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＊＊＊＊＊２０１５年３月 No.３０５＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

 ジョークサロンに届くカンパは大歓迎なのですが、今年

日本を襲った大寒波は記録破りの積雪をもたらしました。 

早く暖かい春になって欲しいと願っています。春になったら、元気に体を動かしましょう。そして、

笑いを誘って楽しいひとときを過ごせるように、頭と手を動かしてみましょう。 

 読者の皆様からのお便りに添えられたコメントの中には、もっと多くの方々に笑介したくなるも

のがあります。サロン同人の笑品だけでなく、読者の皆様のユーモア、ジョークも楽しんで下さい。 

 

千葉・藤森清彦   おめでとうございます。私は中位の春です。 

“えさ代、少し遅れましたが、よろしく･･･ 

１年分+おやつ代込、笑いの便りが楽しみデス。 

神奈川・高橋久夫  うっかり投函するのを忘れていました。餌代です。 

 

愛知・加藤勝彦   伝笑鳩304号ご恵送誠にありがとうございます。 

思いもかけず藤井敬三さまと並んで載せて頂き恐縮です。 

まさか「ああ、足」が出てくるとは思わずに「足」を書き、 

つくづく全く手も足も出ないと思いました。  

これからも見習はせて下さいネ。ちなみの私の一番好きな字は「敬」。 

相手の素晴らしさを敬し、これを恥じ、憤を発して、少しでも近づかんと努力する……。  拝 

長野・松原伸伍   心のうっせきを文章に托して笑い飛ばしてしまうことで、人も自分も楽になります。 

皆様の御健康と会の益々の御発展をお祈りしています。 

 

東京・高栄子    伝笑鳩No.304号、お変わりなくお元気な皆様方が…。 

女性が増えて七人いらっしゃいますね。男性の数とちょうど良いですね。・・・藤野有樹さんの文章拝見。

頭脳の中は私と相似、しかし可愛らしいことをお書きになるものですね。あと１５年後、認知症の方々は 700

万人を越すと聞いて、我こそは逃げようと考えているのですが――。 

京都・久保三徳    楽しく読ませてもらっています。送料一年分遅くなりましたが同封します。 

岐阜・古川昭子    伝笑鳩の餌代がおくれ、すみません。おわびに少々余分に･･･ 

食べすぎないよう･･･  みなさまの御健勝を祈りつつ 

 

東京・青木孝        『伝笑鳩』304号ありがとう存じました。 

いつもながらの力作揃い、且つ、作品量の多さ、多様性、編集のご努力等、驚くばかりです。十二頁もの迫

力に脱帽です。向寒の折、お体大切になさって下さい。 

神奈川・加畑髙治   本年も「伝笑鳩」を送付願い度くよろしくお願いします。 

神奈川・武井美雄   いつもお世話になりありがとうございます。伝笑鳩郵送お願い致します。 

 

 鬼は外 福は内へと 豆をまく ジョークサロンで  大いに笑おう【快鳥・曽田英夫】   

ち草の都々逸・厳選かけ流し  

●仕事とあたしどっちが大事  

訊けばいうのよ「それ以外」 

●フグの煮凝り狙っていたに  

息子きれいに鍋洗い 

         東京・庭野ち草 

 

藤森清彦「2015年賛歌」 

 

早くも元旦  タチツテト 

お金は今も  ナニヌネノ 

私は伝笑鳩  アイウエオ 

お礼の手紙を カキクケコ 

笑いを一緒に ハヒフヘホ   

ハ･･･ヒ･･･フ･･･ヘ･･･ホ･･･ 
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新潟・永林寺 佐藤憲雄  伝笑鳩嬉しく拝しました。新年特別号は秀逸に存じます 感謝～ 合掌～ 

古文亭南朝選    第１６９回ものは付け  

       「役に立たないものは」 

退職した亭主              東京   柏谷 達雄 

二日酔いの特効薬            千葉   遊佐 怜 

ヌカに釘                東京   稲葉 浅治  

政治家の公約              神奈川  浜田 頓坊 

木偶の坊                神奈川  志賀 明 

ボケ老人にする説教           神奈川  藤野 有樹 

リバウンド前に仕立てた服        東京   高 栄子 

見え透いたおべんちゃら         千葉   海郷 達人 

午前様の言い訳             千葉   皆合 かず子 

妻の眼鏡に映るワタシ          埼玉   高木 正明 

小渕家のパソコン            神奈川  阿部 浩 

空財布                 福島   松山 カオリ 

総領の甚六               千葉   川田 又一 

外れ馬券                神奈川  藤倉 由紀子 

大法螺説法               埼玉   石原 義三 

役に立たないと思っている人       京都   牟禮  丈夫 

ものは付けに対する自分の頭       神奈川  武井 美雄 

〆切を過ぎたものは付けの回答      東京   西川 信治 

定年退職した夫             東京   野本 浩一 

ミソ汁をよそるのに猫のお玉       東京   千田 和浩 

頼り甲斐のない人            千葉   岡部 千代松 

 

次回（第170回）の題  「人生で一番大事なものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

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 

秀逸 

 

「あの方」と言って良いのか・・・  東京  植竹 団扇    

【評】いやあ、まずいでしょ。一国の重鎮なんですから。 

入選 

 

イスラム国との外交ルート        東京   久保 三徳 

期限切れの割引券            東京   柴本 和夫 

片方無くした手袋            千葉   吉永 こ百合 

寝ている親               埼玉   奏 志朗 

学校で習った英語            東京   藤井 敬三 

昔の肩書                東京   樋口 七郎 

ウィルスに冒されたパソコン       東京   藤野 哲康 

 
佳作 
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投稿同人コーナー（例会に顔を出すのは出来ないが 頭捻って笑品は出す） 

 

岩手・ほらえびす   １．その後のマック   マックどうなるの!? 

 ２．原油価格下落    油を売る余裕もない     －市場関係者－ 

「ニヤリ劇場」  ３．一強多弱      角界もか          －政界－ 

４．はくほう時代    リニューアルされたんだナ  －柏戸・大鵬－ 

５．５１番が復活    イチからのプレーです    －イチロー－ 

６．身の丈に合わず    投資もスカートも     －スカイマーク－ 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊         ☆甘辛都々逸ほのぼのランド★ 

☆甘い香りの 水仙笑う 大寒さなかに 春うふふ 

               ☆水仙・ろう梅 菜の花の金（きん） 黄金に輝く 春の使者 

 ☆古い別荘 人気（ひとけ）は無いが 梅の蕾は 主を待つ 

 

★資本論でも マルクスじゃなく 「ピケティ」人気が 盛り上がる 

               ★シリア・ヨルダン 巡った旅も 今では恐ろし 身も縮む 

 

☆昔は若者 押しかけたもの 今じゃ熟年 羊色 

☆夕焼けバックの 明るい舞台 トリは静かな 子守歌 

 

東京・稲葉浅治      真面目だけ頼りに登る八十路坂 

             真面目さを教えてくれた父の靴      生真面目で永年勤続平社員 

             駆け引きも妥協も知らずにただ真面目   生真面目が取柄であるが財は無し 

 

京都・大石脩     

 

 誰よりも君を 

  アイス 

 

 

          ★「人前でもキスをするような熱々カップルが好きな飲み物は何でしょう？」 

          ☆「焼酎（チュウ）、酎（チュウ）ハイです」 

          ★「そのカップルが好きな料理は何料理でしょう？」 

          ☆「中（チュウ）華料理です」 

          ★「そのカップルが、立ち寄った花屋さんで買ったのは何でしょう？」 

          ☆「チュウリップです」 

 

若狹芳生＠鎌倉        「駄じゃれ政党名」シリ－ズ第５回 

 

１．かりん党・・・育児対策がうまそう！       ２．蛍光党・・・ＬＥＤなら明るそう！ 

３．ありが党・・・スイマセンより元気がいい     ４．おめで党・・・ばかりでは脳天気？ 

５．水蜜党・・・政策も甘過ぎ？           ６．明るい門党・・・チカチカしないように！ 

７．電波党・・・発信内容に期待！         ８．ご祈党・・・神道もいいかも！ 

 

むつかしい 

時代だが― 

待ちに待った 

春はすぐ 

ジャズもベテラン

羊色 

川柳「真面目」 

 

我が日本には、春の神様・夏・秋・そして冬の神様がいます。いま冬の神様の厳

しきこときびしきことこの上なく、まるで冷蔵庫に閉じ込められているような、い

や冷凍庫に閉じ込められているような世界です。氷河期の到来の前兆か？ 否か。 

田舎？ 良い仲～？ 良い仲のおふたりさん。アイスを愛するように、お互いを

愛すあって、あったまって下さいな。 

ダジャ連発 
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庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

●焼いてふくれた日が愛おしい 今じゃ焼かずにからみ餅 

●富士鷹なすび出てくる夢をみるまであたし寝正月 

●門（かど）がとれたら丸くもなるわ あなた来るまで松の内 

●餅もついたし脂肪もついた 松がとれりゃあヤニだらけ 

●出費嵩んだ正月明けて ちょうどいい頃 粥すすり 

●ハタチの頃の晴れ着と違い ふりそで隠し齢隠し 

【注】ふりそで：二の腕の贅肉をさす隠語 

 

佐藤 俊一            アイ・マイ都々逸 川越風味   

 

■節分      マメはまかずに せっぷんしたら 鬼も涙の マメあられ 

来年は マメはまかずに せつぷんしよか うれし涙で 鬼笑う 

■正月残照    初夢の 一富士二鷹 三茄子は「成す」 おたんこなすじゃ ありません 

ひつじが一匹 ひつじが二匹 ひつじが万引き つかまった 

■某師匠が怪我して足に支障が、と聞いてひと節。 

松かざり!? いいえ怪我して おあしに苦労 かざりじゃないのよ 松葉杖 

おあし回りが よくなるように すがって願う 松葉杖 

正月早  々 おあしに苦労 杖と頼むも おあしです 

松がとれても 杖まだとれぬ おあしで苦労は 続きます 

■つもれば    「行き（雪）」がつもれば 帰れぬ道理 泊りゃ名がたつ 浮名たつ 

浮名立っても 浮足立つな やまとなでしこ 凛と咲け 

チリもつもれば 山となるなら ホコリ捨てずに 生きてゆこ 

丸く明るい お月さまでも くろうかさねて やせ細る 

待つがつらいか 別れが憂いか 逢わずとも良い 世に在れば 

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》  

 
風刺マンガで 挑発したり フランス・メディアの はしゃぎ過ぎ  
安倍のばら撒き テロには刺激 飛んで火に入る 中東戦  

  平和主義でも 過激派の眼に 金目・人質・カモに見え   
 
自民の駆け引き 沖縄いじめ カネを積んだり 下ろしたり  
声を上げても 福祉は減らし 黙って増えてく 防衛費  
地方創生 聞こえはいいが シャッター通りは そのまんま  

    
期限切れ肉 見つかる異物 マック不信で 店不振  
虫や異物が 啓蟄前に ゾロゾロ出てきた 食品界  
楊枝少年 犯行ドラマ 画像流して お騒がせ  

   
葛西臨海 水族園で マグロの集団 遊泳死  

  原発解体 ブラック企業 死傷多発の 作業員  
  認知症でも 認知の免許 逆走騒動 事故多発  
   
  スポーツ面より 三面記事で 疑惑騒ぎの アギーレ氏  
  記録破った 白鵬浮かれ 口が滑って 吊るし上げ  
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同人新人コーナー（楽しみは新しき人寄り来たり 新しき風流れ来るとき） 

森昤二（もりりょうじ）     森先生の 人生哲学  

駄洒落節 だよ人生 は！  ★珠玉のめいげん！？ 

 

人類の脅威  エボラ出血熱        企業の脅威  ズボラ出血熱 

  

 

 

◆ズボラ出血熱とは？  ズボラ（な仕様打ち合わせ、見積もりにより）  

出血（受注となり、社長が高）熱（で寝込む事） 

 

阿部博         アベ ノミ クスクス 川柳    

 

謹んで生存通知年賀状 

四字熟女が目に浮んだ午後三時 

席立たれ俺じゃないねと隣見る 

席立たれ深呼吸後のありがとう 

誰か来るどうもどうもで日が暮れる 

 

内田清子      どどいつ「イロハにソラシド」   
 
◎帽子マフラー 手袋マスク 逃亡者多し 冬の街 
◎夏はお気楽 洗濯干しが 冬は拷問 かじかむ手 
◎開いててよかった とはいうものの 年末年始 らしさなし 

 
◎寒さに負けず 風にも負けず 雨には負ける ウオーキング 
◎同じ敷地に ２軒のはずが ある日塀でき 隣人に  
 
〈ゆっくりトコトコＪＲ単線〉  
◎車内に響く 小豆あらいの 音の正体 お手玉中 
◎相模線ドア 自分であける ことを知らずに 行っちゃった 

 
中村史江           <風民食う鱈雑詠集>     
 

――緊迫ニュースが続く中  錦織クン4強ならず しみしみ凍み―― 

☆鱈ちりの ほっこり白さ 身にしみれども イマひとつ 味得ぬこころ 冬極み 

☆木枯らしよ 吹くなら吹くで どんと吹け 不穏な嵐も 吹き飛ばせ 

☆平穏であれ あれほど年頭 願うたに どこぞに賢者 あらまほし 

☆凍りつく 世が世であれば なおさらに ちいさな温もり 久しく育て 

☆冬桜 谷中の路地に みつけた夕べ 鈍（ﾆﾋﾞ）色空に 明かり見し 

☆間違えた?  よくぞ間違え 咲いとくれだね 淡い紅色 沁み染みし 

 

社員 
社長 
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渡辺達雄            正月あれや、これや 

 

元旦早朝、私は電車の進行方向左側に座る。ナーゼカ？ 

それは、ガラガラ車中で初日の出を拝むため 

１． そして「指の体操マッサージ」 ナーゼカ？ 

それは東京の高級ホテルでの「描きぞめ」にそなえるため 

２． 元旦～３日にかけて５４名を揮毫。そこで見える人間模様。 

そしてモデル客とのやり取りも初笑い。 

（当メンバーのこ百合さんもわざわざご来場） 

３． 恥の「かきぞめーー」 

ジョークサロンの新年会。今年はやっとチャンスが来た。 

興奮して神田駅へ。さあ困った、会場案内図も電話も興奮して       

ケロッと忘れる。やっと柴本さんの携帯番号に気付き助けられる。     

片岡 隆             コントだ 繰り言 猫川柳だ 

コント「公職」    Ａ：人間、年を取ると公職が生きがいになるみたいだね。 

Ｂ：公職一代男さ。「威張る才覚（井原西鶴）」を活かすのさ。 

爺っちゃん坊やの繰り言「明日できることは明日やる主義」 

大事なことは、いつも時間切れアウトになってしまう。 
人生も、同じだった。何もなさぬままに終わりそうだ。 
まぁ、そろそろ、来週にでも、今年の抱負なぞ考えてみようかな。 

猫が作った川柳（長年の野猫の友として、境内の猫たちの代弁をしました） 

1.因果にて 猫と生まれぬ 仏のもとに（境内の猫） 
2.苦しみの 因果も知らず 飢えに耐え（前世は悪人だったのかもね） 
3.今は僕 次は君かも 猫の役（輪廻） 
4.行き倒れ サマリアびとの ありがたき（獣医で救えたときもある） 
5.愛してね なにより先に メシをくれ（ごはんは命の母なり） 
6.善き人の 施しを受け 明日があり（猫も人も同じなんだね） 
7.我ときて 遊べや親の ない仔猫（雀は遊んでくれないもん） 
8.猫と人 ちょっと違うが 同じでしょ（大きさとか色が違うぐらいでしょ？） 

平井幸雄          未来も前途羊々？ 
2015年の干支(えと)は乙未（きのとひつじ・いつび）です。  

ひつじ年が明けましておメ～でとうございます。 

●お正月と掛けて、浦島太郎の玉手箱と解きます。その心はどちらも明（開） 

 けると歳をとります。 

●ひつじ年なので、ウールのセーターを買った。 

商品説明の札にはウール１００％と表示されていた。 

うちに帰ってよく見たら、タグには綿100％と書いてあった。 

「どうしてなんだ！羊頭狗肉ではないか！」 

「その札は、ウールにつく虫どもを騙すためなんです」 

●「羊さん､羊さんどこへ行くの？」「ちょっと病院へ」 

「どこが悪いの？」「メェ～（目）」 

●毛糸の帽子・マフラー・手袋・セーターは、冬の生活ひつじゅ品です？ 

ジョークサロン新年会で、渡辺さん

が印南さんの似顔絵を描きました 
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香野好太    好太川柳    フォト川柳〇   

くじ当たる初夢二枚の切手だけ 
半世紀添えば「あれ、ほら」で解かり合え 
忘れたととぼける老いの処世術 
電車乗るまるでスマホの展示場   
シニアーの期待の星は介護ロボ  
酔い笑い初夢極楽直行便    
人間に「ハンセイ」教えるインド猿         〇初日の出一礼二拍手願い千 

 

曽田英夫            狂歌NEW門   

  

          このサロン さらに盛会 なるように 新たな年に 決意も固く  

メエ狂歌 メエ川柳に 腕磨く 新たな年に 決意も固く  

         今年こそ 歳をとらずに 済ませぬか 新たな年に 決意も固く 

          ストレスが どうしてたまる このからだ 困ったことも 笑い飛ばそう 

時々は 親しい友と 飲みあって 困ったことも 笑い飛ばそう 

         毎日は ジョークを作り 過ごしてる 困ったことも 笑い飛ばそう 

通勤に 時間がかかり 疲れ来る 我慢我慢で もっと頑張る   

          不得意は パソコン操作 Ｅメール 我慢我慢で もっと頑張る  

   高血糖 高血圧を 克服し 我慢我慢で もっと頑張る  

 

門口泰宣       阿呆リズム＆パロディ 

 
１）書初めに書いた羊が￥マークになった 
２）風刺漫画を封し込めろのテロ行為 
３）全国津々イライラが浸透 アベノミクス 
４）俺にも懸賞金とサＰＲＩＺＥ  遠藤 
５）大砲を超えた白撃鵬 
 
６）ない租税は振れない 子・孫への贈与優遇 
７）岡田ら大事と内向きの民主党代表戦 
８）錦織選手は英語のゴイもキープ 
９）とりマック環境は厳しい 
10）モラハラで関白亭主ハラハラ 

 
吉永こ百合  新年はめ字初め  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

我慢我慢で  

もっと頑張る 

 

困ったことも  

笑い飛ばそう  

新たな年に  

決意も固く 
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野本浩一 お写落日記  【御籤付き だるま七個で 大ひとつ   中小末の 吉そろい踏み】 

１月６日（火）、某ボランティア団体の「江戸最初 山手七福神巡り」に同行し、七福神への願掛けを行い

ました。個人的には「無病息災」「長寿祈願」をお願いしました。 

七福神の笑顔写真・小生への支援方針は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未年 誰が願いを 叶えるの      やたら混んでる 七福巡り 

未年 誰の願いが 叶うのか      やたら混んでる 七福巡り 

長生きで ゆとりある人 押しかけりゃ 七福神も 支援ためらう 

ただひとり 大吉くれた 福禄寿    今年あんたを 忘れはしない  

お賽銭 かなり奮発 したけれど    今年の支援も 薄い気がする 

 
米岡泰         南亭琴内氏どんでん返し８１ 
 
◎「緊急時事問題」  イスラムにとっては異教徒はムシケラ同然。虫も殺さぬ日本人とは合いません。 

         豚肉を拒否し、アルコールも禁止、男尊女卑のイスラムと付き合え る？ 
   アラブ言葉は日本語でもかけた方が良いだろう。 

伊数嵐、荒武、夜壇、或貝田、威楽、支離 亜・・・滅裂 
 

 ◎ ｢職場の奇病症例集―人体の不思議｣ 
①   オフィスで苦手な人が視界に入らないようにしていたら、反対側に 首が曲がってしまった。 

寝違えたと思ったら、医者に心の問題と言われた 
②ある個人クリニックの受付にいたとき、オーナーが何時も左側にいて左耳が耳鳴りするようになった。 
③  上司の机に面した側だけ、髪の毛が禿げた人がいた。上司が変わったらまた生えてきた。 

 
 

上の空組 印南博之          大娯解 

 

1. セパ卓郎  セパ両チームに卓郎という名の選手を集めて・・・・ 

2. 100メートル走 50メートル走 10ｍメートル走 １メートル走 

3. 三段跳び  ５段とび  ７段とび  あと何段やるの？ 

4. ソフトボール  軟式テニスボール  ビニール  ポリウレタンボールはいかが？ 

5. スカイテニス 気球に乗って打ち合います 

6. 最も激しい球技登場！！！「落首」 ラクビー 

7. 足球賽   羽冠球賽   ア中国ですか 

8. 暴高跳び   暴風中に開催のため台風のシーズンでしか出来ません 

9. 馬術のローカル化  驢馬術  駱駝術  アルパカ術 

覚林寺   瑞聖寺   妙円寺   妙円寺   大円寺   蟠龍寺  滝泉寺 

毘沙門天  布袋尊   福禄寿尊  寿老人尊  大黒天   弁財天  恵比寿神 

第三七番  第四八番  第十八番  第四七番  第三八番  第十七番 第二九番 

末吉    末吉    大吉    中吉    吉     小吉   末吉 
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柴本和夫    言葉の研究  各種の≪○≫・・○の中に入る文字を考えよう！ 

 
   ①【○ほう】の言葉・・・≪恵方≫と≪果報≫以外は、いい意味は少ない。 

≪恵方≫食べ～あとは寝て待つ～≪果報≫かな 

あほう（阿呆）ちほう（痴呆）とほう（途方）ひほう（悲報）ふほう（訃報） 

    ②【○活】の言葉・・婚活・就活は一般的ですが・・・他の【○活】とは 

コン・カツ ⇒ 女性のハイヒール靴音（コンとカツん） 

老活 ⇒ 高齢者の社会生活 

豚活 ⇒ 食べては寝るだけの≪夢・極楽≫のような生活 

  団活 ⇒ 集団的／団体活動 

  笑活 ⇒ ジョークサロンの活動 

③【○力】とは 

  笑力と続力 ⇒ 300号を突破した伝笑鳩の心意気 

  化力と涙力 ⇒ 女性が携える武器の名称 

  乳力 ⇒ 最近見ないけど・・・≪あの≫叶姉妹の・・≪あの≫部分 
  

藤井敬三 ユーモア川柳       「ああ、目」＜解体新笑シリーズ＞ 

妻の目が届く範囲の定年後         見た目よりお年寄りねと褒められる 

目の中に入れると痛い孫となり       目盛見て体重計が壊れてる   

女性車両知らずに乗れば目が刺さる    目が合ってお捻り誘う猿まわし 

若者のスマホ歩きは目にあまる       外国語話しかけられ目をそらし  

スカイツリー上ってみたが目がくらみ    覆面のプロレスラーの優しい眼 

                   

奥村篤史   あ毛まして おメーでとうございます。今年は未年！前途羊羊！ 

 メーメー頑張りましょう！ 

アッシー君の 未年「未だあらずジョーク名人」駄洒落日記だよ 

 

★ジョーク作って２０と 5年 次の目標30年 

★未熟未完の作ではあるが 未来を信じて羊の歩み 

★スポーツクラブが近所に出来て 元を取るぞとコツコツ通う 

☆嬉し楽しや 5キロも減った 次の目標あと 2キロ減 

      ☆プールじゃ歩いてひたすら泳ぐクロール・バック・バタにヒラ 

★秩父札所は午年開帳 全部回った 34か所  ☆今年行かなきゃ羊山公園 ピンクの絨毯 芝桜 

★小遣い稼いだ大道芸や水泳 公園お掃除ちらしの配布 

★夏のプールで水泳指導 アッシーが教えると皆上手くなる 

★ダンス再開10年ぶりに 上手いな素敵と煽てられ 

★第九も歌った 10年ぶりに ドイツ語、暗譜もなんとかクリア 

★三味線講習誘いがあって 今年から同好会になった週2回 
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                如月の 凍える庭に 花開く  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り 冬 は 雪 寒 

強 ぞ な の 椿 

く ら ひ な は 

佇 に ら か 凛 

む 独 く で と 

芽 光 き 冷 巡 

吹 は さ た る 

の ぎ ら さ き 

予 ん ぎ の せ 

感 色 の 中 つ 

★2015年1月28日    ２１名  太字は初参加 

森昤二、野本浩一、渡辺達雄、阿部浩、曽田英夫、平井幸雄、門口泰宣、片岡隆、印南博之、高木正明、 

阿部博、内田清子、中村史江、佐藤俊一、奥村篤史、庭野ち草、藤井敬三、柴本和夫、構井淳子、米岡泰、 

尾垣聡子 

＊構井淳子は庭野さんや中村さん、佐藤俊一さんたちからの笑介で初参加されました。 

 

 

 

 

 

毎月の例会は、原則第４水曜開催。開場１８：００ 

（例会参加費：男性1000円、女性500円 ・・・印刷代・会場代です） 

3月25日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

4月22日（水） 千代田スポーツセンター の予定 

5月27日（水）、6月24日（水）、7月22日（水）・・・ 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 
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切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2015年1月19日～2月16日 

小杉正毅・森昤二・加畑髙治・大石脩・青木孝・武井美雄・古川昭子・川田又一・久保三徳 

浜田頓坊・松原伸伍・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 
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☆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。 

神代京子（写真下） 

写真はめ字 

２０１４年の一笑

一位に輝いた笑顔

で、今年もジョー

クサロン女性メン

バーの中心として

活躍です。 

例会参加の同人だけでなく、読者の皆さまからの作品も、読んで元気になる笑楽です。月末頃を目途に送っ

て頂くと、翌月飛んでいく伝笑鳩に掲載させて頂きます。変集のための入力作業を減らすために、ＰＣ・Ｅメ

ールで送ることが出来る方は、knomoto922@hyper.ocn.ne.jp まで送付して下さい。お願い致します。 
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