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狂歌：ああ定年、ああ高齢化
定年を迎えた入った老人会
親父が幹事でこき使われる
東京・野本浩一
＊＊＊四半世紀だジョークサロン 反省しつつ天駆ける＊＊＊
ＪＳ情報
＠2014 年 2 月 14 日
今年２５周年を迎えるジョークサロンは、転換期を迎えています。
ホームページ訪問者
2,754 名
課題が２つあります。
同 閲覧件数
12,075 件
まずは若手の参加者が増えないという状況です。
ﾂｲｯﾀｰ ﾌｫﾛﾜｰ
40
年配者と若手との交流が進まないというのは悩ましい課題ですね。
ﾌｫﾛｰ中
79
次は伝笑鳩の発行継続に関することです。
活字を大きくした方が読みやすいのではないか、発行にかかわる費用の捻出をどうするかといったことや新
たな読者獲得にはどうしたらいか、読者との交流をもっと増やせないのかといったことです。４月以降は郵送
費用も上がるので、そのことも考える必要があります。この２つの課題に向けての検討を重ねて行きたいと思
います。
ジョークサロンを立ち上げた時の原点は「仲間が集まって、楽しいひとときをサロンで楽しもう」というこ
とでした。原点に戻って、これからをどう楽しむのがいいのか、考えていきたいと思います。
どうぞ皆さんのご意見やアイデアをお届け下さい。待っています。

曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

「ことし一年 しあわせに行く」

このサロン ２５年を 迎えつつ ことし一年 しあわせに行く
３００号 伝笑鳩は 大台に ことし一年 しあわせに行く
２００円 おみくじを買い 大吉で ことし一年 しあわせに行く
埼玉・古澤史水
東京・青木孝

いつも「笑い」を有難うございます。素晴らしい作品をお待ち申し上げます。
会長はじめお世話役の方々のおかげで本年も楽しい出発となりました。

千葉・藤森清彦
永らく忘れずに伝笑鳩が笑いを届けていただいて居ります。
小生、老人クラブのサロン会や福祉施設（例：特養、老健、グループホーム等）へ笑いのボランティ
アを届けておりますが、色々と参考引用にさせていただいて居ります。ご諒承願います。ますますの大
家族になる事をお祈り申し上げます。
石井志津夫さんの友人デス
長野・柏木易之
仲間に入れて頂き有難うございます。本年九十二才。
体も頭も黄昏れて来ました。宜しく御願いします。
〇迷路人生多味多菜
〇人生出会いによって優しく豊になる
東京・川島奈緒美
大変ごぶさたしており申し訳ありません。毎月会報をいただいて
お手数ばかりおかけしていますこと重ねておわびいたします。皆さまのお元気な活躍ぶりが何とも喜ば
しいです。ますますのご活躍祈念しております。
早いもの もう新年が やって来た 大いに笑おう ジョークサロンで【快鳥・曽田英夫】
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鬼が来た！
秀逸

入選

佳作

東京

奥苑 順子

【評】逃げたね!? 自分が鬼っう自覚がなかったのかね
鬼ヶ島の内紛
ブラック企業の朝礼
メイク前の素顔
鬼ヨメのいびり
清酒「鬼ころし」

埼玉
神奈川
千葉
神奈川
京都

「桃太郎が来たぞー」
桃太郎飴
桃色吐息
悪女の深情け
呪文「スダゲニガニオ」
整形美人のお誘い
小姑
妻のかんしゃく
浅間山の溶岩
家族団らん
ノロウィルス入りの豆
強力な下剤
原子炉のセールス
都知事選の顔ポスター
落花生のつぶて
怒りとねたみの世界
放射能ダンゴ
マー君の投げる大きな豆
イワシの頭とヒイラギの葉
福は内、鬼は外
おにごっこに入れてもらった鬼

高木
阿部
吉永
山口
牟禮
千葉
神奈川
東京
東京
神奈川
福島
千葉
東京
東京
埼玉
東京
京都
東京
神奈川
千葉
高知
東京
岩手
埼玉
神奈川
神奈川

正明
浩
こ百合
栄子
丈夫
川田 又一
志賀 明
柏谷 達雄
稲葉 浅治
浜田 頓坊
松山 カオリ
海郷 達人
樋口 七郎
藤野 哲康
北沢 正嗣
藤井 敬三
久保 三徳
植竹 団扇
藤倉 由紀子
岡部 千代松
高橋 満子
高 栄子
片山 敦夫
石原 義三
武井 美雄
鈴木 びん子

次回（第１５８回）の題
「春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
2014 年 3 月 10 日ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
東京・菅谷信雄
＊最近「だんみつ」という言葉を頻繁に聞くので、新種のあんみつかと聞いたら、
「壇蜜」という女性タレントがいることがわかりました（*^^*）
＊新年会の宴会で男性にも乳がんがあることを知りました。そこで「これぞニューガ
ンだね」と言ったら、一同大爆笑でした
♪d (⌒○⌒)b♪
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柏木易之（柏翠亭空茶）
危雨増大
騰昇株価
黒影企業
倍々繁昌

新四字成句・平成２５年

異常気象が各地に
この際、俺も・・やめとけ！
デフレ使い捨て
半沢直樹

浜田頓坊

景色朦朧
英子世酔
雄峰果敢
移神殿新

中国大気汚染が日本に
イギリス王子誕生
エベレストへ！
式年遷宮

－甘辛都々逸ほのぼのランド

☆月に一回 伝笑鳩の 飛んでくる日が 待ち遠し
☆景気循環 むつかし本を 読んでさっそく さあ眼科
☆ちょっと気取って 「護美当番」と 書いて回覧 呼ぶ笑顔
☆「オスメス度」 なんやちゃうかい オススメかいな 広告コピーの 早とちり
☆虎落笛（もがりぶえ） 知らぬかとばかり 勝手にしゃべる 吟行会だか 長い列
ほらえびす

ニヤリ連発！！ 言い間違いですよーーーーー

＊小生の次女が小学生の時の事です。テレビを見ていた次女が、急に
次女「おとうさん、どうしてキャベツがないと明るい社会になるの？」
何の意味だろうとオラがテレビをみるとテロップに「差別のない明るい社会」と流れてました。
＊こんな娘の母親であるオラのカミさんもよくやってます。つい先日も、
「今日はテレビでポリーハッターが放映されるから、お父さんは自分の部屋で好きな番組をみて」
そこでオラはツッコんだ。
「ハリーポッターだろ」

東京・稲葉浅治
川柳「並ぶ」
新機種へ徹夜したのに手に出来ず
若狭芳生

馬刺し進まず鮨鯖

御来光目指し長蛇の富士の山
袖まくり予防注射の痛い列

午（馬）年に因んだ回文
（ばさしすすまずすしさば）

穴へ狙いスグ競馬行け！グズ要らねぇなあ （あなへねらいすぐけいばいけぐずいたねえなあ）
打綱繰るが落馬。鞍軽くなった
京都・大石脩

（たづなくるがらくばくらかるくなった）

ダジャ連発！！！
「ついこの前びっくりしたことあるの。
暗闇で牛に出遭ったのよ」
「どうしたん？」
「なんと、牡牛座の彼によ」
「あら～ら良かったじゃん、どうなった
の？」
「猛牛よ!!!」

「キミ！すっごいオメデトウ！」
「ありがとう！万々歳よ!!!」
「う～ん、まるでライオンそのものだ!!」
「どういうことぉ～！」
「嬉しさが百重の多さぁ～!!!」
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野本浩一

お洒落日記

先輩とン十年ぶりに会う

１月１９日 高校の２年先輩ふたりとダベリング。
高校３年間我が家に下宿していた先輩の親父さんは９１歳で地区
老人会の幹事をしているという。元気に動き回り、ダンスをしたり
している。その先輩は６０才でリタイア。旅行をしたり地区や会社 OB
の囲碁会に参加して楽しんでいる。
その先輩に「地区の老人会には入らないの？」と聞くと、
「親父が幹事の老人会に入れるもんか」と笑いながら返事された。
「じゃ、隣町の老人会に入るしかないか」と小生が提案し、３人でどっと笑い転げた。
高齢化社会を元気に生き延びるには、笑って生き延びるしかないと妙に納得した３人だった。

香野好勇（好太）

好太川柳

初詣二礼二拍手願い千

皆スマホ俺はすまそうガラケイで

マー君の年俸猪瀬を小さくする

打撃神天へ神の子アメリカへ

新年を寿ぎ安倍の矢靖国へ

靖国の首相参拝アベノミス

凶悪犯逃がす新年屠蘇気分

２流亭転失気奴（釋 印熱こと高畑 傳）

人間って、変ですね？

１．面白くなくても「ひざ」で笑う、これは笑薬になりませんね
２．風呂の中で論争がはじまった、おれは腹が立つ、へー立ってもへその位置はかわりませんね？ 本当

だ！本当だ！で二人は仲直り。
３．へそで茶を沸かせる、そりゃ便利だ、マリリンモンローのへそで沸かしたものがもっとも美味かった
そうですが。へー知らなかった！故ケネディーが話していたそうだが、へーますます知らなかった！
４．浅田真央ちゃんの今回の美技は感激して胸が熱くなった。体温計が壊れるほどだ。
では測ってみましょうか？ バカ親父： 一瞬の美技だ、測定法を考えなさい。
バカ子供；ほんと、ほんと！工夫しなくてはだめだね。 バカ親子の会話です

神代京子

おりこみ『写真はめ字』

２０１３年如月

あ

遥

ゆ

想

さ

青

あ

こ

し

ご

に

さ

か

に

麗

お

か

め

い

り

い

お

と

き

来

犇

え

ん

し

ら

ぐ

な

つ

め

ゆ

て

ぎ

ほ

と

こ

め

ず

す

ん

か

冬

明

な

ぐ

く

ん

み

ぎ

し

う

い

り

ず

春

な

空

日

ぐ

り

年

空

る

て

を

新

て

梢

め

の

陽
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高木正明 コミックどどいつ瓦版

《馬にこだわり コミック仕立て 語る七七七五調》

明けて午年 馬から馬へ 馬を巡って 馬仕立て
暮らし立たない 馬耳東風じゃ アンテナ立ててる 馬の耳
安倍が頼りの アメリカ・オバマ 失望してると 馬の悪さ
此れでどうだと 札束積めば 馬鹿にするなと 基地の島
尻を叩いて 馬扱いの ブラック企業に 見る悪意
暴飲暴食 鯨飲馬食 正月休みに 付いた癖
馬の親子は 仲良し子好し 出来ぬ子離れ 親離れ
馬に乗ったり 人には添うて みたが駄馬やら 頓馬やら
馬の骨とも 知れない奴に 娘取られて 嘆く親
馬は馬連れ 似た者同士 似たもの夫婦は 馬が合う
箱根八里は 馬でも越すが 越すに越されぬ 馬返し
馬の年なら 休んでられぬ みんな駆け出す 競走馬
柴本和夫
馬年です。

＊その心は

言 葉 の 研 究

＊２０１４年新しい年を迎えて

蛇年、さようなら ☛ ヘビーな年よ、さようなら
馬年、いらっしゃい ☛今年作る駄洒落は、馬くいく。
今年食べるマグロも、馬く、おいしく
馬年に～食べるマグロは～おうまさん（お馬さん・大間産）

①人から何かをされたら、やり返すことの言葉
☛ ≪倍返し≫ではありません。≪おもてなし≫の心です
② いやみに聞こえる≪お≫言葉
お受験・お年頃・お若い・お仕事・おじょうず・お酒・お年寄り
③相撲の土俵は≪丸い≫・・・でも相撲の世界は≪角界≫と呼ぶ
プロレスのリングの形は≪角界≫・・・でも指輪のリングは≪丸い≫

藤井敬三 ユーモア川柳

「ああ息」＜解体新笑シリーズ＞

飼い主も散歩の犬も白い息

かじかんだ手に白い息朝ゴルフ

ため息で曇るダイヤのショーケース

定年後うちの家計は虫の息

ひと息に苦言並べて黙る妻

ため息を肴に今日も一人酒

にんにくを一緒に食べて息合わす

息づかい聞こえるような大画面

カラオケでため息だけが誉められる

三ツ星のレジで思わず息を呑み
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平井幸雄

当て字（宛字・充て字）
「熟字訓」

漢字単独ではそう読めないが、熟語単位で訓読みを当てはめたものを「熟字訓」とい
い、当て字とみなす場合もある。七夕→たなばた、昨日→きのう、紅葉→もみじ、土筆
→つくし、烏賊→いか など。既存の熟語に本来はそう読めないが、ルビを振ってそう
読ませる、歌詞や文学によく用いられる宇宙→そら、人間→ひと、時代→とき、地球→
ほし、未来→あした などなど。
あてじなぞ

海梃十納年 海女(あま)梃子(てこ)三十(みそじ)納豆(なっとう)去年(こぞ)
ねこのここねこししのここじし

子子子子子子子子子子子子子子

嵯峨天皇(786-842)が、歌人小野篁(802-852)に「これが読める

か」と問題を出し、小野篁がこれを、
「猫の子小猫 獅子の子小獅子」と読んだという。
あいうえお

海海海海海

「海女」(あま)「海豚」(いるか)「海胆」(うに)「海老」(えび)「海髪」(おごのり)の頭文字

を とって読むと・・・
あめさめだれ

ぐれ

ゆ

う

雨 雨 雨と雨て雨 雨

紅紅駿駿

もみじ

ながあめ

はるさめ

さみだれ

しぐれ

つゆ

らいう

長 雨

春 雨

五月 雨

時雨

梅雨

雷雨

するが

紅 葉・ 駿 河 だから「もみもみするする」と読む？

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）

ごちゃまぜの「祈り」で元旦

先ず初詣（八幡宮）破魔矢を持って教会（サレジオ）へ、その足で古刹（園融寺）へ、次
に天理教教会へ詣いり、参いる家族づれを４～５組みかける。２５分で回れる。教会の斜
め前に「エホバの証人」教団会館もある。不思議な人と信仰（日本人の宗教観は？）、イ
スラム教は少し離れている。不思議な町である。
曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

肴はおいしく 酒はたのしく
久しぶり 会話が弾む 美女の友 肴はおいしく 酒はたのしく
新年会 女子会の場に ひとりだけ 肴はおいしく 酒はたのしく
体調を 最高にして 飲み会へ 肴はおいしく 酒はたのしく
いろいろと 飲み放題で 酒変える 肴はおいしく 酒はたのしく
笑顔一番 いつもニコニコ
ジョークこそ 生きる力の 源に 笑顔一番 いつもニコニコ
証明は いらないのかと 酒を買い 笑顔一番 いつもニコニコ
店入り 店員美人 愛想いい 笑顔一番 いつもニコニコ
伝笑鳩 電車の中で 爆笑し 笑顔一番 いつもニコニコ
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奥村篤史

第九・・・１０年ぶり・・・日フィルと＠ルネ小平

１０年振りの第九は意外に苦戦。覚えていたつもりが全く０。えっ！これが第九？ドイツ語も全然分
からず、メロディーも不明。９月より毎週水曜日夜２時間がレッスン日。熱心な指導者が厳しく攻めて
くる。発表日１２月１５日（日）まで約１５回。実は鬼の郡司合唱団からも第九の参加案内が毎年来て
おり、今年はルネでも練習するので参加するには良い機会と申し込んでしまった。鬼の郡司の練習は正
に昔通り軍事訓練。曰く、昔は第九を歌う合唱団は数団体、感動しました。今は２０を越える位、よほ
ど上手くないと感動も感銘もない。ただ歌っているだけ。感動のない第九になってしまうよとリズム超
徹底指導。アッシー君も徹底的に狙われ一人歌わされること Very Ofuten！
★
★
★
★
★
★

あの有名な日フィルがオケだ！ 日フィルならばハモるなきっと？！
500 名が応募したルネ小平オープン第九 女性は強し９割近く
１０年振りに今年年末第九をやるよ、マジに言われた・・
「年末大工は大変ですねー！」
第九練習特色を出せ リズム？ドイツ語？上手さ？下手さ？
10 年振りに第九に挑戦 知ってたはずが 知らぬ存ぜずばかりの第九
ドイツ語暗譜で見事な復活 合唱・合掌・大がっしょう！

海郷達人

新年、手始めの小咄

占い

初詣に出かけた際のことですが、参道の傍に占い師がもっともらしい顔付きで、八卦の紙を広
げて座っていました。そこで、今年の運勢は如何と、占い師の前に座りました。こんなものは大
体客の顔付きを見て適当に講釈するのだろうと思いますが、ふと最近どこかで手提げ鞄を失くし
たことを思い出し、「鞄は、盗られたのかもしれませんが、どちらにあるんでしょう？」と聞く
と、澄ました顔で、「とーなんの方角です。」だと。
そう言えば、おみくじにも、「失せもの・・・東南にあり。」だった。
米岡泰・南亭琴内氏
どんでん返し７０
「時事川柳」 ① 平然と 消費税上げ 正当化
③ 笠谷爺 無理に飛ばすな 臨時ソチ

②消費税 仏花も上げて 罰当たり
④JR 北海道の 無軌道線

「幼い娘の祈り」…恐怖の的中率
父は娘の夕べの祈りに耳を傾けていた。
「お母さんに祝福を！お父さんに祝福を！お爺さんに祝福を！お婆さんサヨナラ！」
「何でお婆さんはサヨナラなの？」
「分かんない」翌日お婆さんは亡くなった。
父は不思議な事だと思った。数か月後、今度は「お爺さんサヨナラ！と祈った。
翌日お爺さんも亡くなった。数週後「お父さんサヨナラ」と祈っている！
父はパニクって一睡もせず、直ぐ出社し子猫のように怯えて一日を過ごした。
残業して零時過ぎに帰宅した。妻は
「どうしたの？こんなに遅く」
「いゃー今日は人生最悪の日だったよ」
「私もよ。今朝いつもの郵便屋さんが我が家の玄関から落ちて亡くなったの。グスン」
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）世相都々逸 no.24
彼女の料理喰ったぞの卷
純情編
①
初めて食べた 彼女の料理 胸一杯で 腹一杯
②
初めて食べた 彼女の料理 感極まって 涙する
要は愛だな編
③
初めて食べた 彼女の料理 作る気持ちで 充分と
④
初めて食べた 彼女の料理 人柄は良いと 言い聞かす
中身が肝心だよね編
⑤
初めて食べた 彼女の料理 何の料理か 考える
⑥
初めて食べた 彼女の料理 レトルトの味 どこかする
これはありだ編
⑦
初めて食べた 彼女の料理 質より量の 実質派
⑧
初めて食べた 彼女の料理 見栄えしないが 味は良い

⑨
⑩
⑪
⑫

重大決心編（その１）
初めて食べた 彼女の料理
初めて食べた 彼女の料理
重大決心編（その２）
初めて食べた 彼女の料理
初めて食べた 彼女の料理

佐藤 俊一

それが決め手で プロポーズ
あまりに旨く 惚れ直す
好みの違い 浮き彫りに
別れを決める きっかけに

アイ・マイ都々逸 川越風味

【どこの・ど・どいつ返歌球】

■今様どどいつ＜謹賀新年＞ウマ年～！
【２０１３ いい歳だった もっと今年は いい歳よ】
（いくつ!?）
【年またぎ 元旦もなく 締切仕事 謹賀新年の 気がしんねー】
【年賀状 手抜きしてでも 出せればよろし 足抜きしたら それっきり】
【下駄の歯が 「ヘ」の字だったら 雪道つらい みんなお疲れ 「ヘ」と「ヘ」とよ】
【世間休みと わかって気抜け なぜかついでに 「ま」も抜けた】
（まぬけ～！）
【ぬけちゃダメだよ ハもケもキもマも だけど「ミ」だけは ぬけてよし】
（見抜け～！）
【何でもないよな 暮らしの日々に 宿る幸せ 知った春】
【ふりつもる 想いとけずに いつしか根雪 くどけぬままに 春遠し】
■世の名作〈都々逸〉見立ての【返歌球】
〈気のつかぬ ように残して あるとは知らず どこで抜いたか しつけ糸〉
【気がきかぬ ように育てた つもりはないに どこで抜けたか しつけ糸】
【しつけ糸 とうに抜け落ち ほころび目立つ 型もくずれた 熟年期】
〈冷めたお湯から あがれぬように 冷めた恋から 抜け出せぬ〉
【冷めた恋でも 抜け出りゃ外は もっと寒いと 知っている】
【夫婦仲 あまり熱けりゃ 火傷もするし 冷たすぎれば 風邪もひく】
（ぬるま湯くらいが ちょうどいい）
【ぬるま湯の 出るに出られぬ もどかしさゆえ ときに火傷も したくなる!?】
【外で火傷を してみりゃわかる ぬるま湯ゆえの 安堵感】
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上の空組 印南博之
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

大 娯 解

「じぇじぇじぇ」の先輩たち

リズミカルなものを選んでみたら
ワイルドだろう
杉ちゃん
おもろー
なべあつ
萌えー
秋葉原界隈
だっちゅーノ
パイレーツ
投げたらアカン
青少年育成キャンペーン
びっくりしたなア モウ
てんぷくトリオ
かとちゃんペッ！
加藤 茶
あっと驚くためごろー
ハナ肇
ガチョーン！
谷 啓
ハイそれまでヨ
植木 等
お呼びでない およびでない こりゃまたシツレイいたしました！

笑門亭来福（西川信治）

★政治呆談

同

☆世相呆談

★細川元総理の都知事選出馬情報に石原ファミリー次男が「皆さんお元気ですね」と
→「あんたのお父さんもだ」とコメンテーターから逆襲される。
★自民党都連会長「オリンピックより震災復興が大事だと言っている人を都知事にする
訳にはいかない」と絶叫→環境相 福島の環境はどうなるの？
★脱原発を掲げても東電労組出身が会長の労働組合に選挙協力を要請
→一度見切った政党に頭を下げ、なりふり構わぬ柔軟性増（ま）すぞえ。
☆世界一細い注射針会社の「未公開株で絶対儲かる」と資産家中心に億単位の詐欺捕まる。
→人より儲けたい注射針は痛かった？
☆スキージャンプ カミカゼ葛西 41 歳 欧米では「葛西が(まだ)飛んでいる」と笑っていた
→今では「葛西が笑っている」に、頑張れーっ！！
☆昔「日真名（ひまな）氏飛び出す」今「相棒」が大好きな家内は、
→「おい、暇（ひま）人 呆けちゃうよ」と事あるごとに私に用事を言いつける。
☆笑うあしかと記念撮影
→あしか尚もて笑う いわんや人間をや
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★2014 年 1 月例会：1 月 22 日＠内神田区民館内神田集会室 １５名
佐藤忠恕・野本浩一・高畑傳・曽田英夫・平井幸雄・一ノ瀬善秋・海郷達人・西川信治・高木正明・
奥村篤史・柴本和夫・米岡泰・神代京子・藤井敬三・印南博之
＊風邪で体調を崩した方や仕事等で都合がつかなくなった方があり、かろうじてラグビーチームができる
人数しか集まりませんでした。少し寂しいなぁ。

福島・松山カオリ
例会の作品をお送り下さいまして嬉しいです。やはり出席したくなります。皆
さま益々レベルアップの作品を出されているのでがんばらなくてはと刺激を受けました。新年会楽しか
った様子で欠席は残念でした。
「伝笑鳩」を手にして元気が出ました。ありがとうございました。
２０１４年１月２８日付 朝日新聞
に門口泰宣さんの作品が掲載されました。

ジョークサロン柴本金鳥（会計担当）

馬年に、作るジョークも、うまくいく ～おおいに笑おう～ジョークサロンで
毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００
3 月 26 日（水)
千代田スポーツセンター７Ｆ第２集会室
4 月 23 日（水)
千代田スポーツセンターの予定
5 月 28 日（水）
千代田スポーツセンターの予定
6 月 25 日、7 月 23 日は 25 周年記念特別例会
＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444
切手・カンパ受領等一覧（敬称略）
2014 年 1 月 14 日～2014 年 2 月 17 日
加畑髙治、指田忠雄、奏志朗、青木孝、寺田博子、宮田勲（退会）、布施秋子代（退会）、
柏木易之、片山敦夫、菅谷信雄、里村奈美（退会）、野崎渉（退会）、藤森清彦、川島奈緒美
植竹団扇、浜田頓坊、古澤史水、五十嵐吉彦、高橋久夫

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「ジョークサロン」で変集鳥がつぶやいています。
伝笑鳩 No.293 発行 2014.2.26
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・ほらえびす・浜田親一・若狭芳生
あたたカット ：天野秀雄
ホームページ ：河井康博、波木博信、野本浩一
発行：ジョークサロン
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