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＊＊＊＊＊＊２０１３年１２月 No.２９０＊＊＊＊＊＊ 

 

     

 

＊＊昨日笑って今日また笑う 笑いは明日のエネルギー＊＊ 

 読者の皆様、お変わりありませんか。お元気ですか。 

 変集鳥あてに届いたファックスで、長い間読者だった方の 

死去を知りました。ジョークサロン例会にも顔出しをされた 

方でしたので、とても寂しい思いを致しました。 

 歌手の島倉千代子さん死去の報道では、ヒット曲「人生 

いろいろ」が流れていました。 

 人生はいろいろあります。いい思い出を作りましょう。 

 

 さて、ジョークサロン同人、読者、投稿者およびホームページ等を閲覧して参加の全ての皆様に大事な連絡

があります。それは、個人情報（氏名、住所表記）に関する現状及び今後の対応に関することです。 

 現状及び今後の対応は以下の通りとなっております。 

１． 読者の氏名・住所に関する情報は伝笑鳩を送付するために必要な個人情報として管理しており、 

第三者に提供することはありません。 

２． 伝笑鳩及びＨＰ上で紹介する作品及び手紙・メール、写真は、許可を得たもののみとします。 

＊その一部を掲載しても構わないものについては、可能ならば事前にその旨をご記入下さい。 

３． 原則として氏名（ペンネーム希望の場合はペンネーム）のみとしますが、住所に関する表記を行

う場合は都道府県名表記とします。 

＊これは読者のお便りと「ものは付け」コーナーに適用していきます。 

 

 この対応はインターネット社会となっている現在において、必要欠くべからざるものであり、事務局として

配慮不足の点がありました。ご理解を賜りまして、今後の活動において支障のないように尽力致しますので、

なにとぞご理解を頂きますよう、お願い申し上げます。 

  

神奈川・山口栄子       毎回笑わせていただいていますが、 

今回No.289 は 1 面いきなり“今月の一笑”で大笑い!! 中味充実しっぽまでアンコのタイ焼きのご

とくそれぞれ作者の皆様ご健在で何よりです。 

気がつけば「年貢」を納める時となりました。キレイな切手がありましたので特別にお送りします。

ちなみに“154”（注：ものは付け）の題はムズカシイですね。 

   

東京・青木孝    『伝笑鳩』ありがとう存じました。ジョークサロンが二十五周年近く、 

 伝笑鳩も三○○号になんなんとする。全く驚きです。幹事の方々のご努力に頭が下がります。 

 お体に気をつけられ、いい秋をおすごし下さい。 

 

あき深く かかしも笑顔 青い空 ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 

 

折句  『ス…カ…イ…』 

涼しげに カレーを食べる インド人 

駿河でも 甲斐でもやはり 一は富士 

スルメです 加工の前は イカでした 

         東京・波木博信 

２０１３年１１月１７日現在 

ホームページ訪問者  ２、３３９名 

同 閲覧件数    １０、６８２件 

ツイッター フォローワー   ２９  

 フォロー中    ６２  

◆ネットの世界で、もっとユーモア◆ 
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浜田頓坊   －甘辛都々逸ほのぼのランド ＜亀の甲より年の功―なら良いけれど＞－ 

 

☆遊び心が どこかにあって ニヤッと笑える 歌づくり 

☆時間空間 人との間合い 間抜け間違い 命取り 

☆肉や魚を 裾分け猫に 少し下がった 血糖値 

☆楽しい笑いも 歳にじゃ勝てず シワが時には ダシとなる 

       

 

埒の明かない拉致問題             神奈川  藤倉 由紀子 

原発                     高知   高橋 満子 

カカア天下や亭主関白             神奈川  志賀 明 

公金横領                   千葉   川田 又一 

天皇に直訴する日本人              福島   松山カオリ   

オレオレ詐欺                 神奈川  武井 美雄 

主治医の誤診                  千葉   岡部 千代松 

秘密保持法                  東京   植竹 団扇 

児童虐待                    京都   牟禮 丈夫 

アメリカ大統領の盗聴             東京   稲葉 浅治   

神様のウソ                  神奈川  浜田 頓坊 

角度６０度の平身低頭             東京   野本 浩一 

許されざる、みの               〃    西川 信治 

教師と生徒の不倫               〃    柏谷 達雄 

寝付いた途端の電話              埼玉   北沢 正嗣   

クリント・イーストウッド（米）と渡辺謙（日） 千葉   田中 清咊 

頻繁に席を立つ窓側の人            神奈川  阿部 浩 

国から金をせしめる売名議員          埼玉   石原 義三  

私の作品を秀逸にしない選者          東京   樋口 七郎 

 

次回（第１５５回）の題              「やめてほしいものは」 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５  神山 徹 宛て 

2013年12月5日ハガキ又はFAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈 

 ＊12月は〆切が早いので、ご注意下さい。 

秀逸 

 

小噺のオチを先に言う人    東京  藤井 敬三   

【評】折角、枕を振って波に乗っていたのに、調子狂うでしょ！ 

入選 

 

偽装を「誤表記」と偽装する        東京   高 栄子 

消防士の放火               〃    藤野 哲康 

誤診の治療費                埼玉   高木 正明 

パンツをはいて銭湯に入る若者       東京   柴本 和夫 

うけないユーモアスピーチ         神奈川  鈴木  びん子 

 

佳作 
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             ＊＊投稿だよ、おっかさん＊＊ 

片山敦夫ほらえびす        ニヤリ連発！！  

 

＊英語授業開始   ランドセル重い ―小３― 

            気が重い    ―先生― 

＊メニューにウソ   日常です   ―ママレストラン― 

＊新看板     ― 世界無形遺産店とした。    ―和食店― 

  ＊豪華列車   ミシュランの上を行く    ―ななつ星― 

香野好勇（好太）   好太川柳    「ついて来い」言ってた俺が妻の後 

早撮りで見ても目回すシライ飛び      己捨て老人助けた天使、、賛 

今日何曜？答えに詰まる太平楽      老妻の機嫌まな板音に聞き 

大事メモ何処かの何かに書いたけど    忘れる間無い災害に涙する 

大石脩            ダジャ連発！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若狭芳生        百人一首パロデー 政治変なんです！ 

 

これやこの行くも帰るも別れては 知るも知らぬも逢坂の関   （蝉丸）   

あれやこれするも喋るも橋下と 知るも知らぬも石原の席  

天つ風雲のかよひ路吹きとぢよ  をとめの姿しばしとどめむ  （僧正遍昭） 

天下り霞ヶ関を吹きとぢよ キャリアの姿しばしとどめむ 

さびしさに宿を立ち出でてながむれば いずこも同じ秋の夕暮  （良還法師）   

亀井さん新党抜け出し眺むれば  小沢も同じ秋の夕暮 

音に聞く高師の浜のあだ浪は かけじや袖のぬれもこそすれ   （紀伊）  

音に聞く東シナ海波高く  かぶる日中ぬれもこそすれ 

玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば 忍ぶることの弱りもぞする （式子内親王） 

      瑞穂さん絶えなば絶えねながらへば  忍ぶる社民の弱り目祟り目 

 

稲葉浅治       川柳「誤解」  誤解だとやっと解った古希の会 

 

弁解をすればする程誤解され     思い込み親しい友と仲違え 

良い誤解そのままにしておくプラス  後から肩たたいたら知らぬ人 

「男性が脱ぐ時いつも微笑しちゃうのは何故？」 

「アラアラ、女性がそこに居るからなの？」 

「ハハハ・・・、トランクスよ」 

 

「毛髪さんて凄いの、神さまにも怒号

しやはるんよ」 

「どんな風に？」 

「つまり、オウ！ 神のけ!!!」 

 

「今日父さんが（京都サンガ）おっしゃった」 

「絶対、サッカーで花咲っかすぞ」 

 
「ありゃ、外国へ行くん？」 

「うん」 

「どうもないんか、言葉？」 

「お通じが良いから、きっと通じるわよ」 

「ふ～ん、感心だね。ボクとは通じないのに」 
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 ＊＊同人だよ、おっかさん   常連だよ、おっかさん＊＊ 

波木博信       折句  『ス…カ…イ…』 

隅田川 河岸にたたずむ いい女     寿司食いねぇ 神田生まれの 粋な奴 

 

割句   爛漫『らん……まん』 

ランドセル 贈ってジイの 孫自慢      ランプ下げ 見回る森の ガードマン 

欄干を 跳んで牛若 技自慢         乱戦も あまり長いと 客不満 

 

川柳  『覗く』一切 

帰りがけ 屋台をのぞく 癖となり  覗いてる 尻の穴から 覗かれる     落語句「義眼」 

落ちこぼれ 隣にたよる 試験の日  川の中 今では学校 見あたらず 

 

高畑傳  三流亭転失気奴（正式法名「教伝院釋印熱」） 

 

①素直な小学２年生 

人の嫌がることを進んでやりなさいと女の先生の話をきいて、 

早速教えを守り、先生のスカートメクリをやった。 

②素直な４年生 

裏表のない人が正しいよい人ですと教わって、ニュースを聞いていると 

今度の東京オリンピックはオモテナシのこころでと言う話を聞いて 

エ＊＊裏ばかりの悪いオリンピックか？？！！ 

③変な小学生 先生に君は何時もへんなことをやるね、そんな人をろくでなしと言うのだと叱られた。 

算数の時間に３＋４は６ですかと問われて答えを言へなかった？？ （ろくでなし） 

④野球好きな小学生 汚染水漏れはよくコントロールされていると言う総理の発言を聞いて変化球   

も混ぜないと打たれるぞ！？ 

 

上の空組 印南博之    大 娯 解   「替え歌」＆「地名諧笑」 

 

♪ ななつ星での豪華な旅行 列車はまるごとおもてなし 

    最高運賃百万円 停車の駅 町あげ大だい歓迎    （９５～９８万円・スキー） 

   

「地名諧笑」 

① ロンドン かつどん たまごどん 

② 冷麺 たんめん ブレーメン 

③ バッキンガム バーミンガム チューインガム   

④ 小さな城だよ半ブルク     （ハムブルク、村の城） 

⑤ ボローニャ着てても心は錦     （イタリア） 

⑥ 錆びたナイフじゃ切れないか     （キレナイカ） 

⑦ ロシア人引っくり返して裏地見る      （ウラディミール） 

⑧ ちびまる子 いっしょに遊ぼうサンまるこ  （サンマルコ、イタリア） 

⑨ 乞食の持物 皿と茣蓙      （サラゴーザ、イスパニア） 

⑩ 助平人間         （スヘべニンゲン、オランダの海水浴場） 

⑪ 「かすてら」はイスパニアではビスコチオ  （カステイリャ、城） 

⑫ アメリカで呼び止めてみた「ダル待ちや」  （ダルマチア、ユーゴー） 
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柴本和夫         言 葉 の 研 究  空耳特集（各種の空耳）   

 高齢者の空耳   フェラガモの靴は・・・・・カルガモの靴だと 

           エルメスのシャツは・・・・メリヤスのシャツだと 

グッチを着ている・・・・・・グチ（愚痴）は言うものなのに？  

 飲兵衛の空耳   阪神ファンの、先発投手は、【今日も能見かい？】 の会話は 

                                【今日も飲み会かい？】 に聞こえてしまう 

メタボ体型の空耳   テレビ報道で、 【避難生活が大変です】 の報道に 

                      確かに 【肥満生活は大変です】 と思わず同意してしまう。 

 新宿2丁目のオカマの空耳 

         領海侵犯に関して、政府に対する 【早く、決断しなさい】 との声が 

【早く、ケツ出し なさい】 に聞こえてしまう。 

 世相の空耳 

ＪＫお散歩  イン 秋葉原 ⇒ ＪＫとは、≪現役≫女子高校生のことです 

ＪＫサロン  イン 神田   ⇒ ＪＫとは、ジョ-クのこと ≪元≫女子高生は在籍してます！ 

論破ブーム ⇒ ロンパールームに聞こえる 

 

野本浩一   お洒落日記  【名札見て何と読むかと尋ねれば 思いがけない答えに驚く】 

１０月１９日午後に出かけた某デパート眼鏡サロンで接客して頂いた担当者は珍しい名前だった。 

まともに読むことが出来ず、当てずっぽで尋ねても不正解。初めて遭遇した名前でした。 

担当者が胸につけた名札は 「参 成」だった。     

小生 「めずらしい名前ですね。初めて見る名前ですよ」 

 担当 「皆さん、読めませんね。今まで正しく読んだ人はいません」   

 小生 「さんなり・・・とか。さなり・・・ですか」 

 担当 「みなり・・・と読みます」 

 小生 「みなり・・・ですか。へぇー。でも、どういう語源なのでしょうね」 

 担当 「いち、に、さんに対応するひい、ふう、みい・・・のみいから来たようですが・・・」 

 小生 「初めてで、勉強になりました。どうりで、身形（みなり）も決まってますね」 

 担当 「ありがとうございます。その洒落は初めてです」 

       参と成合わせ参成（みなり）という苗字 初めて会って忘れられない 

       参の字をみと読むことがあるなんて 知って嬉しい花いちもんめ 

曽田英夫     狂歌ＮＥＷ門   

「ジョークの宝箱」の川柳に「7＋7」を追加 

・まじめ風 サラリーマンを 見せつづけ 職場離れりゃ 不良老人 

・頑張れど 気分だけが 空回り 仕方ないのだ あくせくしても   

・職場では 楽しくやろう ギャグ飛ばし 熱く発する 寒さを誘う      

・通勤は ラッシュ体力 消耗し 途中で飲もう リポビタンデー  

  ・ストレスは 酒で解消 あと胃酸 翌朝おきて なお二日酔い 

・酒を飲み 笑顔が溢れ 又明日 仕事やる気が がんがん起こり 

 
       世間はどないなってまんねん  
 ・線路幅 放置を重ね 脱線し 会社自体 脱線間近  
・豪華すぎ 2泊３日で ン十万 一度乗りたし 金が足りない 

・巨人軍 やっぱり強い 負けはなし 日本シリーズ すぐ終りそう 

・台風が 来ても出勤 朝でても 電車は不通 後は歩きで  
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笑門亭来福（西川信治）    ★政治呆談   ☆世相呆談 

 

★安倍政権はシャンパンタワー「キラキラ輝いている」が、１つ崩れると総崩れの喩え。 

国会答弁で経団連のいい加減な賃上げ数字を使っていたり、最後はすぐ「あなたたちは 

やってこなかったじゃないですか？」と開き直る。 

 

★アベノミクスの出口戦略の質問に対し、「バンカーから出るのにはパターでなくサンドウェッ

ジがあります」なんて言ってるが、バンカーでパタ－は使わないだろう。 

 

★公務員秘密保持法についてある閣僚が「西山事件」を例に出したが、「これはまずいんじゃ 

ないのか」とマスコミから批判。国民も知る権利が損なわれるのには危惧を。 

 

☆公益法人エリートアカデミー（オリンピック対策） 

中学生に講義しているのが前全柔連会長（現講道館館長）だったが、錬金(金メダル)術を 

教えるのに適任？まず倫理感を指導してくれ。 

 

☆「みのもんた」を援護するテレビ界。阿呆らしくてテレビを見なくなった。息子は関係ないの

は事実だが、子供が事件を犯したら親は平身低頭するのが当たり前なのに・・。 

 

☆元空き巣の手口公開  洗濯物、履物等から高齢者が住んでいるかどうか、高齢者は通帳、印

鑑、現金を１ケ所にまとめる癖がある。無施錠が一番多く特に２階が狙われやすい。 

重点狙いポイントは、大通りに近い路地で逃げ道がはっきりしていること。 

この家は金があるか無いか一目でわかる。→我が家は安泰だな。 

 

らぴすらずり   「正直な男性店員さん」  都内某携帯ショップ 

 客「機種変更したいんだけど、どれがお薦めかしら。」 

 店「ショージキ、こちらがおススメですね。」 

 客「全色そろってるの？」 

 店「ショージキ、今なら全色在庫があります。」 

 客「使い勝手はどう？」 

 店「ショージキ、一番扱いが簡単な機種です。」 

（客は心の中で「ショージキ」をカウントし始めた。） 

 客「費用は今までと同じで済むかしら？」 

 店「ショージキ、事務手数料の三千円だけかかります。」 

 客「え～っ!?  じゃ、今回はやめようかな…。」 

 店「アっ!!  ショージキ、今上司と相談して事務手数料分は商品券で 

キャッシュバックしていいことになりました。」 

（客「あなた、ずっと私の目の前にいて上司と相談してないじゃない!?」） 

 

「正直な店員さん」は嘘つき！ 
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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》  

１、やって来ました 値上げの秋が だけど賃上げ ままならず  

２、安倍は増税 庶民は不満 身を切る話は そっちのけ  

３、汚染水漏れ 風評被害 五輪はシッカリ おもてなし  

４、手枷足枷 動けぬオバマ アメリカ議会に 見る捻じれ  

５、テレビドラマが はやらす土下座 企業トップが 真似る詫び  

６、世相厳しく 突いた作家 山崎豊子の ペンの先  

７、タンス預金を ＮＩＳＡで誘い 投資したらと お節介  

８、ヘイトスピーチ やってるうちに 相手もやってる 嫌がらせ  

９、悪と戦う アンパンマンも やなせたかしと 共に逝く  

10、西に東に 台風被害 嵐に耐えきる 渡月橋  

 
信用亭 駒公（佐藤 忠恕）       世相都々逸no.18    

 

飲み屋に通ったぞの卷  

これは夢だ編 

① 一目惚れして 通った末に ナンバーワンを 我がものに 

② 一目惚れして 通った末に 真心通じ 佳い仲に 

 

泣きっ面に蜂編 

③ 一目惚れして 通った末に 金の切れ目で 縁も切れ 

④ 一目惚れして 通った末に 借金嵩むし 振られるし 

 

小さな成果編 

⑤ 一目惚れして 通った末に 名前をやっと 覚えられ 

⑥ 一目惚れして 通った末に おつまみサービス して貰う 

 

ヒョウタンから駒編 

⑦ 一目惚れして 通った末に 別の彼女と 仲良しに 

⑧ 一目惚れして 通った末に 振られた経験 小説に 

 

そりゃないよ編 

⑨ 一目惚れして 通った末に ストーカーだと 誤解され 

⑩ 一目惚れして 通った末に 諦め悪いと 罵倒され 
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佐藤 俊一     アイ・マイ都々逸 川越風味 

●世にある《都々逸》見立ての【返歌球】 

《抜いてあげたい おまえの口に 女殺しの 舌がある》 

【抜いてあげよか あんたの口が 重ねた噓の 二枚舌】 

【蕎麦で合コン 二枚目食った 一枚上手の 三枚目】 

《山にゃ伐る木は たくさんあれど 思い切る木は さらにない》 

【森にゃ木々など 山ほどあれど 木になってるのは おまえの実（身）】 

【森のあの娘は 木ばかり多い 林でうわき したらしい】（林の上は木～） 

《花に浮かれて 来る蝶々も 風が邪魔する 世の習い》 

【月に酔い 花に浮かれて 踊った狸 セクハラつづみと たたかれた】 

 

■ドラマ：半沢直樹の「倍返し」 

【つま先の 小指ぶつけて 「倍返し」だと やつあたりする なお効いた】（直樹痛～！） 

 

■台風で避難指示（ホントの話） 

【亭主捨て 犬と避難の 奥方さまを 非難しません 支持します】 

  
米岡泰           南亭琴内氏のどんでん返し６７ 

◎「時事川柳」 北の鉄路には危険が一杯 

レール幅 点検したまま 広いまま   レール幅 点検したら お開きに 
北境に 線路が続けば お開きよ   北鉄路 傾く揺れる はずレール 

◎「もう悠々自適？」… 

    郊外の住宅地を犬を連れてそぞろ歩きしていた奥様が、ポーチでゆったりとロッキング 

チェアに座って煙草をくゆらせている小柄な老人に声を掛けた。 

「とてもお幸せそうね。長い人生をそうして居られる秘訣は何かしら？」 

「私は一日に煙草を３缶は喫います。ウイスキーは週に１ケースは空けます。 

また肉や油ものが大好きです」 

「歩いたり、運動は？」「全くダメなんです」 

「まあ！驚いたわ。いま、お幾つなんですか？」 

「２６歳です」「！？×」 

 

藤井敬三  ユーモア川柳  ああ細胞 ＜解体新笑シリーズ＞ 

細胞は今日も元気だ美味い酒       細胞も深呼吸する山の宿 

細胞が窒息しそう厚化粧         未使用の脳細胞が何億個 

秋深し味覚細胞元気なり         皮膚細胞手遅れと言う美人の湯 

細胞のかずほど欲しい誉め言葉      大笑い癌細胞が止せという 

即決を単細胞と揶揄をされ        百歳はＩＳＰに期待する 
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神代京子       おりこみ『写真はめ字』  ２０１３年師走 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

門口泰宣     阿呆リズム＆パロディ               

１）地下道設置に予算上踏み切れない 

２）不正融資を見て見ずほ 

３）♪星野流れに 身を占って 仙台をホームの 今日の勝ち はずむ心で いるのじゃないが 

    笑って喜びも 胴上げだ  こんなチームに 俺がした♪（星の流れに） 

４）♪赤い靴下 履いてた 上原投手 

     ＭＶＰに 選ばれて 取っちゃった♪（赤い靴） 

５）おひねりをおシライと呼んでいます  芸人 

６）ＴＰＰ ＴＰＰ 五項のすりきれ 

７）紅白司会に嵐はもうごめん  伊豆大島 

８）☆☆☆☆☆☆☆なんて わしゃミシェラン 

９）番組が 終っていいとも タモリさん  （ジョークサロンは笑っていい友作る）     
 

平井幸雄         半身不随・身体強健？（下半身） 

  
この「ヒライ信」のネタも、そろそろ頭打ち、何か手がかりを見つけていたら、この「からだこと

ば」で命拾い。前回に続き「からだことば」の下半身の登場です。  

「からだことば」は、６００３もあるが、中でも一番多いのが「手」で668 もある。続いて「目」

（５７１）「口」（３４５）「頭」（２２８）「身」（２７１）で、これらを支えている「足」は

２２０と少ない。そこで、「足」が「手」をはじめ他の部位に対して「からだことば」で文句を付

いた。下半身の「からだことば」目一杯出鱈目に蛇足ながら腹一杯紙面に散りばめました。  

手間をかけた割に、尻すぼみですが、これで手仕舞いにします 

 
 ・・・・・・ 

ワ 傾 ロ ひ ヒ 

イ し ン で ｜ 

ン ャ シ ン ロ 

苦 難 ャ 儚 ｜ 

く 関 ン く の 

破 東 こ よ 台 

滅 京 ま わ 風 

す ま り ま こ 

ん る ま ら の 

前 で す ず 嵐 

色 流 シ い 秋 

モ れ ャ し 深 

ン ソ ン ャ シ 

パ ら ソ 真 ふ 

リ 茜 ン に る 
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★2013年10月例会：10月23日＠千代田スポーツセンター 14名  

高木正明・野本浩一・らぴすらずり・阿部浩・門口泰宣・柴本和夫・高畑傳・曽田英夫・佐藤俊一・ 

佐藤忠恕・波木博信・印南博之・藤井敬三・西川信治 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

12月18日（水) 千代田スポーツセンター ７F第２集会室 

2014新年会1月11日（土）12：00～15：00＠内神田ﾗ･ﾘｳﾞｨｴｰﾙ 

 ＊美味しい食事と楽しい会話・チャリティバザー付きです 

2014年1月22日（水)  都合により内神田集会室の予定  

2月26日（水)  千代田スポーツセンターの予定 

3月26日、4月23日・・・ 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.290 発行 2013.11.27                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・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 

佐藤俊一・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・らぴすらずり 

稲葉浅治・大石脩・片山敦夫・浜田親一・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10月17日～11月17日 

石原正雄、青木孝、三浦邦夫、若狭芳生、浜田頓坊、山口栄子、大石脩、武井義雄 

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。 

ツイッター「ジョークサロン」で伝笑鳩掲載の作品を

つぶやいています。投稿作品に関しても掲載していま

す。伝笑鳩同様に本名で披露していますが、ペンネー

ムを希望する方はその旨ご連絡下さい。 

 

朝日新聞（１１月７日）朝

刊の人気コーナー「かたえ

くぼ」に、門口泰宣さんの

作品が掲載されました。 

楽しんでいるなぁ。 

趣味・食・旅などの記事が人気の雑誌「サ

ライ」（小学館発行）のweb サイトで、サ

ロン同人の都々逸が披露されています。記

事は伝笑鳩で都々逸を披露している佐藤俊

一さんが寄稿しています。是非、ネットで

検索してお楽しみ下さい。 

http://serai.jp/dodoitsu  あるいは 「サライ

の都々逸」で検索すると「どこの・ど・ど

いつ返歌球」が出てきます。毎月２回のペ

ースで新作が披露されています。皆さんの

作品が登場するチャンスですよ。 

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

