田公園区民館・内神田集会室は、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。ドアが二つ

あります。右のドアから、地下へ下りて下さい。 
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