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替え歌
まど・みちお賛
＊ぞうさん 象さんマスクが買えないの
＊高校生になったら 高校生になったら
二人で茶店へいけるかな？
千葉・印南博之
＊＊＊四半世紀だジョークサロン 反省しつつ天駆ける＊＊＊
３月１１日（火）午後８時から NHK 総合で放送されました
ドキュメンタリー番組「あの日生まれた命」を視聴しました。
まさにあの日に被災地で生まれた１００余の命を守ってきた
家族たちの未来への希望を感じながら、見入ってしまいました。
その子供たちや我々にも希望溢れる時代が来ることを願います。

ＪＳ情報
＠2014 年 3 月 17 日
ホームページ訪問者
2,900 名
同 閲覧件数
12,418 件
ﾂｲｯﾀｰ ﾌｫﾛﾜｰ
42
ﾌｫﾛｰ中
84

春がようやくやって来ました。また、新たな思い出が残る春を迎えたいものです。
では、今月の伝笑鳩をお届け致します。少しでも笑顔、笑みがこぼれますようにと思っています。

岩手・ほらえびす
先日、大学病院に診察に行った帰りの事です。駅から電車で帰る頃は、
暗くなりはじめてきました。駅の中や、周辺を警備するらしい５～６人のおまわりさんと下りのエスカ
レーターで一緒になりました。周りを黒ずくめの警官に囲まれて、オラの後ろの高校生たちは、
「なんか
俺達警備されちゃって『アコム』って感じ、ほんと『アコム』って感じ！」と盛り上がっていました。
・・・おいおい、それは『アコム』じゃなく『セコム』だろ。いいか、小遣い借りるなよ！

東京・安藤晴康
毎月楽しく拝読させて頂いております。
これからもますますのご健斗をお祈りいたしております。
埼玉・吉見昌之
貴会の益々のご発展と盛会を心よりお祈り致します。
いつも「伝笑鳩」をお送りいただきまして誠にありがとうございます。
東京・青木孝
あいかわらずのご努力に頭が下ります。
大阪・大森史郎
「伝笑鳩」の作品、皆さん本当に上手です。感心しております。
私も、関西に居て、ダジャレを飛ばしているのですが、それを文字にすると仲々うまくいきません。
東京・土屋秀雄
貴会が今年２５周年を迎えるとのこと、おめでとうございます。
よくも種切れにならずに続いたものと笑賛します。会員の高齢化はどの会でも直面しており、受け止
めざるを得ません。野本さんのお洒落日記にあるように
「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・・」まさに至言です。
切手同封させて頂きます。笑納下さい。
東京・板倉宏子
「伝笑鳩」いつも拝見しております。ありがとうございます。
切手（会費）をお送りするのを失念いたし失礼いたしました。なつかしい切手を送りいたします。よ
ろしくお願い致します。
春が来る 暖かくなる 花も咲く ジョークサロンで大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】
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古文亭南朝選 第１５８回ものは付け 「春だなあと思うものは」

秀逸

熱燗から人肌へ

神奈川

藤倉 由紀子

【評】飲兵衛にはこたえられないコメントです

入選

佳作

和服の女子学生
一年生のランドセル
確定申告の用紙の到着
クシャミ
自家製の草餅

神奈川
神奈川
東京
京都
千葉

冬物バーゲンセール
雑誌の「夏物特集」
百貨店のファッション売場
スカート姿の女性
女性のひらひらするスカート
ネコの忍び逢い
猫の大欠伸
一日中眠くなる
千昌夫が歌いだす「北国の春」
ふきのとう
楤（タラ）の芽の天ぷら
風の「春一番」
春のパンまつりの始まり
暖かい言葉が春を呼ぶ
「蛍の光」が流れてくる
定期券売り場が混みだす
古女房の鼻うた
ひねもすのたりのたりの海
満開の桜
縁側で日向ぼっこの猫

浜田
織田
藤野
久保
岡部

千葉
神奈川
京都
東京
東京
神奈川
東京
福島
埼玉
東京
東京
埼玉
千葉
神奈川
東京
神奈川
東京
神奈川
埼玉
千葉

頓坊
元康
哲康
三徳
千代松

田中 清咊
加畑 高治
牟禮 丈夫
稲葉 浅治
柴本 和夫
山口 栄子
植竹 団扇
松山 カオリ
高木 正明
樋口 七郎
高 栄子
石原 義三
吉永 こ百合
武井 美雄
柏谷 達雄
阿部 浩
藤井 敬三
志賀 明
北沢 正嗣
川田 又一

次回（第１５９回）の題
「転んで気付くものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５
神山 徹 宛て
2014 年 4 月 10 日ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈

岩手・ほらえびす
いつもの「ニヤリ」３連発
ＮＨＫ
日本放言協会
－視聴者－
前代未聞
前から聞こえていました
－音大講師
替え玉
「サムラカワチノカミ」ってどこの殿さま
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－音痴－

柏木易之（柏翠亭空茶）
続く如月の大雪
「新聞が五日かかって峠越え」
「この五尺冥土の土産が一つ増え」
是れがまあ終の棲みか雪五尺（一茶）
「雪やんで村いっぱいの人の顔」
雪解けて村いっぱいの子供哉（一茶）
雪の中へ車が突っ込み四人がかりで持ち上げてやっと出る（食品スーパーで）
浜田頓坊
－甘辛都々逸ほのぼのランド－
☆ 鳩の仲間は 八面六臂 あれやこれやと 芸達者
☆ 誌面いっぱい 軽妙洒脱 人を笑わせ ほめる術
☆ くよくよしないで 目標掲げ 生きてさえいりゃ 春の風
<いえいえ、そうではありません>
☆「うるさ型だな」 いえいえきっと 論客だろうよ なかなかの
☆「常識知らずだ」 そうでもないな 小供心が 生きている
☆「不器用なんだな」 とんでもないよ 地味だが頑張り 励んでる
☆「飽きっぽいなあ」 いえいえ彼は 多趣味なんでね いろいろと
☆「仕事遅いな」 そうかなしかい 丁寧主義だろ 昔から

東京・稲葉浅治
川柳「如月」
午前様鬼と一緒に締め出され
バレンタイン義理を忘れぬ女性達
若狭芳生

節分にインフルエンザ鬼と来る
ホワイトを期待しあげる義理のチョコ
大雪にめげず梅の香春間近か

艶笑回文

酔いし癖 ポルノのルポ セクシィよ
酔いし癖 マカオのおかま セクシィよ
酔いし癖 留守好きにキスする セクシィよ
酔いし癖 ブラずらす裸婦 セクシィよ
京都・大石脩

ダジャ連発！！！

「君っ、どうしてこんな時にお化粧しちゃうん？」
「エエッ、じゃどこに鏡あるのよ？」
「ハハハハ、ゴメン！前かがみだよ」
「ど～う彼？」
「う～ん、ドラムスだってねぇ」
「お酒は飲まないそうよ。ドラムス（コ）なのに」
「ふふ、でも相手を呑んじゃうんだってよ」
「ふ～ん、ｎｏｎだわね」

-3-

「君って不透明だね」
「アラ、どういうコトウ？」
「エヘヘ、太め」
「もうっ」
「チガウヨ、心がフトメさ」
「フン、ドンカンて」
「芯が確りしてるよ」
「ホント？」
「エヘヘ・・・」

今月のスペシャル

ソチ冬季オリンピック特集 Ⅰ

香川・彌永孝一
「金メダル皆んな転んで一等賞」 男子フィギュア・羽生結弦おめでとう
柏木易之（柏翠亭空茶） 「ソチ」ソッチャー雪の祭典盛り上がる・コッチャー雪の災難で縮み上がる。
岩手・ほらえびす
ソッチ（ロシアオリンピック会場）よりこっち（日本）の方が
雪が多くて寒いみたい
－テレビ大好き人－
神奈川・浜田頓坊
ソチのモーグル 見ながら熱く コチの大雪 身に浸みた
米岡泰・南亭琴内氏

時事川柳

心ない取材贔屓（ひいき）の引き倒し

神のソチ飛んでる葛西乗せる風

余は行くぞロシア五輪へソチも行け

チャンさんに結弦（ゆずる）わけない金メダル

五輪あとソチで誰もいなくなった

香野好勇（好太）

ダブル平ダブルメタルが世を沸かす

中年の星輝いて空を舞う
高木正明

ソチ五輪感動場面メダル越え

冬季五輪が ロシアのソチで 取らぬメダルの 皮算用
真央に大きい 期待が重し それが負担に なってミス
四十路過ぎても 続けるジャンプ 葛西に喝采 銀メダル
羽が生え跳ぶ 羽生のフィギュア 氷上輝く 金メダル

片岡隆
ソチ五輪川柳
野犬狩り そこまでやるな テロはせぬ （野犬をいっぱい毒殺したらしい）
神がかり あんたはすごい 浅田真央 （個人フリー）
ひらひらと 平野・平岡 銀と銅 （スノボー男子ハーフパイプ）
メダルなし 上村愛子 楽しんだ （女子モーグル）
沙羅四位 二度ともできぬ テレマーク （女子ノーマルヒル）
ノルディック 飛んで滑って 渡部（わたべ）銀 （男子ノルディック）
結弦（ゆづる）君 首位ゆずらずに 金メダル （男子フィギュア）
葛西銀 五輪七度目 大かっさい （ラージヒル）
野本浩一
お洒落日記
オリンピック賛歌
日本選手も１０代の選手だけでなくベテラン選手の活躍が目立ち、苦労してきた女子選手がメダ
ル獲得で盛り上げてくれた。大本命とされたものの残念ながらメダルに届かなかった選手もいて、
五輪は思いがけないドラマをもたらした。そんなソチオリンピック賛歌を少し。
あと一歩半歩足らずに飲む涙 メダルの有無は天と地の差よ
人は言うオリンピックは「さいてん」と 祭典に酔い採点に泣く
本命がメダル獲れないソチ五輪 滑りや転び追い風に泣く
曽田英夫
狂歌 NEW 門
ソチは知るや オリンピック
放送は 深夜遅くに やっている 朝の電車は 皆んな寝ている
沙羅ちゃんと 真央ちゃんメダル 残念じゃ それでも結果 ベスト 6
四十を 越えても未だ 意気盛ん レジェンド飛んで 銀と銅取る
カーリング 見るもルールが 難しい 何故投げるひと ほうき持つのか
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今月のスペシャル
神代京子

ソチ冬季オリンピック特集 Ⅱ

おりこみ『写真はめ字・・・ソチ 』
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

サラなるレベルアップ目指します
高梨選手
２コ２コです
男子スノボード選手
まだまだジ・エンドを見せられない
葛西選手
ママさん選手が善戦したオッカーリング
オリンピックに魔王がいました
浅田選手
♪こぶくろさんよ こぶくろさん ソチを見上げれば
日の丸ある リンクに出る日は 励みになり お前もいつか
オリンピックの 金をとれよと 教えてくれた あなたの
あなたの応援歌 忘れはしない♪（おふくろさん）
柴本和夫

言 葉 の 研 究

・沙羅ちゃんは、暇さえあれば、各地で、飛びまくり・・飛びます！飛びます！飛びます！
飛びまくりのサラちゃんは、さすがに、飛び疲れで残念ながら４位
皆さん、その健闘を讃えると共に、≪サラ≫なる努力を期待して
食べよう！・・・朝の納豆は、≪金の粒≫を！
食べよう！・・・昼の回転ずしは、≪金のサラ≫を！
食べよう！・・・夜の焼き肉は≪黄金のタレ≫を！
・羽生結弦（ゆづる）・・・金メダルは誰にも譲（ゆず）らなかった！
そしてジャンプのレジェンド葛西・・・・・K 点を越えた！
・レジェンド葛西（41 歳） 大きな喝采 ⇒ 大葛西（喝采）大葛西（喝采）
獲った個人の銀メダル ⇒ まさに、いぶし銀の光を放ってます
・１０代のスノボ選手の健闘 ⇒ これはまさに、10 代事件？
1５歳の平野歩夢（あゆむ）＝ 銀 （金より良い） で １８歳の平岡卓＝銅（金と同じ）
１７歳の角野（かどの）友基は８位止まり～かどの（過度の）期待がプレッシャー？
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今月のスペシャル

ソチ冬季オリンピック特集 Ⅲ

佐藤 俊一
アイ・マイ都々逸 川越風味 ■ソチの冬季オリンピック
ソチ五輪 テロを警戒 あれこれ持ち込み 禁止の措置（そち）は ごりんじゅう
仕事も何も そっちのけだよ 国民こぞって 金ねダリスト
将棋でも 金は金しか 認めてくれぬ 歩でも金には なれるのに
舞姫の 金のメダルを はるかに超える 輝きを観た 氷上（表情）に
銀のメダルじゃ とんでもないヨナ 韓国民には 金だヨナ
記録より 記憶に残る 氷上の舞い 魅せた勝者は 真央だヨナ
ソチ五輪 開花おくれて フィナーレに咲く 和（なご）みの一輪 味なそち
四つだった輪に いちりんの“和”を 足してフィナーレ 粋なそち
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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》

俺は大将 言うこと聞いて 右へ倣えと 叫ぶ安倍
安倍の仲良し 応援団の 委員で固めた ＮＨＫ
アベノミクスは 大手に甘く 中小零細 冬モード
派遣・非正規・バイトやパート ベアの話は カヤの外
自民は終わりと飛び出た人が 自民の煽てに乗る都知事
食に限らず 作曲・作家・書道 偽作の ゴーストマン
時に大雪 立春過ぎて 事故も多発の 大雪害
ビニールハウスも ぶっ壊されて 野菜・果物 大被害
東京マラソン ３万有余 都大路に 春の音
香野好勇（好太）

好太川柳

新スマホ機能もサイズも手にあまり

俺はうち(家)我が家の鬼嫁いつも外

喜寿を越え本人未踏の旅はじめ

もう会えぬ人ばかりいる電車内

徘徊の噂でやめたウォーキング

門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

都まどっています
大阪市民
良心に聞く耳を持たなかった
佐村河内守
♪名護り尽きない果てしない♪ 辺野古移設
家では上のものも下にしない人です
ＮＨＫ会長の妻
高齢者は雪も貯金もおろさないように
前頭筆頭より上をめざす信念をマゲないよ
遠藤
アンネの日記をヤブラレリー
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藤井敬三 ユーモア川柳

「ああ、頭」＜解体新笑シリーズ＞

ぼたん雪禿げた頭に積もらない

整髪をすれば心が軽くなる

春一番薄い頭を撫でていく

頭から孫の笑顔が離れない

春が来たベンチに並ぶ膝頭

落石注意頭抱えて走り過ぎ

髪の毛が減れば減るほど頭垂れ

あいうえお五度繰り返し出る名前

居酒屋の愚痴に出てくる頭文字

勝ち名乗りザンバラ髪の若力士

平井幸雄

創作漢字

いくつ読めますか？

上段左から
下段左から

強弱・表裏一体・入歯・土下座・プラス思考・風の便り
メタボ・回転寿司・公私混同・ＡＫＢ48・スマホ・五輪
一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）
「飯ごう」でご飯が炊けない

小野田寛郎さんが９１歳で亡くなった。フィリピンのルバング島に３０年、命令で「残地諜者」として
戦争を続けた。部下の２人が射殺されて一人で生きのびる。上官の命令で、
’７４投降、日本の土を踏む。ブラジルで牧場を経営、日本に戻ってきたとき、日本社会の変化、とくに
子供たちの不登校や元気のないのを嘆き、福島県塙町の山地に「自然塾」をつくる。全国に十数塾ある。
＊「飯ごうでご飯炊くぞ」一人のこどもが「先生、コンセントはどこにあるんですか」これには驚く。
２年前’７２横井庄一さんがグァム島のジャングルの洞窟で２８年間生きのび島民に発見されて帰国、ゴ
ルフ場開発でその奥にある洞窟が観光名所となっている。

上の空組 印南博之
大 娯 解
「替え歌ダイジェスト」
♪ お馬の親子は年寄どうし いつでも一緒にガックリガックリ歩く
ひらいた開いた豚の鼻が開いた
村の渡しの船頭さんは今年「白寿」のおじいさん
黒い肌したおにんぎょうはアフリカ生まれの バオバブ製
イラク人の波と砂あらし
ミッキーマウス ミニーマウス イヤなやつ
うさぎ美味し 「狩乃やま」
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（お馬の親子）

笑門亭来福（西川信治）

★政治呆談

☆世相呆談

★国家公務員評価 お手盛り状態 過半数が優秀のＡ 特に優秀Ｓ5.8％、優秀 53.8％、
通常Ｂ39.8％ これだけ優秀だと日本はもっとよくなっているのでは？
★東京五輪組織委員会会長の発言波紋「あの子、大事な時には必ず転ぶんですよね」
→町のおばさんたちが反発。東京マラソンの挨拶でもブーイング。
コメンテーター「あの人大事な時に必ず失言するんですよ。東京オリンピック大丈夫かしら」
☆現代のベートーベン 実は稀代の詐欺師 作曲は全くできない男だった 広島市民賞
剥奪。障碍者手帳も嘘で取得か？大衆はマスコミに騙されやすい。悪いのは騙される人間だ
が・・・。世界中に日本人はうそつきと思われる懸念は？
☆雪害 大雪で地元国会議員「国、都、地域の連携でやってもらいたい。
日頃からの備えが大切」と言うが、住民は雪かきにアキラメムードと無力感
☆浅田真央 全世界に涙を届ける最高のフリー演技。世界中に感動！
日本外国特派員協会で記者会見。森元首相が「大事な時に必ず転ぶ」と発言したことは
試合後に聞いたという。「失敗したくて失敗したわけじゃない」ときっぱり言った後、
「私は何とも思っていない。たぶん、森さんも発言を少し後悔しているのでは」
と笑顔を見せ、笑いを誘った。
曽田英夫

狂歌ＮＥＷ門

酒
酒進み 上司説教 やりまくり 勘定だけは 割り勘と言う
居酒屋で 美女注ぐから つい飲んで 帰りの道は もろ千鳥足
飲み放題 次々酒を 変えていく 終わるころには ぐっすり眠り
金も無く スーパーへ行き 安酒を ぐぐっと飲んで あすの活力
記録的大雪
週末に 続け大雪 降り積もり 庭木は倒れ 道路ツルツル
豪雪は すでに富山で 体験し スコップさばき テクを発揮し
この雪で 埼玉県は 被害大 知事はあわてて 秩父へ走る
降った雪 お金だったら いいのにと 冗談でなく 本気で思う
米岡泰・南亭琴内氏

どんでん返し７１ 「医師、地獄へ行く」…

悪徳医者は非業死の後、あの世の行先を決めるため、真珠門に連れて来られた。門番のペトルス
が厳かに「お前は～この三つの扉から～お前の行先を～選ぶべし～」
医者が第一の扉を開けると灼熱地獄。人々は業火に焼かれ逃げ惑っていた。第二の扉は極寒地獄。
人々は裸で吹雪の中を寒さに震えながら彷徨っていた。
暗澹たる気持ちで、第三の扉を開けると、そこは大病院。
薄着でグラマーな美しい看護婦達が忙しく働いている。
医師は直ぐペトルスの所へ行き
「私は第三の扉を選びます」と言うと
「あ～！あの扉は間違い～！あれは医者用ではなく看護婦用の～地獄棟～！」
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信用亭 駒公（佐藤 忠恕）世相都々逸 no.24
恥かいたなー編
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
最近こんなこと多いなー編
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
世の中複雑になったなー編
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
相当老化進んだなー編
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
女は化けるなー編
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
見知らぬ女（ひと）に 声掛けられる
佐藤 俊一

◎女性から声掛けられたぞの卷
社会の窓が 空いてると
汚れハンカチ 落ちたよと
おれおれ詐欺に 注意をと
そろそろ墓地の 準備をと
なんと息子の あで姿
お釜と判って 直ぐに逃げ
思い出すのは 何時も後
話し合わせど どこの誰？
良く見りゃ女房の 厚化粧
見れば娘が コスプレで

アイ・マイ都々逸 川越風味

【どこの・ど・どいつ返歌球】

■大雪列島
冬の東京 雪かき競技 とうき（投棄）五輪だ ソチ向いてぽい
雪で混乱 列島停滞 足をとられて 手痛いわ
大雪で 猫のひたいの 庭の木折れた 寝てて木にせず 木がつかず
■バレンタインデー
ギリもすたれば この世は闇よ 人情チョコっと あまくない
なけりゃ寂しい もらってみれば ギリが重たい チョコレート
たとえギリでも もらって嬉し 人情酌んで 猪口なめる
■３月３日「ひな祭」
おひなさま なぜか去年と 違うよ顔が そうよ私は だいり妻
おひなさま 毎年違うね おだいりさまが だからもともと だいりなの
ひな祭 あられ肴（さかな）に 白酒吞んで 酔ってあられも ない宴
ひな人形 ヒがシの国の 江戸っ子たちにゃ 十二単（じゅうにひとえ）の シな人形
■時事
口はわざわい 転ぶよ舌で 国のわざわいの もと首相
（元首相の森サン）
都知事殿 雪で孤立の 奥多摩町民 そっちのけでも ソチに行く （舛添さん）
ようやっと 与野党ゆうわと 思えば国家 分裂危機だよ う～暗いな（ウクライナ）
■世の《都々逸》見立ての【返歌球】
《すぐに悪魔に なれそな夜に あなたあくまで 凡（なみ）の人》
（自作）
【凡（なみ）の人でも 心のうちは そうよあくまと かみ・ひと・え!?】
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★2014 年 2 月例会：2 月 26 日＠千代田スポーツセンター
１８名 ＊太字は初参加
伊藤哲郎・野本浩一・曽田英夫・高木正明・片岡隆・阿部浩・奥村篤史・門口泰宣・佐藤忠恕・佐藤俊一
平井幸雄・柴本和夫・米岡泰・西川信治・神代京子・印南博之・藤井敬三・尾垣聡子
＊伊藤哲郎さんは変集鳥がシニア向けエアロビ教室の新年会で知り合い、声かけました。ユーモアが大好
きな方です。早速にサロンを覗いて頂けました。エアロビ教室で披露するジョークを沢山仕入れること
が出来たと仰ってました。
＊尾垣聡子さんは変集鳥とは同じ高校の同学年生になります。高校の同窓会で会う様になり、「ジョーク
の宝箱」も購入して頂きました。初めてサロンに顔出ししました所・・・なんとなんと・・・神代京子
さんと同じマンションに住んでいることが判明しました。偶然なので、二人して驚いてました。
二次会では、その偶然の出会い奇跡的なものかも知れない、と話題になりっ放しでした。

野本変集鳥（変集担当：写真下）三笑亭夢之助師
匠の講演「健康は笑いから」を拝聴。
「お喋りが一
番脳を働かせる。昼間のファミレスはお喋りする
オバサンで賑やか。男はむすっとしている。だか
ら女性は呆けずに長生きする」と聞いて納得。
脳トレに一番いいのがお喋りと
聞いて早速ダジャレ連発

前列左から３人目伊藤さん、４人目尾垣さん

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００
4 月 23 日（水)
千代田スポーツセンター８Ｆ和室です
5 月 28 日（水）
千代田スポーツセンターの予定
6 月 25 日（水）
千代田スポーツセンターの予定
7 月 23 日（水）
25 周年記念特別例会 ＠河岸番外地
＊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 2 月 18 日～2014 年 3 月 17 日

彌永孝一、安藤晴康、吉見昌之、板倉宏子、青木孝、大森史郎、浜田頓坊、土屋秀雄
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、82 円切手 15 枚を送付下さい。
＊４月以降消費税アップに伴い郵便料金も値上がりです。ご理解お願い致します。
☆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.294
発行 2014.3.26
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
稲葉浅治・大石脩・ほらえびす・浜田親一・若狭芳生
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