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＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊
例会に参加する方が増えてきました。サロン同人の口コミの
お蔭です。笑ってもらおう、笑わせてみようという方たちの
作品が多くなり、毎月の変集作業で嬉しい悲鳴を上げてます。

☆世相呆談
☆NHK のど自慢で 95 才が「お富さん」
司会者「どうしてこの曲を?」
「私の名前がとみなんです」 →
「曾孫がよく『しんだはずだよおとみ
さん』と歌っています」
東京・西川信治

今月もお楽しみに下さい。まずは「こ百合のひとりごと」と「はめ字」からです。

吉永こ百合

「こ百合のひとりごと――笑福、招福、幸福――」

＆

はめ字

二月上旬に母が入院し、長崎に帰省していまし
た。母は酸素マスクに点滴。私に出来ることは
手を握り（手当というそうです）
、
「吉永こ百合」
のペンネームからジョークサロンのこと等々。
翌々日、なんと酸素マスクも取れ、笑顔も見ら
れるようになりました。
主治医の先生に褒めて頂きました。
「笑福」
、
「招福」
、
「幸福」なのです。
鎌倉極楽寺・浜田頓坊

お手伝いせずに申訳なく思っております。皆様にも会いたい

気持ちは充分ありますが、体調と年令が・・・。都々逸は、月に４０～５０首は詠んでおりますし、格調の
高いものをと思い、今いろいろ勉強中です。結果が出てくれば良いのですが・・・・。皆様方にもよろしくお
伝え下さい。・・・高血圧と少々不整脈があるものですから。

新潟永林寺・佐藤憲雄

伝笑鳩３月号嬉しく楽しく拝しています。

何時も御法愛御厚情を賜り御厚礼申上げます。ありがとうございます。感謝！合掌！合唱！

東京・高栄子

伝笑鳩 305 号一日で愉しく読んでしまいました。

奥村アッシー君は本当にエネルギッシュな御方ですね。アッシー君の南京玉スダレに影響されて、二、三年
前師匠について二度（十日間くらい）講習を受けた私です。・・・二、三月と区立児童館でアルバイト中。子
ども達の元気な声が帰宅後も私の元気につながっていますね。白髪のせいか、子ども達は私を 70 歳か 80 歳の
どちらかと聞いてきます。先生がムキになって「高さんはずっと若い人なんです!!」と訂正してます。

福島・松山カオリ

桜の花便りも間近くなりましたね。

伝笑鳩と皆様の作品お送り頂きましてありがとうございました。例会の雰囲気が感じられる力作揃いで毎月
感動しております。益々盛んになるサロンメンバーの制作意欲に感心しています。

東京・志賀康一

駿鳥も老いては駄（駝）鳥にも劣るとやら、大事な餌をお送り

することを忘れていました。アベノミクスの趣旨に賛同し、少し棒茄子を同封いたしました。

長野・彌永孝一

伝笑鳩が届くたびにひと月の経つのが早いなあといつも感じます。

春風が 吹けば気分が 乗ってくる 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】
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古文亭南朝選

第１７０回ものは付け
「人生で一番大事なものは」

秀逸

入選

佳作

スマホ

埼玉

奏

志朗

【評】「俺には生涯テメエという強い味方が…」
「親分！ か 刀じゃねぇんですかい」
おもいやり
往 生 際
あ・な・た
腹八分目
利己と利他とのバランス

千葉
東京
千葉
東京
京都

遊佐
柴本
皆合
藤井
牟禮

怜
和夫
かず子
敬三
丈夫

ユーモア
自分を愛する
笑
生命
富も名誉も恋も
生
ｅｎｊｏｙ ｙｏｕｒ ｌｉｆｅ
好奇心
身体健全
人類皆幸せ
お金
指切りゲンマンを守る
人の和
好きな人からの愛の言葉
「妻じゃん」という妻
感謝の心
出合い（愛）
自分自身を信じる
時々忙しい日々
親の年齢を超えた私
胃のクスリ

埼玉
東京
神奈川
東京
千葉
神奈川
東京
神奈川
千葉
高知
東京
埼玉
千葉
神奈川
東京
神奈川
千葉
福島
神奈川
神奈川
東京

石原 義三
藤野 哲康
志賀 明
稲葉 浅治
海郷 達人
浜田 頓坊
高 栄子
藤倉 由紀子
岡部 千代松
高橋 満子
樋口 七郎
高木 正明
川田 又一
武井 美雄
柏谷 達雄
織田 元康
吉永 こ百合
松山 カオリ
阿部 浩
山口 栄子
奥苑 順子

次回（第 171 回）の題
「意外においしいと思うものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛
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
愛知・加藤勝彦

伝笑鳩 305 号ありがとうございます。近くにＪＲ中央線舞鶴駅があります。

駅内に３カ所も喫茶店があり、私はコンビニの 100 円店。ここが一番人が少なく、じっくりと伝笑鳩読め、
腹をかかえてワッハッハッ！
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読者投稿傑作選
長野・松原伸伍

≪春の笑いは縁起がいいかも≫
高齢者川柳

東京・稲葉浅治

高齢者 食べたの忘れ 又食べる
高齢者 散歩に出たが 帰れない
高齢者 おしゃべりすぎて 入歯飛ぶ

岩手・ほらえびす
「ニヤリ劇場」

川柳 「妻」

花束も退職金も妻のもの
定年後妻の位があがる日々
口下手になる筈妻の口達者

１．３本の矢と・・・１本のヤジ
－新戦略－
２．ソニー分社化
独り歩きします
－ウォークマン－
３．ウクライナ情勢
見通し？ う、暗いな
－オバマ－
４． マグロ激減
感傷魚になった
－水族館－
５． 答弁
昔
記憶にありません
今 知らなかった
６． お家騒動
家具屋姫登場
－昔話－
７． 汚染水洩れ隠す？ どこから情報が漏れたんだろ
－東電－

鎌倉極楽寺・浜田頓坊

☆甘辛都々逸ほのぼのランド★

＊日本経済強さの秘密

☆日本経済 石垣論が 今も立派に 生きている
☆強く立派な 石垣の裏 中小栗石 支え合う
☆「論語と算盤」 渋沢翁の 残した著書と その理念

＊景気回復、花咲く春

☆浜田宏一 経済学者 アベノミクスの アドバイザ
☆世界の羨む 日本の景気 はしの端まで 染みてこそ
☆ウメエ・ウメエと 鳴いてるだろか 羊年春 祝い歌

＊一神教のむつかしさ

☆ギリシャ・ローマの 寛容じつは 日本同様 多神国
☆一神教には 異教と異端 さけて通れぬ むつかしさ
☆キリストかつては 仏教徒説 唱える学者も いる時代

京都・大石脩

ダジャ連発

☆奈良県明日香村の高松塚古墳の壁画で、素
晴らしい発見があったのよ
★そんなにスゴイの
☆メッチャスゴイのよ。見に行きましょう。
★いつ行くの？
☆明日か、明後日ね。

若狹芳生＠鎌倉

☆あの角のビルは洒落てるわね。
★最近人気のビルらしいね。
でも、僕は正面のビルが好きだね。
☆えっ、正面のビルって？
★僕の前に立った時の君のくちビルだよ。

作並温泉・１７回全国回文大会で準優勝！！！

「伊達藩仙台 。断然派手だ。」

（だてはんせんだいだんぜんはでだ）

＊ペア宿泊券と旅行券\35000 ゲットしました。
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笑門亭来福（西川信治）
★政治呆談
☆世相呆談
★農協改革 監査権は放棄するも（農家より数の多い）准会員制度は維持。
→これじゃ農業改革は難しいが「選挙に勝つためにはしゃーないか？」
★製糖工業会から献金「返せばよい」で済まなかった→辞任「返らざる（西）川」
★ウクライナ国会議員 汚職をめぐり殴り合い→それは「ヨクナイナ」
☆トマ・ピケティ
「本を売って儲けようとは思いません。住むところの家賃と、子供と
バカンスが過ごせればいいんです」→格差是正に印税を寄付しても良（い）いんぜいよ。
☆関学出身 22 才宇良（うら）→特技は居反り（いぞり）という“裏”投げ
一ノ瀬善秋（シャレクスピア）洒落久寿飛夜
「握りめしにはかなわんのう」松陰が笑う ・・大河ドラマ

吉田松陰の講義のあと「高杉晋作」が「久坂玄瑞」に「ナポレオンと秀吉が戦ったら、どっちが
勝ったと思うか」と挑む。議論が続く。伊藤利助（博文）・野村靖・前原一誠が加わる。「武器が
違う、時代が違う・・・」と侃侃諤々、寺島忠三郎が「俺は腹が減った」と叫ぶ。そこへ松陰の妹・
文（十三歳下）が「おにぎり」を運んでくる。「みささん、ごはんですよ！」ぴたりと議論が止む。
松陰大いに笑う。松下村塾で学んだ数十名が中心となって、幕府を倒し大政奉還・明治維新と呼ば
れる大変革を成し遂げた。妹・文は明るくて、聡明しっかり者、夫となった久坂玄瑞は蛤御門の戦
いで戦中死、のちに小田村久之助と再婚（前妻は姉・寿で文が看病していたが早く亡くなる）小田
村は松陰の親友・学友、名前を変えて「楫取素彦」、群馬県令（知事）となる。」「小田村」では
拙い、船の楫に（かじ）に因んで改名した。文は「美和」改名し、夫と群馬に尽くす。握り飯と若
者たち、明治維新のあとの話しが続く。今年の大河ドラマ
高畑傳 二流亭転失気奴

平成おやまー節

➀ジョーク大流行 NHK のニュース解説で取り上げる、おやまー！
②凄い争い続けない、サル知恵発見との大ニュースあり。サルに負けてる
自称賢人政治家諸君、今の世界争乱續き、おやまー！
③確定申告月 年金、年々手取りまた下がり、ジョークサロン熱また上がり、 おやまー！
④おーい お茶と言いつつ、我が身立ち上がる、癖が付く、おやまー！
⑤定年後に俺に温かいのは、我が家の便座のみ おやまー！
⑥戦前！産めよ、増やせよ、国のため、弾、除け増やし、
平成は お国のため、税金 増やしの、子増やせ、おやまー！
⑦男女の差別化減少を力説しながら、貧富の差別化図る、現政府 おやまー，お おや ま まー！！
⑧ごめんなさい、川柳の原点は権力批判と教えられしなりせば。 おやまー！

上の空組
印南博之
大娯解
ことわざ解笑
①
女子と小人は養い合う仲間
白雪姫読んだ？
養い難し
②
知らなきゃほっとけ
知らぬが仏
③
上手のてから白星がもれた
上手投げで黒星に
（上手の手から水がもれ）
④
商売が滝
情報がザアザアもれかい
商売敵
⑤ チキュウジンを殺すには大彗星をぶつけよ！
宇宙人
（将を射むとすればまず馬を射よ）
⑥ 辛坊する気に金が生る
辛坊がその気になったら金を貸せ、儲かるかも？
（辛抱する木に）
⑦ 人力車を止めて円タクを増やせってのかい！
小の虫を殺して大の虫を生かす
⑧ 人生７０年古来稀なり
在席老友おめでとう
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ち草の都都逸：厳選かけ流し

庭野ち草

●一途な気持ちバラバラにして三途にいけりゃ楽だろに
●落とせるものはパンツだけだと AV 男優に税理士が
●言い訳すれば するほどたぎる 女房差し出す 根深汁
●鬼の上司というがオンナね なにが残業 吹くわうち
●齢の数だけ豆を食べたら 春がくるくる腹もはる
●はりあったとてせんないことよ 糸がなければ結ばれぬ
佐藤 俊一

アイ・マイ都々逸 川越風味

■ひな祭り

■バレンタインデー

年に一度の めおとの披露目 今年は「だいり」じゃ 許さない
いつも「だいり」を 寄越しやがって 本命いつ来る ひなまつり
ひな祭り 今宵は亭主と いたくないのよ お代理さまと 待ち合わせ
おんなの節句に おとこは絶句 ひなのあられも ないうたげ
ひなの宴 酒は何でも 揃えたけれど あられもないのは 駄目かしら
うわさ大好き 惨忍官女 故意（恋）の噂に 花咲かせ
どうせ義理チョコ わかっちゃいるさ 愛手（相手）にするのは 二枚目と
自分で買ったの もうバレてんデー これみよがし（菓子）の チョコの山
チョコっとくらい あげてもいいよ 愛の手切れの きれっぱし
チョコふたっつで 二枚目きどり だったらあげよか 三枚目

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》

野次や諷刺が はびこる世相 歯には歯をむく 無節操
命守れぬ 人質事件 屈しないぞと 吠えるだけ
アベノミクスに 実感無いと アクビしている シャッター街
成果賃金 導入ならば 言い出しっぺの 議員から
春の足音 聞えて来たが 黄砂連れ込む 春一番
余震頻発 判断狂い 速報狂った 気象庁
自衛隊機の 騒音よりも エアコン騒ぎの 所沢
企業ニッコリ ニシコリ・ブーム ＣＭ起用で 大儲け
お家騒動 大塚家具屋 親娘の解任 スキャンダル
金の延べ板 盗んだ男 実は金色 塗った板
春節商戦 爆買いチャイナ 何処もかしこもチャイナ・チャイナ～
赤ヘル被った 凱旋・黒田 期待過剰の カープファン
香野好太

好太川柳

フォト川柳

売った恩忘れず借りはすぐ忘れ
物忘れ場所と相手で使い分け
我家では「薬飲んだ？」が愛言葉
残り物競って食べるバイキング
「メガネ何処？」やっと見つけた眉の上
買い物を全部済ませて孫忘れ
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寒空にスックと背伸びタワー立つ

森昤二

森先生の 駄洒落節 だよ人生 は！

「駄洒落 経営訓・人生訓」

■木を見て 森も見よう
日経を読み 風も読もう
★虫の目（ミクロ）、鳥の目（マクロ）感覚と確かな情報からトレンドを把握
■人脈 なければ 不整脈
・人脈は作るもの ・鉱脈は掘るもの ・山脈は登るもの
★好かれる人になれ。 打って出る人になれ。 会いたくなる人になれ。
海郷達人

替え歌（北の宿から） ⇒

頭に来たから

詞：悪 友

曲：学阿世

あんたの帰りが 遅いから 夜ごと頭に ツノ出ます
入れてはもらえぬ 給料を 散々こらえて 待ってます
女の心が 見えんでしょう あーあー頭に 来たのやで
ため息交じりに 家計簿を すすり泣きつつ 付けてます
お酒飲むのは 只じゃない 涙ながらに 聞かします
女の心が 見えんでしょう あーあー頭に 来たのやで
あんたに何度も 言いますが お金が全然 ないのです
うつつ抜かした 寝言など 聞いたところで やれません
女の心が 見えんでしょう あーあー頭に 来たのやで
もう やってられんわー
藤井敬三 ユーモア川柳

（女は その夜 家を出た）

「ああ、口」＜解体新笑シリーズ＞

早口の妻がウケてる漫才師

ゆるキャラの口元いつも笑ってる

くちコミで行列作るラーメン屋

手相見て星占いで口説く客

喋る口食べる口あり女子の会

呑むほどに口のチャックが締まらない

口止めをされると余計喋りたい

爺ちゃんの口約束はすぐ忘れ

隣国の悪口書けばよく売れる

口上はモンゴル人も四字熟語

中村史江

風みんは笑顔を忘れない

――手遅れか!?
☆100 から 3 を 引きつつ歩く 認知予防 おやおや父さん 手と脚いっしょ
――ＪＲはやて線
はやて

☆駆け乗った 電車が逆に 走ってく 車両のなかを 逆へ逆へと 疾風線
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阿部博

アベ ノミ クスクス 川柳
かぐや姫ロボットだけは花もたせ
ありがたい義理チョコひとつ噛みしめる
速報のゴーツーヘブン息白し
日向ぼこ幸せ気分猫にわけ
純白のマスクが化粧美人顔

奥村篤史

☆秩父よいとこどんなとこ「三十槌の氷柱（みそつちのつらら）」編 ☆

全然知らなかったので期待してなかったんですが大感動！秩父の厳しい寒さが自然の神秘つららを
作る。三十槌氷柱は、荒川の源流の石清水が凍って出来たもので幅 50m 高さ８ｍにもおよぶ巨大な氷の
天然オブジェとなる。全く自然にできたものと人が水をかけより巨大に美しくしたものが二つ並ぶ。自然の
ものは自然の美しさが十分現れ、人工氷柱大きさと水のきれいさであっという迫力がある。
☆秩父よいとこ一度はおいで 札所は３４ 見所いっぱい
☆蝋梅満開黄色い梅よ ちょっと地味だが香り良し
☆蝋梅を眺める人も皆老輩 平日行うバスの旅
☆秩父は冷たいとこですよ？ 巨大なつらら作るとこ！
☆巨大つららが三か所もある よくぞ作った氷の細工
☆三十槌の氷柱？読めん解らん 誰！？みそつちつららって読めた人
門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）エアコンでクラスのがよいと所沢市民
２）行司批判を年中行事にしません 白鵬
３）まさか対象外と思うけど塁審課税
４）年金減額だなんてマクロ経済ツライド
５）♪つれて出たのよ 聞き逃してほしいよ
国会の討論中の ヤジリの私♪（矢切の渡し）
６）ちゃんと薬歴を記載して調剤！
７）中国人が第一に買う率先炊飯器
８）賛成派にキチとでた住民投票 与那国島
９）ハナから燃え上がらぬ視聴率の大河ドラマ
10）泥棒を追い越したランニングポリス
曽田英夫

狂歌 NEW 門

ラッキーだった
笑顔になった

福引で 一等だった 鐘なった ラッキーだった 笑顔になった
居酒屋で 刺身大盛り サービスに ラッキーだった 笑顔になった
居眠りし 下車する駅で 眼が覚めた ラッキーだった 笑顔になった
思いついても
狂歌では すごい作品 出来たけど 思いついても ちょっととどまる
ちょっととどまる 雷が 終わったらしい 出て行くか 思いついても ちょっととどまる
実は入院していた
一晩を 痛みに耐えて 朝迎え 腹を抱えて 医院へ向かう
医院着き 医師は病院 行けと言う 一人歩いて 痛みに耐えて
病院で 腸閉塞と 判明し 尻から措置し すぐに快腸
最後には 2 リットルもの 下剤飲み 自分の腸を 見た超きれい
-7-

言葉の研究

柴本和夫

≪○○≫なき戦い・・
○の中に入る文字
を考えよう！

韓国旅行
欲しい
もの・・
○とり
佐藤忠恕

【仁義】なき戦い・・・やくざ映画の抗争
【人気】なき戦い・・・最近の政治家の選挙戦
【任期】なき戦い・・・天皇陛下の多忙な公務活動
【妊期】なき戦い・・・ニューハーフの妊活の成果
【忍期】なき戦い・・・堪忍袋に穴があいたままの我慢

・旧正月で春節（しゅんせつ） ⇒ とても親切（しんせつ）にされました
・韓国の電車乗務員は キム（金）さんとボク（朴）さんばかり
そこで、童謡・・・運転手は、キム（君）だ！車掌は、ボク（僕）だ！
・家計のやりくり（ゆとり）・金鳥の夏（かとり）・トイレの定員制限（ひとり）
・相撲力士（ふとり）・お値段以上（ニトリ）・麻薬捜査（おとり）
・お迎えの近い人（さとり）・日本舞踊の世界／珍味の世界（なとり）
世相都々逸 no.34

髪の手入れ 行き先編
レベル編
丁寧度編
酒の飲み方 行き先編
コスト編
頻度編

髪の手入れ、親子の違い 酒の飲み方、親子の違い

髪を気にして カットに行けば 子はギャル頼み 俺親父
髪を気にして カットに行けば 子は五千円 俺千円
髪を気にして カットに行けば 子は時間かけ 俺十分
髪を気にして カットに行けば 子は年十回で 俺三回
髪を気にして カットに行けば 子は長髪に 俺短髪
仕事帰りに 飲みたい気分 子はクラブ行き 俺立飲み
仕事帰りに 飲みたい気分 子は五千円 俺千円
仕事帰りに 飲みたい気分 子は梯子だが 俺居座り
仕事帰りに 飲みたい気分 子、月に数度 俺毎日
仕事帰りに 飲みたい気分 子はスマートに 俺粘る

平井幸雄
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野本浩一 お写落日記

【カラオケで 唄えば楽し 青春の 日々甦る 四天王かな】

読売新聞の新書論壇（１月１９日付）で「時代の変化を語る」と紹介され
た新書３冊を読破。『歌謡曲が聴こえる』（片岡義男、新潮新書）、『ニッ
ポンの音楽』（佐々木敦、講談社現代新書）、『「メジャー」を生み出す』
（堀田純司、角川 ONE テーマ）。『ニッポンの音楽』で紹介された最新曲
や、アーティストを自分が全く知らないことに、改めて気づかされた。
僕に残っているのは、橋・舟木・西郷の御三家と、三田を加えた四天王の
青春リズム歌謡なのだ。 あーあーいー、うーえーおー。
橋・舟木 西郷・三田で 四天王 青春歌謡 ボク知ってんのう
玉置が 広めた御三家 四天王 チョコとガムとで 覚えた歌よ

米岡泰・南亭琴内氏

どんでん返し８２ ●時事

◆「湘南地方の由来」

●イスラム国とはイラク最北部でトルコとイランに接する三角地で中心はモスルと言うが、
拠点であって国ではない、と言ったら火にアラブ？を注ぐだろう。
●過激派組織をイスラム国とは呼ぶが、子供や女性や人質の殺害を繰り返す単なる
テロ集団でオバマ大統領は壊滅させると言っている。待っテロよ！
●テロ組織の軍事行動はイスラム教の非暴力支持の教義に全く反しており、単なる
暴力団で、イスラム教とはイラク違い誰もシリアしないイラン集団だ。
◆南亭琴内氏は横浜市出身ですが、高校時代を藤沢市の湘南高校で過ごしました。
神奈川県の海岸地帯で藤沢、大磯、平塚、茅ケ崎のあたりは風光明媚な景観を誇り、中国の
浙江省湘江の南部の湘南に例えられて、名づけられたのです。ホントにしょうなんですよ。
元々は相模川の南部地域すなわち相南から来ているらしいのですが、江戸時代の俳人・橋本崇
行が大磯の西行法師の旧跡に「湘南清絶の地」と刻んだ石碑を建てたので確定したらしいので
すね。地元の人も湘南高校生も橋元崇行なんて知らないのです。
神代京子
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★2015 年 2 月 25 日
２０名
＊２０名参加は盛り上がります。ありがとうございます。
一ノ瀬善秋、平井幸雄、野本浩一、高畑傳、曽田英夫、高木正明、海郷達人、藤井敬三、佐藤忠恕
阿部浩、神代京子、門口泰宣、印南博之、西川信治、米岡泰、阿部博、佐藤俊一、中村史江、
柴本和夫、奥村篤史
１． 例会は２０名ですが、二次会からは尾垣聡子さんが参加しました。
ジョークサロン例会に顔出ししませんか。
例会当日に発行される伝笑鳩やサロン仲間が用
意しました笑作品が待っています。
お便り、投稿、Ｅメールも待っています。

ジョークサロンＨＰ来場者閲覧情報
３月１７日現在
訪問者数 4,874 名
閲覧件数 20,170 件
ツイッター フォロワー 53 フォロー 97

笑門亭来福（西川信治）（写真下）
☆世相呆談
☆奥様達の会話
高級料亭のパンフレットで「あら 3000 円のランチなら安くていいわよね」
と意見がまとまった。
→次の日電話があり「あれお子様メニューだったのよ」（爆笑）
☆桂文珍の小噺
運転中のラジオから「ただ今高速で 1 台逆走中です。十分ご注意下さい」
→（聴いた高齢者が）「なんやこのラジオ。１台だけじゃないだろう？」
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）

4 月 22 日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室
5 月 27 日（水） 千代田スポーツセンター の予定
6 月 24 日（水）、7 月 22 日（水）、8 月 26 日（水）・・・
＊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）

2015 年 2 月 17 日～3 月 16 日

彌永孝一・志賀康一・村上信至・浜田頓坊・森忠靖・大石脩
打切り：濱中順一郎
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。
☆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.306 発行 2015.3.25
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・阿部博・石井志津夫・一ノ瀬善秋・印南博之・内田清子・奥村篤史・海郷達人・片岡隆
神山徹・神代京子・香野好勇・佐藤俊一・佐藤忠恕・柴本和夫・曽田英夫・高木正明・中村史江
西川信治・庭野ち草・野本浩一・平井幸雄・藤井敬三・松山カオリ・門口泰宣・吉永こ百合・
米岡泰・稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・ほらえびす・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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