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＊＊＊＊＊２０１５年６月 No.３０８＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

皆様お変わりありませんか。 

ジョークサロンにも新しい方が参加されて、新風が吹き始めました。 

今の季節には薫風が吹いて爽やかな気持ちになりそうですが、今年は既に気温が３０℃を超えることもあり、

熱風が吹いている所もあります。暑さ対策も忘れないようにしましょう。 

 今月も伝笑鳩を読んで笑顔を浮かべ認知症対策に励みましょう。 

 

阿部博     アベ ノミ クスクス 川柳   

 

背に妻のいってらっしゃい春がゆく 

雨ともに天からしだれ桜かな 

   亡き人の海棠の花命継ぐ 

    比翼塚恋の炎は傘の中 

 まっぱだか白き名刺を差し出すぞ 

  これからは心おきなく春の夢 

 

東京・菅谷信雄      たくさんのハトが鎌倉の大仏の頭に留まっていました。 

大仏がハットをかぶったような印象でした。はっとさせられる光景でした。 

 

神奈川・五十嵐吉彦    いつもお世話になって居ります。切手送付遅れ申し訳ありません。 

東京・土屋秀雄      多様な作品、レベルの高さに改めて作者各位に敬意を表します。 

千葉・奏志朗       会費が遅れ申し訳ありません。よろしくお願いします。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄   “伝笑鳩307号”嬉しく拝しました。 

 寺の回りは沢山の雪がありますが春らしくなって参りました。御尊来を鶴首しつつお待ちして・・・ 

「成功」の反対は「失敗」ではなく何もしないことである 

 

福島・松山カオリ     伝笑鳩と皆様の作品、今月も又読むことができて最高に嬉しいです。 

皆様の作品が益々進化してますので、私はどうしたら良いのか迷っております。何とか追いつきたいと思っ

ておりますがどうなりますか・・・。ありがとうございました。 

 

愛知・加藤勝彦      繁華街錦で、居酒屋“海女の酌”を見つけました。 

以前、志摩の真珠島で御木本幸吉翁の大きな像に「昔の人は大きかったんだﾅ」 

海女の実演見て、海藻食べて目がいい筈の海女さんに眼鏡かけている海女発見！ 

「モグリの海女だ」 最近コンタクト増えても眼鏡愛好家海女さんいるんですネ！ 

 

五月晴れ 光があふれ 暖かい 大いに笑おう  ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】  

「駄洒落節だよ 人生は！」 

★俺は待ってるぜ！ 年金を 

■若肉老食      

（しっかり頼むぜ 年金掛け金） 

東京／森昤二 

 

文京区・吉祥寺参道のしだれ桜（上） 

故吉本隆明邸に咲く海棠（左） 
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東京・高栄子  第171回ものは付け、久し振りに秀逸いただいた“意外においしいもの”「アルマジロ」は

特別天然記念物のため普通では食べられませんが、私は中国南部でごちそうになってしまったのです。 

肉は歯がたたないくらい固目ですが、お味はコンソメスープの味ですよ。或いは台湾の高砂族ハンターに頼ん

で特別にハントしてもらうとか。・・・㊙食べられるかもしれませんよ。 

古文亭南朝選    第１７２回ものは付け  

       「佳い言葉だなぁと思うものは」 

商い（飽きない）            神奈川  藤倉 由紀子 

円満解決                千葉   遊佐 怜 

You are my sunshine            東京   高 栄子 

まあいいか               埼玉   高木 正明 

おかげ様                東京   藤野 哲康 

出世払い                東京   藤井 敬三 

記憶にございません           千葉   吉永 こ百合 

まほろば                東京   樋口 七郎   

生きてりゃいいこともあるさ       千葉   海郷 達人 

ありがとう                      高知   高橋 満子 

グーテ・ライゼ（良い旅を）       神奈川  浜田 頓坊 

無理しないでね             東京   稲葉 浅治  

方言                  埼玉   石原 義三 

気遣いは要らない金を遣ってくれ     岩手   片山 敦夫 

ごきげんよう              福島   松山 カオリ 

今でしょ！               東京   柏谷 達雄 

９回裏二死満塁逆転本塁打        千葉   川田 又一 

私が借りた金はきっと神様が返す     東京   野本 浩一 

色即是空空即是色            千葉   岡部 千代松 

すごくいい！              千葉   皆合 かず子 

議員選挙の声              神奈川  武井 美雄 

 次回（第173回）の題  「あるようでないものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

6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 

 

笑顔に勝る化粧なし    東京  奥苑 順子   

【評】電車の中でこってり塗っている子に教えてやりたいなァ 

入選 

 

これでいいのだ              神奈川  志賀 明 

家内安全（亭主安心）           埼玉   北沢 正嗣 

失敬                   東京   植竹 団扇 

駄目でもともと              神奈川  山中 静代 

何とかやってます             京都   牟禮  丈夫 

今のは練習                神奈川  阿部 浩 

 

佳作 
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長野・松原伸伍        ☆とりあえず ビール飲んだら 川柳だ 

  

 

 

 

 

 

東京・稲葉浅治        ☆お仲間が 増えて楽しむ 川柳だ 

 

 

 

 

 

香野好太        ☆近頃は 写真をいれて 川柳だ 

                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

柴本和夫         言葉の研究  言葉の変化球 

１．○○が好きスポーツ選手の名前 

    ・牛肉が好き～野球選手・・・・・・・・・・・ダルビッシュ・ギュウ 

    ・本だしが好き～サッカー選手・・・・・・・・ほんだし圭祐 

・ラテが好き～女子テニス選手・・・・・・・・クルム・ラテ・キミコ 

    ・駄洒落が好き～ロシアの女子テニス選手・・・シャレポア  

・チョコが好き～女子ゴルファー・・・・・・・チョコ峰さくら  

・お世辞が好き～英国のサッカー選手・・・・・デビット・おベッカム 

２．ペリリュー島を天皇が慰霊訪問   パラオの言葉（日本語がそのまま現地語） 

①日本語：混乱している    ⇒  パラオ語；アタマグルグル 

     ②日本語：ビール（酒）を飲む ⇒  パラオ語：ツカレナオース（疲れ治す） 

③日本語：乾杯！       ⇒  パラオ語：ショウトーツ（衝突！） 

     ④日本語：美味しい      ⇒  パラオ語：アジダイジョーブ（味 大丈夫！） 

     ⑤日本語：じゃんけんぽん   ⇒  パラオ語：アイコデショ 

 

夫婦川柳 

年老いて も一つ欲しい トイレ待ち 

わが夫（つま）に 愚痴を言いつつ いびきかく 

妻楽し マイク握って 話さない 

 

高齢者川柳 

高齢者 染めてみたいが 髪が無い 

高齢者 自分の悪口 よく聞こえ 

高齢者 トイレが無いと 落ち着かず 

 

川柳「寿司」  回らない寿司屋で食べて目を回し     一貫も十皿も同じ寿司の時価 

        カウンター言葉いらない回る寿司     魚偏の湯呑み半分わからない 

        お寿司屋にショートケーキもお団子も 

 

 

好太川柳  

国会のルーツはやっぱ猿芝居 

ペルリューの老いの涙に十字星 

動物園挨拶したい檻がある   

 欲望の渦から逃れ今がある 

 だみ声の割に優しい無垢な人 

 

フォト川柳 風一陣真白き富士に散る桜  
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東京・菅谷信雄      ビジネスにジョークはつきもの 

 ◆マクドナルド、昨年1～3月の売上と比べ、３０％ダウン →お先マックらですね(;-;) 

◆最近はやりの回転しない回転寿司では、特急列車ですしを運んでいます。 

 特急列車がお客様にすぐに届くよう特急列車は3段で運行しています。→やりくり三段が上手ですね（^ω^） 

◆日米TPP交渉 米国から日本側の米の輸入自由化を強く要求される →米国は米の生産国でもあります。 

 昔の人は、アメリカを米国と漢字で描いたけれど、さすが先見の明がありますね （^ω^） 

 

岩手・ほらえびす     「ニヤリ」劇場 「ニヤリ」のおまけ」 

１．地方創生      まずは議員創生から     －国民－ 

２．ウソの記載      歯でなく舌を抜かれた   －日歯連－ 

３．再建険しい道    マックらです           －マクドナルド－ 

４．二刀流          投げて打つ              大谷選手 

               話して書く              ピース 又吉 

５．御満悦          アメリア議会でスタンディングオベーション 

                 国会で起立多数で法案が通った時よりも      －首相－ 

６．文化財にシミ   疑わないでください      －犬、猫－ 

 

鎌倉・極楽寺 浜田頓坊      －甘辛都々逸ほのぼのランド－ 

 

<第二の人生楽しむコツ>  

☆遊んでばかりじゃ ないのだけれど 目標替えたら 楽しめる 

☆散った花びら 掃かずにそっと 置いても一度 八重桜 

☆過去と他人は 変えられないが 自分と未来は 変えられる 

☆歳をとったら 惚けてもくるさ どなたも同んなじ それも良し 

 

京都・大石脩         ダジャ連発   とまらない  たまらない 

 

 

 

 

 

 

若狹芳生＠鎌倉  ■乙女（おとめ）がと太目（ふとめ）にならないダイエットとは？ 
 

スリムでくびれた乙女の姿は究極の美であり男性の憧れであります。 

百人一首・僧正偏昭の宮中の節会で美女の舞を歌った歌にもこの願いがこめられております。 

「天つ風雲の通い路吹き閉じよ乙女の姿しばしとどめん」をパロディにしました。 

「甘いもの脂肪蛋白差し止めよ乙女の姿ずっととどめよ」  

 

イタリアのマンマも日本の太目のオバサンのご免ですものね。 

■真っ先に差し止められた“甘いもの” 

 ○婆ロア     ○ミルク世紀    ○ゆるキャラメル   ○不倫最中のプリン 

○棚からボタ餅  ○饅頭こわい    ○君を愛すクリーム  ○クロネコのダンゴ  

 ○泳ぐタイヤキ  ○フケーキ 

「あなたは、わたしんだけだもんよ」 

「エッ、コワイね～」 

「どうして???」 

「わたし（ん）だ、ケダモンって言ったよ」 

 

「バナナって雌雄どちらなのかな？」 

「無論のこと、女子さ」 

「どうしてなの？」 

「だって、黄色い声援の持主だから」 
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片岡隆     医学・生物学をもてあそぶ  人類生き残りの方策 

葉緑素を作る遺伝子を、ヒトの皮膚細胞を作る遺伝子に組み込む。そうすれば、光合成ででんぷんを

生成できるので食糧問題は解決する。全身で受光するため、オールヌードが当たり前になるという副次

効果もある。なお、日の当たらぬ夜や白夜での課題はＬＥＤで解決する。また、秋になると紅葉するか

もしれない。 

腸内と町内ですれ違い 

ご隠居）町内は、最近はどうかね？トラブルなどはないかな？ 

八五郎）腸内 細菌は、穏やかなもんです。 

ご隠居）そうか。お花畑状態というところだな。 

八五郎）ええ、腸内フローラ（花畑）と言う位ですからね。 

    でも、もっと繊維がある方がいいらしいですよ。 

ご隠居）戦意なんて無い方が平和だぞ。 

 

酒酵母を腸に定着させる。そうすれば、酒代がかからない。でも、一生しらふに戻れない。 

 

米岡泰・南亭琴内氏  どんでん返し８４ ◎「時事川柳」 ◆「希望の葬列」  
  

◎リニア線トイレを出るともう名古屋        流鏑馬に勝つのは馬か人間か 
 

◆ある女性が買い物を終えてスーパーから出てくると、とても長い葬送の列に出くわした。先頭には2つ

の棺、そしてその後に女性だけが200人近くも続いて歩いていたのである。あまりにも不思議な光景 

だったので、女性は喪主と思しき、自分と同年代の女性に尋ねた。 

「あの...ご不幸の時に不躾とは思いますが、一体どなたの葬列なのでしょう？」 

 喪主の女性はちらりと目線を上げ、静かに答えた。 

「実は先頭の棺は私の夫です。長年可愛がっていた飼い犬に噛まれて死んだのです。」 

「まあ、それは何と不幸な...」 

 女性が驚くと、喪主は言葉を続けた。 

「2番目の棺は夫の母親です。息子を助けようとして、やはり同じ犬に噛まれたのです。」 

 その言葉を聞くと、女性は遠慮がちに言った。 

「あの...もしよろしければ、そのワンちゃんを貸して頂けませんか？」 

 すると喪主の女性が答えた。 

「では、この行列の一番後ろにお並びください。」 

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》  

与党イヤでも 野党がダメで しかも相乗り 迷う票  
女性議員に 期待をしても 絶えぬ呆れた スキャンダル  
自粛どころか 萎縮のメディア 自民に呼ばれて ごめんなさい    

うだつ上がらぬ オバマの人気 キューバしのぎの 仲直り  
機長締め出し 墜落したり 着陸失敗 事故まみれ  
支柱倒れて あわやの事故を 事象で逃げ切る ＪＲ  

 
くさび打ち込む 裁判官に 電力会社が 大むくれ  
事故の原子炉 調査のロボが 事故を起こして ボロを出す  
稼ぐ病院 僻地じゃ仏 裏で脱税 徳洲会  

慰霊行脚の 戦跡巡り 死んだ兵士は 浮かばれず  
泳ぎ疲れた イルカの群れが 岸に上がって 甲羅干し  
近々復帰の 望みも消えて 愛川キンキン 黄泉の旅  
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佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   

 

■ハナミズキ      いまが盛りと ハナミズキ咲く わたし前から 鼻水期 

ハナミズキ咲く その花見ずに すすりあげてる 鼻水期 

桜の坊やが サクランボウなら 私さくらん 坊主かな 

ハナミズキ 造花見たよで 桃色吐息 さくらん坊主の さんぽ道 

■眠れるトラ      酔ってケモノに なる気で杯を 重ねて眠れる トラになり 

いつか目覚める 大物のはず 眠れるトラの ままで去り 

幾十年も うかうか過ごし 子供にもどる 齢になり 

■谷中でお花見。    十重に二十重に 花見る人の 笑顔も咲いて 八重桜 

■議員辞職せず、    惜しまれて 桜散る頃 浪速のハナは 散らずイスわり また開く 

浪速のエリカさま!?  ハシモト救う 小百合のはずが アシモト掬う 鬼百合に 

 

中村史江  ふーみん  ――平成27年時雨
しぐる

る四月は 葉桜に雪 

 

☆願わくば 花の下にて 入園式と 願うた爺婆 阿呆やった  波乱万丈 第一歩 

☆花に嵐の 譬えもあるサ 天気ジョウトウ 常套手段 だんだんよく成れ やがて晴れ 

☆春乱高下 雪も嵐も 踏み越えて めぐりきた春 置き去りに  

「我が軍」にっぽん こりゃアカン 

☆花見するなら 八重桜よし 寒の戻りも ありゃせんし 

 牡丹芍薬 歩けばカックン 老々男女に 春がきた  

庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

筵敷こうか筏に乗ろか 散る散る桜 春満ちる 

花はなくとも葉ばかりながら萌える心を見て取って 

いつか一緒に行こうといって三日見ぬ間の桜かな 

八分咲いたら二分散る桜 満開なれど幸不幸 

朝夕夜を桜に冠し 幾度花見 二人して 

茣蓙はしいたが風邪までひいて場所だけとって花見ずに 

花より君を見つめていたい ダンゴもあればへ茶もある 
 
笑門亭来福（西川信治）      ★時爺呆談  ☆世相呆談 

 

★弁護士同席会見 ３代目村長「セクハラはあったのか？」に「それはお答えできません」 

→弁護士 に耳打ちされて「ありません」（失笑） 

★自民党 メディア呼びつけ 無言圧力 

→(欧米)メディアが権力を看視（日本）権（力）はＴＶ（メディア）より強し？          

☆「今月の一笑に載った」と娘が義母に話すと 

→「大賞(笑）なんて頭の体操になっていいわね」とほめられる？ 

☆９０才を超え認知が進んだ（？）母はココナツオイルを毎日スプーン２杯食べた→回復したらしい。 

☆一人が「ココナツオイルは絶対に夫には教えない」 

→「私は教えるわ。呆けられて迷惑するのはこっちだから」に一同大いに納得。 

☆混声コーラスの男性パート練習中 レッスン室の練習に支障を来たすくらい→隣の部屋で休憩中の

女性たちの会話は弾む。 

☆中高年テニス会の帰り際にラケットの忘れ物→「このダイマルラケット誰？」の問いに一同爆笑 



 - 7 - 

神代京子       フォトはめ字 「花宴早も過ぎざれど葉桜は緑大らかに風をはらむ」   
 

 

 

 

 

 

 

 

一ノ瀬善秋（シャレクスピア）洒落久寿飛夜   大河ドラマ「花燃ゆ」    

  「牢獄」を「野山やしき」という母の明るさ 吉田松陰の母、滝  

大河ドラマ「花燃ゆ」で松陰が「野山獄」から弟子たちに「檄」を書き送った。毛利藩にも難が及

ぶと、硯と筆を取り上げられる。江戸召喚が決まり、家族がそれぞれ寅次郎（松陰）に手紙を書く。

家族が「戻ってくれ」「死ぬな」「己を守れ」とか書く、母・滝は牢獄を「やしき」はいかが、と

書き送る。江戸へ発つ前夜、許されて家に半日戻る。風呂で母・滝は背中を流しながら「江戸で流

行の新しい芝居の話など聞かせてくれますね」などと、つとめて明るく話す。この明るさが家族と

松陰を救う。江戸で名のらぬが「井伊直弼」と対決する。松陰の正論に井伊は、がくっとして伏し

扇子が割れる。安政の大獄で松陰は斬られ、次年「桜田門の変」で井伊直弼は死ぬ。妹・文は、楫

取素彦と再婚となり、群馬県令の妻として前橋で尽す。前橋市では「楫取素彦と文」展で賑わう。 

 

平井幸雄           夫婦ふたりのトーク笑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風 緑 は 過 花 

を 大 ざ ぎ 宴 

は ら く ざ は 

ら か ら れ や 

む に は ど も 
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高畑傳 二流亭転失気奴     平成おやまー節  ヤヤコシヤ！ヤヤコシヤ！ 

●同じ党の現総理と元総理で経済成長に原発大切と再生エネルギーでと完全対立で訴えている。 

投票時   ヤヤコシヤ！ヤヤコシヤ！ 

●議員は民意を代表する？ 投票率５０％以下で半分は無視、更に５０％の半分以上が女性だが 

女性議員は少ない。（先進国中１７位の少なさ） 後期高齢者は２千万人超もいるが、高齢者  

議員公認しない？少ない？  ヤヤコシヤ！ヤヤコシヤ！ 

●確か支那事変も「自国防衛」と言いはって戦争（武力闘争）が始まった。当時の新聞に書いて

ありました。私は小学校入学試験に敵の大将は蒋介石と言えと言われて家を出た。終戦になり

平和国になり、７０年後の今も国民を守る為ならば（自衛）、戦争出来る国にすべく懸命に努力

している偉い人がいますが？  ヤヤコシヤ！大ヤヤコシヤ！ ８４歳涙ボロボロ、 

こんな神国に誰がした、ダレーがした！  破れかぶれ後期高齢者 

吉永こ百合     もう一度写真を載せて下さいと 頼まれたので再度掲載  

 

 

 

 

 

 

 

藤井敬三 ユーモア川柳   「ああ、腕」＜解体新笑シリーズ＞ 

二の腕の白さ眩しい衣替え         腕相撲負けて今度は指相撲 

血圧計ナースに見せる力こぶ        錦織は牛若丸の腕を見せ  

大げさに腕をまわして始球式        吊り橋を揺らして腕にすがらせる   

ハグしても腕の届かぬメタボかな      花火師の腕を咲かせる隅田川 

賽銭箱腕が抜けないバチあたり       葬儀屋の腕章少し嬉しそう 

ロレックス老いの腕には重すぎる      寄席通い駄じゃれのウデを少し上げ  

 

曽田英夫            狂歌NEW門   

あるべき姿 求めても無理 

赤信号 おばさん進む 自転車で あるべき姿 求めても無理 

投票率 どうして低い 最近は あるべき姿 求めても無理 

身に余るほど 光栄ほども 

懸賞に 当ってもらう リポビタン 身に余るほど 光栄ほども 

１万円 やっと当った 宝くじ 身に余るほど 光栄ほども 

居酒屋で 酒の飲み方 ほめられて 身に余るほど 光栄ほども 

世間は一体 どないなってまんねん 

レギュラーを 降りたときには 冴えていた キンキン逝くと 誰も思わず   

  何故機長 コックピットを 離れるか 自殺男が 他殺男に  

   病院は 腹腔鏡の 手術した 死んでしまえば 不幸今日だよ       
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海郷達人       車内観察 座っている人たち 

 人が座るのは普通お尻で座ると思われますが、ようく見るといろんな座り方があるようです、あ

るとき電車内で観察したのは、次のように座る人たちです。 

腰が据わっている人 ・・・・・・・・・・・・ 立派な紳士です。 

腹が据わっている人 ・・・・・・・・・・・・ 物事に動じない人です。 

目が据わっている人 ・・・・・・・・・・・・ ちょっと飲み過ぎですよ。 

鼻が座っている人 ・・・・・・・・・・・・・ コメントは控えさせていただきます。 

乗降口近くで車座になって座っている人たち ・ 今時の高校生？ 

いすの上で両足を外側に折って座っている人 ・ おばさんです。 

牡丹のように座っている人 ・・・・・・・・・ 見ほれてしまいます。 

 

内田清子     どどいつ「イロハにソラシド」  

  

◎電車で隣の 香水きつく 鼻よりなぜか 目が痛い  

◎電車降りても しばらく残る 香水に酔う 金曜日 

◎平成元年 生まれの人が 二十七歳 恐ろしや  

◎上野は北の 玄関口を 連想するは 昭和の子  

  

〈春のダイヤ改正〉 ◎茅ヶ崎大宮 上野東京 線で１時間 ２４分  

◎茅ヶ崎大宮 ぐるっと大きく 一周旅して ３時間 

 
野本浩一  お写落日記    【一杯のコーヒー飲んで夢語り 二杯目飲んで春かみしめる】 

 

４月１６日＠神田コーヒー専門店エース 

 毎週一度は立ち寄る内神田の東（あずま）書店東（ひ
がし）社長がコーヒーを飲んでいる所へ押しかけて、一
杯のコーヒー（トラジャコーヒー）を飲んで夢を語り、
二杯目はコロンビアを。名曲「一杯のコーヒーから」と
「コーヒー・ルンバ」を思い出す。名物の「のりトース
ト」を初めて頂く。いいお味でノリノリだった。 

 ＊ホントのようなウソの話：かのシーザーはコーヒーが好きだった。特にコロンビアが好きだった。 

  シーザーがブルータスに刺殺された際の言葉は、「ブルータス、お前モカなら、俺コロンビア」だった由。 

シーザーはコーヒー好きでブルータス お前モカなら俺コロンビア 

コロンビアブルマン止めてモカマタリ 飲んだら踊るコーヒールンバ 

 
森昤二（挿絵：鈴木登）   森先生の『駄洒落節だよ 人生は！』 

駄洒落に練りこんだ  珠玉の経営訓・人生訓 

 

（カラスの鳴かない日はあっても     年金新聞記事のない日はない！） 

 

 ★残しておくぜ！   ■残 ねん 金 

 

（あとも頼むぜ 年金掛け金） 
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★2015年4月22日 ２０人  新人さんが２名加わり２０人超えでした  ＊太字は初参加です 

野本浩一、高橋道男、高木正明、一ノ瀬善秋、森昤二、曽田英夫、平井幸雄、阿部浩、片岡隆、 

阿部博、尾垣聡子、中村史江、藤井敬三、海郷達人、高畑傳、柴本和夫、神代京子、米岡泰、 

西川信治、今野里香 

＊常連の方々の欠席が多かったのですが、新人さんの参加で賑やかでした。 

１．高橋道男さんは高木正明さんのご笑介です。新聞・雑誌投稿のお仲間です。 

２．今野里香さんは変集鳥の誘いに答えての顔出しです。海外のゲームを楽しんでいます。 

 

 

＊３月例会も女性陣が多数参加となり笑い声が溢れました。ありがとうございます。 

 

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） 

6月24日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

7月22日（水） 千代田スポーツセンター の予定 

8月26日（水）、9月30日（水）*第５週、10月28日（水） 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.308 発行 2015.5.27                 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・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 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2015年4月14日～5月18日 

 大石脩、浜田頓坊、片山敦夫，五十嵐吉彦、土屋秀雄、奏志朗 

 カンパ＆打切り 森口順子 

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。 

片岡隆（写真下）  「人類生き残りの方策」   凍結保存 

Ａ）卵子の凍結保存が始まったね。 

Ｂ）将来、何かあっても、自分の子供を作れるようになった。 

Ａ）俺の精子も凍結保存しておきたい。 

Ｂ）君の場合はだね、体ごと凍結して永久保存するのが人類のためだ。 

 

例会に参加する方が増えたことと、投稿笑品が増えてきまして、変集部は嬉しい悲鳴をあげてます。 

みなさんの力作、傑作、快心作を紙幅の関係で削ることを申し訳なく思っています。 

どうぞご理解頂きまして、今後とも笑品のご提供をよろしくお願い申し上げます。 

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

