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＊＊＊＊＊＊２０１３年１０月 No.２８８＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊笑いは明日のエネルギー  笑顔一回一日ええ顔＊＊ 

 

祝2020年東京オリンピック・パラリンピック開催決定！ 

 

 

 

 

 

 

 お便りやメールを沢山頂きました。例会参加者や読者が増えています。感謝申し上げます。 

 

野田達昭＠千代田区外神田   25日の例会は何時からでしょうか。 

 織田さんから紹介をうけました。興味がありますので、冊子を希望します。 

 （伝笑鳩を送付させて頂きました。神田勤務の強い味方になって頂ければ本当に嬉しい限りです） 

浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺   毎月お世話様です。感謝ゝゝです。傘寿となると、東京が遠く 

感じるようになりました。皆様方によろしくお伝え下さい。ことによると藤倉さん（近くに住んでいる

あの「マチャアキ」の姉さん）が読者になる申し込みをされるかもしれません。その時はよろしくお願

いします。 

 （早速に藤倉さまから切手が届きました。読者のご紹介ありがとうございます。感謝ゝゝです） 

 

らぴすらずり      ジョークサロンにエール  今日も元気だ、ジョークが上手い！  

ジョーク受け 笑顔はじける 元少年    飲み会の前座みたいな定例会 

 

土屋妙子＠横浜市        なつかしいお便りありがとうございました。 

ここ金沢文庫の窓の下は海の湾でかもめが飛び海風がさわやかな心地よい住家です。 

娘夫妻とののどかな暮し。９０才の余生を楽しんで居ります。 

 

加藤勝彦＠名古屋市    伝笑鳩２８７ありがとうございます。返歌、変かナと思っていたのに 

掲載して頂きありがとうございます。昨夕は大雨で、一度地下が水浸しになったことあり、 

慌てて土のう１０ケもらい長ぐつ迄水が入る中、大変でした。 

一瞬川のようになり、川は流れるなんて見てました。    拝      

 

青木孝＠東京都町田市  ロンドンのサーチギャラリー、何となく前衛のなのでしょうか。 

いい六月だったのでしょう。気候の変わり目になります。お体、大切になさって下さい。 

 

秋がきて 夕焼け空に あかトンボ  ジョークサロンで おおいに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 

まちがいスペシャル /母のまちがい 

カラオケで一緒のＢさんが肺がんをピンポ
ンやって治したって。 痛くなかったって
言ってたから相手の球が当たらなかったん
じゃない？ 

★ピンポイント照射(がんの定位放射線治療) 

        東京都／らぴすらずり 

２０１３年９月１７日現在 

ホームページ訪問者  １９９４名 

同 閲覧件数     ８９１０件 

ツイッター フォローワー    ２３ 

 フォロー中     ３３ 

◆ネットの世界で、もっとユーモア◆ 

青 青空で 

黄 きみとわたしが 

黒 クロスする 

緑 緑あふれる 

赤 明るき日本 

 

２０２０年まで 

元気に生きよう 

そして五輪に参加しよう 

７年かけて準備しよう 
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 はみだし都々逸    三羽烏か御三家なのか 三人寄れば知恵も出る 

マンガ読まない 教育長は 理解無理かも はだしのゲン （正明） 

世界水泳 瀬戸際立った 金にダイヤ（大也）が 輝いた （俊一） 

 あの娘ようやく お酒に誘う 愚痴聞かされて お開きに （駒公） 

         

 

        

 

怖いもの知らず              板橋区  植竹 団扇 

パソコンのウイルス            稲城市  藤井 敬三 

孫の甲状腺異常              松戸市  田中 清咊 

まんじゅう                鎌倉市  志賀 明 

女房の倍返し                千葉市  岡部 千代松 

出どころ不明のうわさ話          福島市  松山カオリ 

修正したお見合い写真           船橋市  川田 又一 

国の財政危機               京都市  牟禮 丈夫 

公害まみれの中国難民           鎌倉市  浜田 頓坊 

カミさんの追及する小遣い帳の不明金    岩手県  片山 敦夫 

スカイツリーでの地震           渋谷区  樋口 七郎 

足のある幽霊               文京区  稲葉 浅治 

尊敬している人に疑われた時        町田市  千田 和浩 

「何を」がわからぬ「日本をとりもどす」   所沢市  北沢 正嗣 

目に見えない細菌             高知市  高橋 満子 

若者に通じない日本語           大田区  高 栄子 

酔っ払い                 横浜市  鈴木  びん子 

天気の怒り               伊勢原市  武井 美雄 

スズメバチ               横須賀市  山中 静代 

道理無視                 川越市  石原 義三  

紫外線                  鎌倉市  藤倉 由紀子 

次回（第１５２回）の題            「オリンピックに加えたいものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2013年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 

 

度付きサングラス      世田谷区  奥苑 順子 

【評】サングラスだけでも怖いのにドツキやでー怖いでー 

入選 

 

朝から口をきかぬ妻            松戸市  海郷 達人 

トイレに行列ができるレストラン      横浜市  阿部 浩 

無防備の原子力発電所                  港区  柏谷 達雄 

マインドコントロール           荒川区  藤野 哲康 

寝たきりの長寿            さいたま市  高木 正明 

 

佳作 
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香野好勇（好太）   がん者川柳    破ガン一笑 笑ガン現役 
 

・定年後診察券だけ増えてくる        ・お医者さんモニター睨んで患者見ず 

・肩書きを脱いだ患者の治療室        ・看護師の序列がわかる長逗留 

・のんびり屋ナースが患者をよく癒し      ・起き抜けのナースの問は尿と便 

・ガン告知途端にどもる女医師        ・かってない猛暑夫婦の床離し 

 

大石脩＠京都市        ダジャ連発！！！ 

 

 

 

 

 

ほらえびす（片山敦夫）＠岩手県    ニヤリ連発！！！ 

 

 

    

 

若狭芳生＠鎌倉市       川を詠んだ百人一首のパロディ 

 「瀬を早み岩にせかるる滝川の われても末は逢わむとぞ思ふ」 崇徳院      

 「背を屈み旦那に急かるる人さがし 鏡割れても合わむとぞ思ふ」  

 落語のパロディ：恋患いの男女を探し当てて床屋の鏡がわられる。 

浜田頓坊＠鎌倉市極楽寺   －甘辛都々逸ほのぼのランド－ 

 

<プーチンのカード> 

☆北方四島 開発打診 胸に飛び込み さあ「ハジメ」 

☆ロシア本気だ 領土にケリを 平和条約 模索中 

☆プーチンは 日ロ関係 好転早め 中国対策 急ぐ肚 

<活字の原野に埋草の花> 

☆「ほのぼのランド」と 名付けて久し 盛る華花 時季問わず 

☆「この犬死刑だ」 ウンチの放置 飼主への怒り 犬知らず 

☆ちいさな坊やが 大きな犬の 始末している その姿 

☆猫は冷や麦 ソーメンどうか 巧くするする 顔を視る 

 

稲葉浅治＠文京区    川柳 「忍耐」  三時間待たされ診察加齢です   

忍耐は我が家の家憲女帝制      倦怠期沈黙は金続く日日 

堪忍の袋つくろい五十年       手を上げてじっと動かず満員車 

「うち、ある所でちょっと小馬鹿にされちゃった」 

「どこで？」 

「コバカバーナで」 

 

「洋傘と番傘、どっちがいいん？」 

「そら君の洋傘姿に酔うカッサイだな」 

「ふ～～ん、あなたのゴルフはいつもバ

ンカーさ多いね」 

 

憲法改正？    

 日米地位協定が先！  －沖縄県民－ 

緊急地震速報の正確度 

   ジシンが無くなった －気象庁 
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らぴすらずり       まちがいスペシャル 家族編 
 
子どもたちのまちがい    

こじゃまわこーえん（駒沢公園） むかしこすぎ（武蔵小杉）      ★あ～可愛い♪ 

父のまちがい 

バルブの頃な～ マニラから来たヒリピーノ、デズニーに連れてってやってな～            

★外来語と拗音は苦手 

夫のまちがい 

 ○○ちゃん（娘の名）このソーメン「そんぽの糸」、会社からもらったの？               

                      ★「揖保（いぼ）の糸」娘は損害保険会社勤務 

 

神代京子    おりこみ『写真はめ字』  ２０１３年 神無月 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高畑傳 

 

 

  ①ある商社の社長が商談でアメリカに行き、日本語で挨拶し、部下が通訳をしていた。社長が 最後 

   ぐらいは英語でと思いOne Please とにこにこ顔で頭を深々とさげた？ 

全員けげんな顔する？！ 本人だけが自慢そうに挨拶を終えた。 

後で通訳の部下が社長の最後お言葉の意味が解りませんでしたが言うと、 

解らんのかね 君、One Pleaseは「皆さん、今後とも、一つ、 ヨロシク」と言う意味だよ？！ 

 

②総理が「 いま話題のあれ、それ、いっと（it）産業が大切だよ」？！ 

 

浮 遙 と 夏 せ 

か か お の み 

び な は お と 

消 闇 な わ だ 

え に び り え 

一 ぐ な 湧 白 

と ら つ 立 い 

き す が つ な 

寛 傾 す 白 み 

ぐ け き 雲 頭 

る 蝉 ふ 流 夕 

幼 の る れ 風 

な う よ る ふ 

き た う 茜 い 

日 甦 な 雲 て 

こ 金 な ま 囃 

お 魚 つ な 子 

り つ ま つ な 

菓 り つ 風 ご 

子 や り 景 む 
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海郷達人         鏡文字     ＊左右対称、字の真ん中に鏡をどうぞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥村篤史  藤井敬三氏の“笑いを楽しむ２時間講演会” 小平市にて５日間参加報告洒落日記 

 

我がジョークサロのン同胞藤井恵三氏が 7月“笑いを楽しむ 2時間講座”5日間を小平市で開催して 

くれました。小平市住民アッシーはジョークサロンをさぼってまでも拝聴。その素晴らしさを満喫しました。 

講座内容は  第１日―開講式 笑ってもっと元気に ＜笑いの健康学＞ 

           第２日―笑って脳の活性化 ＜笑いと記憶力＞ 

           第３日―暮らしにもっと笑いを ＜ユーモアコミニケーション＞ 

           第４日―日本人の笑い ＜川柳と落語のユーモア＞ 

           第５日―ユーモア人間になろう ＜笑いのテクニック＞ 閉講式 

第５日最終日、約１０名の方が小噺的発表に挑戦。アッシー君も大きな拍手をもらいました。 

★藤井敬三笑いの講演 ２時間しゃべった５日間・・・驚き！尊敬！ 

★内容充実参加者満足 金も払わず只笑い・・・よく笑っていましたよ、皆さん。 

★川柳の実力ジョークサロンで発揮 一流千流ジョークじゃないよ 

★笑いの研究、川柳も良し 落語はちょとオチ 子ホメは小ホメ・・・次回を期待 

★楽に語れば楽語になるが 無理に語れば落伍者になる・・・落語は難しいね 

★笑いの講座を会でも呼んで？！ おおいに笑おうジョークサロンで 

 

野本浩一   お洒落日記   【あー、本当に世間は狭い。あー、そりゃないだろ】   

       

８月某日  家内はロンドンツアーの思い出を友人に報告した。 その内のひとりが、「私の妹

はジョン・レノンの奥さん、つまりオノ・ヨーコの弟と結婚したのよ」と、教えてくれた・・・

とか。その人曰はく「自宅にジョン・レノンのサイン入りのレコードジャケットとか、写真が沢

山あったの。でも、整理して捨ててしまったわ」 

 まさに、オー ノー！ もっと早く知っていれば、何か譲ってもらえたかも知れない。 

 ジョン・レノンに縁のあるものであれば、欲しがる人は多いだろうに・・・。 

   昔から世間は狭いと言うけれど 世間どころか世界も狭い 
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米岡泰           南亭琴内氏のどんでん返し６４  
 「時事川柳」            ・あなたはね いつ気付いたの 認知症   

  
・君は誰 どうして居るの このサロン   ・会費はね 先に取りなよ 老人会  
     
・アルファから 数えてもダメ イプシロン ・おじさんの 夢を閉じるな 藤圭子 

「栗毛娘の深謀遠慮」 

  栗毛娘が山道を歩いていると変わった形の壺が転がっていた。試しにこすってみると何と壺の精が煙

の中からボワーンと出て来た。 

「お前に 3 つの願いを叶えるゥ～但しお前の得た物わァ～他の栗毛娘に倍になって与えられるゥ～」 

栗毛娘は冷静に答える 

「分かったわ。まず、素敵なマンションを出して」 「他の栗毛娘にもマンション～」 「良いわよ」 「カダ

ーム！」 そのようになった。 

「次はハンサムな男よ」 「他の栗毛娘にもハンサム男ォ～」 「OK」 「カダーム！」そのようになった。

栗毛娘は微笑んで、 

「三つ目の願いね。この棍棒で私を殴って半殺しにして頂戴」 「！？×」 

柴本和夫                        言 葉 の 研 究   

  僕の名前を知ってるかい   

     昔は・・・朝刊太郎    最近・・・失言太郎 

        昔は・・・半カチ王子   最近・・・半ザワ直樹 

人工降雨装置・・・・・吾輩は、【あめちゃん】である 

（大阪のおばちゃんがくれるのも・・・あめちゃん）  

        綺麗なお姉さん・・・だんみつ  ヨレヨレの高齢者・・・だんまつ 

なんでも≪倍≫返し・・・名前は【半】沢だけど・・【丁】でなく≪倍≫ 

      安【倍】総理の再登板（リベンジ）・・・・・元祖【倍】返し 

ゴルフのパットが強すぎると・・・返しのパットは【倍】返し 

キリスト教の教え・・・右のほほを打たれたら、左右のほほで【倍】返し 

建設現場では・・・・ツーバイ法・・・2の【倍】返し （ツーの倍はフォー） 

  ジョークで笑ったら・・・・ほほ笑みの【倍】返し・・・素敵な笑【倍】（しょうばい）  

お酒を注いでもらったら・・・・義理と人情の【倍】返し （さしつさされつは昔のこと） 

そして今宵のビールは・・・・昼間出た汗の【倍】返し 

 

笑いをもらったら倍返し、お酒を注いでもらっても、倍返し！～おおいに笑おう～ジョークサロンで 

 

おかしな木のパロディー by 岩崎祐司 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋市気晴亭・加藤勝彦さんから送って頂い

ています岩崎祐司作・おかしな木のパロディー

彫刻の葉書から作品の一部を紹介します。 

左から「おにでやす」「長いものにはマカロニ」

「吾輩は猫んでる」「疲労コンパニオン」 

「仮面ライター」５作。洒落てます。 
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曽田英夫           狂歌ＮＥＷ門     

体にいいこと 何かしないと 

・ 百歳に 向けてここらで ギヤチェンジ 体にいいこと 何かしないと 

・ 今晩も 千鳥足して 家帰る 体にいいこと 何かしないと   

・ 検診を 受けて数値が 又悪く 体にいいこと 何かしないと     

笑って日々を 元気に行こう 

 ・ 朝おきて 笑顔を作り 鏡見る 笑って日々を 元気に行こう  

 ･  職場では 駄洒落を飛ばし 寒くする 笑って日々を 元気に行こう 

 ・ 夢の中 ジョークサロンで うけている 笑って日々を 元気に行こう   

 世間はいったい どないなってまんねん  

・ イチローは こつこつ打った 四千も それでも上に 二人居るとは  

・ マー君は 連勝続く どこまでも 楽に点とり 勝ちが欲しいの  

・ 熱中症 かかる心配 取るために ジョーク作りに 熱中しよう 

 

上の空組 印南博之    大 娯 解   「替え歌」＆「世界地名諧釈」 

 

 ♪雨あめ降れふれ水源地 所長がスウィッチ降水機 

      早く飛び行け溶化銀 

   見るみる雨雲低くなり ぽつりポツリと落ちて来た 

      まだまだ足りない水がめは            （雨ふり） 

 

       「世界地名諧釈」 その３ 

① 負けドニア対勝ちドニア マケドニアの不戦敗 

② 白い制服はこっちへ 黒はあっちや！（クロアチア）                                

③ ビールに上と並が有りますが 「ナミビアでいいよ」 

④ 柔道場にて  そらア すぐに衿取りや！ （エリトリア） 

⑤ 福岡の猟師はナニを獲る  「サルバトル」 

  ⑥ イカがぎょうさんいて邪魔するねん 「さすがジャマイカ！」      

  ⑦ せんせーアルバニアの裏は無いバニアですか？        

笑門亭来福(西川信治)        政治呆談☆ ＆ 世相呆談★   

☆８月６日原爆反対宣言が７０ケ国でなされたが、日本は反対していない。外国記者から 

「なぜ日本は外国に反対を働きかける前に日本政府に働きかけないのか」と言われ恥ずかしい思

いをした。（被爆者の一人） 

 

☆日本人は忍従と突発的反抗という二つの性格を併せ持つと和辻哲郎が「風土」の中で言った。

中、韓、米の策略に引き込まれないよう、理不尽には冷静かつ厳しく反論するべき。 

忍従を重ねた後の突発的反抗を恐れるからである。（藤原正彦） 

 

★「半沢直樹」朝ドラを抜き、今年度ドラマ視聴率第１位に。 

汚職蔓延の中国でも人気があり、早速違法ダウンロードまで出ている。 

 

★高齢者金持ち大国日本。６５歳以上の投資儲け話による詐欺多発。 

笑うセールスマンならぬ、（やさしい言葉で）助けて母さんを欺く銀行員まで出る始末。 
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片岡 隆  嗤いものですが、何か？  猛暑にうれしい、寒～い爺ギャグ     

●アベノミクス：阿倍野ミックス＝揚物三品盛合わせランチ（太りそう。げっぷも出る） 

●動産と不動産を担保にする：象さんとお不動さんを散歩する 

●神は細部に宿る：紙は財布に宿らない。髪は細部にしか宿らない。カニは浅い海に宿る。 

●押上駅はプッシュアップ。プルダウンは給料、待遇の引下げか。 

●老人ホーム：土人ホーム（床と屋根はあるが、壁がない。居室だけのワンルーム） 

●額賀（ぬか）ルミ：ぬかるみ（泥濘）。 芳賀 唯：はがゆい 

（名前のせいで、いじめられてたらごめん。親を恨んでね） 

●フク スイ 盆に帰らず（大正生まれ。認知症で実家への帰り方が分からない） 

●オーマイガー！：お前が！ 悪いのだ！（ＯＨ ＭＹ ＧＯＤ！） 

●還付金：パンプキン（かぼちゃ）大好きです。農夫（納付）は嫌いです。 

 

平井幸雄      あっち？  こっち！  どっち？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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》  

1. 有ると言われりゃ 無いとは言えず 漏らし続ける 汚染水  

2. 送り付けては 代引き払い 悪徳商法 憂パック  

3. 秋田書店に 抗議のパンチ 数を誤魔化す 懸賞品  

4. 花火騒動 豪雨で中止 爆発騒ぎも 有る惨事  

5. ヒートアップの 海水温で 白化現象 サンゴ危機  

6. 不正受給や 暴力指導 日本柔道 なれの果て  

7. 怨み節での 新宿デビュー 末路も新宿 藤圭子  

8. 桑田圭祐 がん克服し サザン復活 ５年振り  

9. イチロー邁進 4000安打 22年目の偉業  
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）   ○ 世相都々逸no.18 
 

幸せ噛みしめ編      あの娘ようやく お酒に誘う 気持ほぐれて 良い気分 

             あの娘ようやく お酒に誘う 飲み進むうち 打ち解ける 

 

こんなはずでは編     あの娘ようやく お酒に誘う 財布忘れて 借りる破目 

            あの娘ようやく お酒に誘う 素面じゃ判らぬ 素顔見え 

 

飲み過ぎちゃった編    あの娘ようやく お酒に誘う 先に潰れて 送られる 

 あの娘ようやく お酒に誘う したたか飲んで 記憶なし 

 

猫じゃなくて虎だった編  あの娘ようやく お酒に誘う 酒癖悪く 困り果て   

 あの娘ようやく お酒に誘う 大虎と化し 興覚める 

 

 

藤井敬三  ユーモア川柳  ああ涙 ＜解体新笑シリーズ＞ 

 

去っていく球児の涙沸く拍手        Ｅメール涙の染みは届かない 

会見に悔し涙が透けて見え         ひとしきり涙を見せて煙草に火 

叱られて寝る子の頬に涙跡         玉葱の他に涙を見せぬ妻 

真打の芸に涙腺くすぐられ         御免ねと言わせ涙を止める人 

失敗談悔し涙が笑いとり          年金は雀の涙でも嬉し 

失恋の涙おんなの命水           涙腺が少し緩んで好々爺 

 

佐藤 俊一     アイ・マイ都々逸 川越風味 

■夏模様 

【しがみついたは カミナリ怖さ ハレて夫婦（めおと）に なりました】 

【破落戸が いいな妻（稲妻）娶とって 光りをみたと 気性（気象）変わって ハレがまし】 

【ウツクシヨーシ ウツクシヨーシ 姫を称える 法師（奉仕）蝉】 

――秋の法師蝉ツクツクボーシも鳴きだしたけれど、その声を平安の姫君たちは「美し良－し、 

美し容姿」と、自分をほめたたえていると聞いていたんだと。 

【夏の密会 風鈴の音が ふりんふりんと 心地よし】 

■世に知られている《都々逸》見立ての【返歌球】 

《いくら惚れても 情死は嫌よ 死ねば腰から 下がない》 

（いくら惚れても 幽霊じゃいや おあしなければ 夜は止みよ） 

 

《言えばよかった ただ好きですと 飲んでくやしさ 升の酒》 

【言わずよかった 好きですなんて 醒めておぞ気が 升の酒】 

 

《逢えば花火に なりそなふたり こらえこらえて まだ他人》 

【こらえきれずに 打ち明け花火 開くを見ずに つゆと消え】 

【いまもふたりは 清らかなまま アカの他人に なりました】 
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★2013年8月例会：8月28日＠千代田スポーツセンター 19名 太字は初参加です 

奥村篤史・野本浩一・高畑傳・佐藤俊一・佐藤忠恕・印南博之・片岡隆・海郷達人・平井幸雄・鴨志田敦 

阿部浩・RK・藤井敬三・曽田英夫・高木正明・西川信治・柴本和夫・米岡泰・神代京子 

＊鴨志田敦さんは健康管理士として「心と身体の健康セミナー」で講演されている方です。ジョークサロ

ンに興味を持って頂きましたので、御誘いしました。笑いと健康のコラボを目指しています。 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

10月23日（水）千代田スポーツセンター  ７F第２集会室 

11月27日（水）千代田スポーツセンターの予定 

12月18日（水)  千代田スポーツセンターの予定 

2014年新年会1月12日（土）（内神田ﾗ･ﾘｳﾞｨｴｰﾙ予定） 

2014年1月22日、2月26日・・・来年も頑張りましょう 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.288 発行 2013.9.25           変集鳥・・・野本浩一    

変集協力：笑品快発グループ＆投稿グループ 

阿部浩・石井志津夫・石原正雄・一ノ瀬善秋・印南博之・奥村篤史・海郷達人・片岡隆・ 

神山徹・神代京子・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・西川信治・野本浩一・ 

平井幸雄・藤井敬三・松野信夫・松山カオリ・門口泰宣・米岡泰 

稲葉浅治・大石脩・片山敦夫・浜田親一・樋口七郎・若狭芳生 

あたたカット ：天野秀雄、平田レイ子  

ホームページ ： 河井康博、波木博信、野本浩一  発行鳩舎：同巣会ジョークサロン 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2013年8月20日～9月16日 

 東京都：青木孝、田代亘夫 神奈川県：天野秀雄、浜田頓坊、藤倉由紀子 京都府：大石脩 

送付先 〒146-0085 東京都大田区久が原6-20-11 野本浩一宛 

℡＆fax 03-3753-7725（faxはam9～pm9） E ﾒｰﾙ：knomoto922@hyper.ocn.ne.jp 

☆郵送希望の方は 上記野本宛、80円切手15枚を送付下さい。 

☆ジョークサロンＨＰのＵＲＬ：www.jokesalon.com/＊是非、訪問して下さい。 

☆ツイッターは「ジョークサロン」でつぶやいています。 

鴨志田敦さんからメールが届きました。 

先日は楽しく出席させていただきました。シニアの元気な笑顔百選ホームページが出来上がりました。 

http://nippon100sen.com/    コラボレーション、今後も宜しくお願いいたします。  

（変集鳥：「シニアの元気な笑顔百選」で検索下さい。サロン同人の笑顔満載です）    

ジョークサロンは来年７月で２５周年を迎えます。来年９月に伝笑鳩は３００号に到達致します。 

こじんまりとしたサロンですが、皆さまの暖かい支援によりまして明るく楽しく活動中です。 

「笑いは和来」と「笑いは明日のエネルギー」をモットーに続けています。 

引き続き伝笑鳩をご愛読下さい。また、時間がある方は例会にも是非お越しください。 

どうぞ、今後ともよろしくお願いします。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/
http://nippon100sen.com/

