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＊＊＊＊＊２０１５年８月 No.３１０＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

暑中お見舞い申し上げます。みなさまお変わりなくお過ごしでしょうか。 

参ります。とにかく暑いですね。暑い、熱いということで厚い伝笑鳩310号をお届けします。 

ジョークサロンがさらに活性化するよう、皆様の御協力をお願い申し上げます。 

 

ジョークサロン 

活性化のワケ 

 

 

東京・青木孝  １０頁というボリュームにも驚きます。３０９号というのも、大変なことです。 

いつもながら盛り沢山の内容を、手際よくまとめられ、迫力ある紙面に敬服しております。 

ただ、圧倒されてます。ますますのご活躍を、お祈り申し上げます。 

 

鎌倉＠極楽寺・藤倉由紀子    月末は「伝笑鳩」の飛来を楽しみに待って居ります。 

感謝のしるしに心ばかりの切手を送らせて頂きます。ご利用下さいませ。 

 

新潟＠永林寺・佐藤憲雄    伝笑鳩嬉しく拝受致し篤く篤く御礼申し上げます 御機嫌様!! 

 

東京・高栄子       今月はやられましたよ。油揚ならぬフォカッチャを。 

六月中旬、私と娘は鎌倉八幡宮にお参り後、由比ヶ浜辺へ…。いつもより、トビ、鳶、トンビが八羽もいて

カラスが３０羽はいて、多いなあとまず感じましたが、海岸でオモムロにイタリアのバナナのフォカッチャを

一口、帽子を目深にかぶり、トビに見つからないように隠しながらもう一口を、両手にもって口の前に、大口

あいてるところをサッとグイッとすごい力で盗られてしまったのです。トンビにフォカッチャをさらわれてし

まったワケです。即逃げ出し海岸を遠く離れた公園でビクビクオソルオソル寿司１０個を食べました。 

 

愛知・加藤勝彦       伝笑鳩309ありがとうございます。  

エサ送ったかと請求するのも何なので暫く伝笑鳩送ってみます。面白い奴なので、一緒に楽しめるといいな

と思っています。（変集鳥：ご友人の参加を鶴首して待ちます。何もかくしゅてません） 

 

福島・松山カオリ    梅雨の晴れ間に見る周囲の山々は真黒に見えます。山に囲まれた福島です。 

 伝笑鳩309号と皆様の作品ありがとうございました。皆様のお顔を思い出しながら作品を読ませていただい

ております。毎号１０頁に作者の写真が出ますが、メンバー紹介すてきです。 

 最近のバラエティーに富んだ作品を観てますとアイディアの宝箱から何が出てくるのか楽しみになります。

（１０頁の上から５行目野本さんのつぶやきでしょうが本当にご苦労さまです）お体お大事に。 

 

梅雨明けて すっかり夏で 太陽が 大いに笑おう  ジョークサロンで 【快鳥・曽田英夫】 

アベ ノミ クスクス 川柳  

 

雨やどり駆け込む先は美人横 

遺産分け知れたものをもかぞえてる 

        東京／阿部博 

・女性の参加が増えてサロンの笑いがエレガントになった。 

・これまで例会に参加しなかった方の参加、新人の参加が増えている。 

・読者の方からのお便りや作品投稿が増えている。 
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鎌倉＠極楽寺・浜田頓坊  －甘辛都々逸ほのぼのランド－  <マリリン・モンローに魅せられて> 

 

☆ヒップ振りふり モンロー・ウォーク 左右ヒールの ６ミリ差 

☆真似てみるのも 笑いの種か 側のレディに 話振る 

古文亭南朝選    第１７４回ものは付け  

       「ないようであるものは」 

東京上野間の新幹線定期          神奈川   阿部 浩 

同姓同名の別人             福島   松山 カオリ 

犬がねこを産んだ（ねの後に点を打つ）  埼玉   奏 志 朗 

草野球の隠し球             東京   藤井 敬三 

色 気                  京都    牟禮  丈夫 

歯ミガキのチューブの残り        千葉   岡部 千代松 

へそのゴマ               東京   稲葉 浅治 

ガ ン                 神奈川  藤野 有樹 

総理の企み               埼玉   高木 正明 

人の情け                千葉   海郷 達人 

他人の癖をあげつらう癖         東京   植竹 団扇 

オリンピック建設費用          東京   西川 信治 

自覚のない嘘               神奈川     志賀 明 

父の愛人                東京   樋口 七郎   

高齢者ののど自慢出場          神奈川  武井 美雄 

よそゆきの服              神奈川  山口 栄子 

十円玉のご利益             千葉   皆合 かず子 

苦労のタネ                神奈川  浜田 頓坊 

ウエストサイズ             千葉   吉永 こ百合 

お役に立てること            埼玉   北沢 正嗣 

幼児の身長               千葉   川田 又一 

ム ダ                 東京   柏谷 達雄 

 
次回（第175回）の題     「あいた口が塞がらないものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

8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 

 

手品のタネ      埼玉   石原 義三  

【評】「不思議だなあ」と思う人がいないとなりたたない商売 

入選 

 

ママのへそくり             千葉   遊佐 怜 

未練                  神奈川  藤倉 由紀子 

トンビに食物をさらわれる        東京   高 栄子 

色男のカネとチカラ           東京   柴本 和夫 

エンプティランプが灯ってからの油量   東京   藤野 哲康 

 

佳作 
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鎌倉＠極楽寺・浜田頓坊  －甘辛都々逸ほのぼのランド－  <真夏だ そう『太陽の季節』> 

☆沖縄朝顔 瑠璃色の花 １００メートルの 人気径（みち） 

☆旅の人から 「この道どこにー」 訊かれて「ローマ」と 口滑る 

☆花の極楽 一丁目だが ゴミは地獄の 一里塚 

 

京都・大石脩 

 

  ダジャ連発 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手・ほらえびす      あいかわらず「ニヤリ」です 

１．冷やし中華はじめました          －食堂－ 

 ソース焼きそばはじめました        －ペヤング－ 

２．砂糖に課税案   甘い汁を吸うつもり？  －スイーツファン－ 

３．骨太の方針    身は細る        －年金生活者－ 

４．車イステニス    国技じゃないよ    －国枝選手－ 

東京・菅谷信雄    NHK「ダーウィンが来た」で日本の国蝶「オオムラサキ」を放映していました。 

「オオムラサキ」は、樹液を求めて昆虫の王者カブト虫と戦い、見事樹液を手に入れました。これぞまさに樹

液者でした♪d(⌒〇⌒)b♪ 「オオムラサキ」の雄の寿命は僅か 2 週間です。その短い間、雌を求めて、飛び回

ます。雄は動くモノなら何でも追いかけ回します。自分より大きな鳥まで追いかけ回します。 

これぞまさしく、「ニト（リ）を追うモノ、イット（リ）も得ず」の格言が当てはまります（^ω^） 

長野・松原伸伍   高齢者塗りたくっても変らない      高齢者クスリ三昧腹ふくる 

老いの春    みがく程のこり歯いとし老いの春       老いの春足がもつれてゴロリンコ 

老いの初夏   たべるよりやっぱりねむい老いの初夏     老いの初夏ふとんはねのけ風邪つづき 

 

野本浩一  お洒落日記   【人づてに武蔵小山の湯を聴きて 訪ねて出会う坊主三人】 

東急線沿線源泉温泉推薦託宣厳選率先優先参戦周旋実践乗船新鮮独占所詮脱線伝染 
田園調布在住の大先輩から武蔵小山に温泉「清水湯」があることを教えて 

頂いた。散歩がてら湯浴みに出向いた。湯上り後は２階の無料休憩所で休む。
畳張りの部屋の奥に寝転んでいた坊主頭の若衆にスペースを空けて貰い暫し
ゴロリ。にこやかな顔立ちに小生もほっとして語りかけると、東京谷中、富
山、山梨のお寺の息子さん達。 

谷中・延寿寺の跡継ぎ（写真左）は「最近テレビにも出て、少しホットな
お寺です。お参りしてもらうと、ほっとしますよ。是非来て下さい」と。 

彼らはこれからも修行を積んで、迷走することなく瞑想を続け名僧となる
のかもしれない。 

  黄金と黒の湯が湧く清水湯で 湯から上がれば談義新鮮 

 楽しみは初めて入る温泉に のんびりつかりほっとするとき 

  心身をゆったりさせた湯上りに 出会う人には興味津  々

ねぇあなた・・・わたしの何処が本当に大好きなん？ 

そりゃあ勿論のこと、どうこうからお昼まで全部だよ。 

どういうことぉ？ わたしのこと、そんな見方するん。 

つまりさぁ、瞳孔からおみあしののヒールまでだよ。 

あらあらあ～ら、じゃあ眉毛から上は？どうなるん？ 

 
「体調は如何？」 

「うん、鯛の調子は良いんだけど･･････」 

「どうしたん？」 

「鰯の調子が良くなくって」 

「うおへんにヨワシだから。酔わせてあげよう」 
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若狹芳生      ■花魁(おいらん)は尾(お)要らんでありんす。 

 

■尾で人を騙す狐や狸と同じ穴の（ムジナ）でありんす。 

■在原業平の百人一首の歌「千早ぶる神代も聞かず竜田川唐紅に水くくるとは」・・・落語では

大関竜田川が花魁・千早に振られる話になっております。 

■歌の千早ぶるは神の“枕”詞です。落語では花魁・千早と“枕”をともにしようとした大関・

竜田川が花魁が煙管を呉れず“煙管乗車”が出来ません。つまり、花魁がイヤでありんすと拒

否する合図が吸った煙管を呉れないので千早の体に乗車が叶わなかった訳であります。 

■妹分の神代にも振られた竜田川は相撲を廃業して故郷で豆腐屋に。その店先に落ちぶれてみす

ぼらしい千早がさしかかり腹ペコで食べ物を所望するもオカラ呉れないと井戸に身を投げてし

まいました。 

■竜田川がキセルを貰えなかった恨みをオカラで果たしたのでしょうか。話の落ち千早が井戸に

落ちたのはちといただけないのではないでしょうか。おしまい。 

香野好太   好太川柳       フォト川柳  開催地決まって江の島ご満悦 

核心を握った妻の居丈高           

ケイタイの光が教える恋心           

怖いもの妻のスッピン厚化粧 

妻叱る俺はどなって孫消える 

薄化粧忘れず老妻ウォーキング 

 

 
南亭琴内（米岡 泰）   どんでん返し86 「時事川柳」 ＆  小噺 

 トヨタ車は出来過ぎ女性でエンストに       危険機器忍者ドローンが野放しに 

安保柿触ると毒で食べると死           騒がしい噴火と地震と先生と  

    「可愛いけど一寸オツムの弱 いブロンド娘」  

ブロンド娘がスポーツカーで初め てドライブに出掛けたが、高速の入口でダンプカーの横をガリ

ッと擦ってしまった。笑っている彼女を見て、運ちゃんはチョークを持ってき て、道路脇に丸く円

を描くと、「ここに立っていなさい。出るん じゃないよ」と言って、彼女の運転席の皮シー トを

ナイフでバサバサと刻んだ。彼女はそれを見ても、未だニヤニヤしていたので、「何かおかしいと

思わないのか い？」と今度はバットを持ってきて、車の窓ガラスを叩き割ってしまった。 

それでも彼女が笑っているので、運ちゃんは完全に頭に来て、ナイ フでタイヤに切り付け、未だ
大笑いをしているので、ガソリンを持ってきて彼女の車を燃やしてしまった。まだ彼女が笑ってい
るので「何がおかしいんだ？」と聞くと 「だってあなたが気付かない中に、私は何度も丸の外にで
ちゃったのよ。うふふ！」 
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庭野ち草         ち草の都都逸：厳選かけ流し 

今日が夏至なら も少し待とう ひと夜あなたと 初蛍 

おまえに逢えぬ日が続くとは 卯の花くたし 雨あがれ 

衣替えずに 捨てちゃいたいの 長年着てる 肉襦袢 

来るはずのない 君を想って 風待月に 花一輪 

地震怖くて耐震工事 始めた我が家 揺れに揺れ 

 

長居できぬと 馴染みのママに 何もないのに 父の日は 

帰すまいぞの 猫なで声は 飲み屋の女将 父の日に 

特売場と同じ階では 父の日コーナ 閑古鳥 

 

佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   

■うなぎ     夏の滋養食「鰻」の割き方は「江戸は背開き」「大阪は腹開き」ですが。「切腹を嫌う

武家の江戸」と「腹を割ることが肝要な商都」の違い、といわれますが。 

江戸の鰻は 切腹嫌い 背から割かれて 打ち首に 

商人の町 上方うなぎ 腹を割ります カネ（金串）を打ち 

実際は、江戸と大坂の割き方は鰻包丁の形状の違いと調理の仕方からくる必然です。 

第一、江戸が切腹嫌って打ち首では、武家の面目が立ちませんよね。 

うなぎ焼く 香りの煙に そそられ歩く うなじもいいね 夏浴衣 

美味な老舗の うな重前に 次へ移動で 悔い残す 

わが家では とうに鰻は 絶滅危惧種 宅配届いた ２年ぶり 

 

■田舎者の真意は「井のなか者」  井戸の中から 空うちながめ 知ったかぶりする いなかもの 

■夏祭り「和ッ背負い」      神輿かつぐは 和を背負うことさ だからワッショイ ワッショイよ 

 

上の空組 印南博之         大娯解            

 ♪ サッカーさっかーけったけった 蹴ったけった敵陣へ ボクらは行くぞ ゴールは正面だ 

        フォワード キック キック 右 左 ポールだ ネットだ キーパーだ   

           はしれ 走れ キーっク！ 大変だ！切れたぞ パンツゴム ！ （汽車） 

 

すえーでん食わぬは男の恥     スェーデン名物てナニ？  （据え膳食わぬは男の恥） 

スキーこそ魔物のジョーズなれ                （好きこそものの上手なれ） 

飴ん棒ふれふれ母ちゃんが     七五三だったの？     （雨あめ降れふれ） 

土地っ子 舟っこ         うめえぞ魚とり      （ドジョっこ鮒っこ） 

山寺のおしおさんと        しおさんて大黒さん？   （山寺の和尚さん） 

おすすめの学校の先生は                   （すずめの学校） 

お馬のおや？仔は？        アラ迷子         （お馬の親子） 

居ぬの？ おまわりさん                   （犬のおまわりさん） 

  お手手つながれて                       （お手手つないで） 

 

東京・稲葉浅治  川柳「バラの花」     美女のバラ死んで男に愛される 

美しさ盗られぬようにトゲがある     この花も名前がすてきバラの花 

自己主張とてもあでやかバラの花     トゲのある花と女は美しい 
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平井幸雄            魚偏の漢字で魚の形を象ってみました 

 

 

 

 

 

 

曽田英夫            狂歌NEW門   
ストレスに酒   夫婦では些細なことでカットなる  ストレスに酒すっきりしたい 

すっきりしたい 退勤時ホームで喧嘩見たくない   ストレスに酒すっきりしたい 

新聞を読めば腹立つことばかり   ストレスに酒すっきりしたい 

 みんな元気で   早朝にラジオ体操呼びかけて    みんな元気でなお頑張りを 

 なお頑張りを  ご近所で飲み会をやる高齢者    みんな元気でなお頑張りを  

         朝職場 階段上がり足鍛え     みんな元気でなお頑張りを    

頭にはジョークが浮かびこれはいい みんな元気でなお頑張りを 

世間は一体どないなってますねん 

混セでは 毎日順位 入れ替わる ドラゴンズでも すぐに首位へと 

韓国で マーズ曼延 おお事に 初期の対応 まーずかったと  

 

一ノ瀬善秋（シャレクスピア）洒落久寿飛夜    来年の大河ドラマ「真田丸」 

 

平成２７年大河ドラマ「花燃ゆ」は吉田松陰が斬られ、妹・文の夫久坂も京都で戦死、この後「文」

は時代の激変のなかどう「燃えて生きる」か、ＮＨＫとしては放映が難しい。５月～６月の視聴率

が低い。 

来年の大河ドラマは「真田丸」、徳川家康を追いつめた男、真田幸村（信繁）の知勇の生涯、「真

田十勇士」猿飛佐助・霧隠才蔵、三好清海入道など「講談本・立川文庫」のように武勇、忍術、神

出鬼没「講談師見てきたような嘘をつき」のようにいくか。「真田太平記・池波正太郎」のように

変化に富んだ内容になるかお楽しみ、ＮＨＫより。長野県上田市・小布施町は「燃えて」いる。 
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藤井敬三 ユーモア川柳   「ああ、歯」＜解体新笑シリーズ＞ 

抜歯後を知って呑み屋に誘う友       歯並びを誉められ磨くまた磨く 

のど飴を噛めば駄目よと言う入れ歯     禁煙で白い歯並び取戻し 

歯ブラシをくわえ駆けだす朝寝坊      新ネタのギャグを飛ばして歯茎見せ 

親知らず磨き親爺の脛かじる        日に六度歯磨きをする定年後 

ゴール決め撫子たちの歯の白さ       また増えたシャッター街に歯科医院 

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》  

 

安保法制 屁理屈こねて 訳の分らぬ 整合性  

百年持つとか 言ってた筈が 既にガタガタ 年金制  

中身腐った 年金機構 名前変えても 同じ羽目  

漏れる年金 待ってる詐欺師 思い遣られる マイナンバー  

日韓関係 くすぶり続け コリアンタウンは 閑古鳥  

反日だったら こぞってやるが ＭＥＲＳ対策 ちゃらんぽらん  

原発稼働は トンデモナイと 怒り始めた 活火山  

麻女の薬員 受け入れトヨタ とんだ厄員 厄払い  

ＦＩＦAの決定 賄賂で決める マフィアもどきの 金絡み  

邪魔な年寄り 地方へ行けと 言わんばかりの 東京圏  

異常気象が 普通になって 豪雨・竜巻 梅雨の変  

おいでおいでと あの世の誘い 返事しちゃった 今いくよ  

門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 

 

１）パリーグのための興隆戦 プロ野球 

２）♪まちの灯りがとてもくらいねヨコハマ 

   ブルーユニフォームヨコハマ 監督と選手ふさぎこむ  

いつものように 敗者の言葉で ヨコハマ  

ブルーユニフォームヨコハマ 私にください 勝ち星を  

守っても攻めても 小舟のように チームはゆれてゆれて 

フアンの応援の中 

借金だけがついてくるのよ ヨコハマ  

  ブルーユニフォームヨコハマ 突っ走った首位の座 

  もう一度♪ （ブルーライトヨコハマ） 

３）噴火の煙がノボルケーノ 浅間山 

４）元法制局長は砲声が聞こえると違憲論 

５）ウイールスにやられた日本粘菌機構 

６）安倍続投ミエミエの伊勢志摩サミット 

７）ついハンドが出ちゃって ＦＩＦＡ収賄 
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笑門亭来福（西川信治）      ★時爺呆談  ☆世相呆談 

 

★こんな感情的な方々がこんな国家の重要な安全保障法案を論じていて安倍さんで大丈夫か？ 

→ヤジをでなくソーリを辞めたら？ 

☆詐欺防止メモ（「電、金、知」）を電話に貼りつけ。 

→1)電話をかけ直す 2)金の話が出たら電話を切る 3）知らない人に金を渡さない。 

☆「オリンピックやりたいと言ったのは東京都でしょ。500億負担は当然」 

→そんなこと言うオリンピック組織委員長は辞めてくれ（都民） 
 
吉永こ百合    はめ字    ～水無月の紫陽花～  
 

「水の月」のあじさいが、きれいに咲いています。あじさいは「長崎市の花」で
す。長崎の出島に住んでいたシーボルトが、愛する長崎のお滝さんに思いを込めた
花。別名「オタクサ」フランスでは、「日本の薔薇」と呼ばれています。  

“あじさいの  花露踊る  雨調べ”  こ百合  

引きさかれた二人。でも、三十年後に再会できたそうです。よかった･････  

 

                   

  

 

 

 

 

柴本和夫      言葉の研究    ミニ駄洒落 

・佳子（かこ）様人気  今がトレンディの皇室の華・・今なのに、（かこ＝過去）様とは！ 

・スターバックスコーヒー   

・スタバより、スナバ（鳥取砂丘）に興味のある世代とは～中年世代 

・スタバより、ハカバ（墓場）が近い世代とは～ジョークサロンの世代 

 ・そうきたいしょく  ・定年を前に、退職してのんびりする・・・・・早期退職 

・定年を後に、早起きしてたっぷり食べる・・・早起大食 

・夏です～健康のため中国に注意しましょう 

・暑い夏は～中国に熱中してはダメです・・・夏は暑いので ≪熱中症≫に注意 

  ・暑い夏は～昼間の紫外線に注意・・・・・・紫外線は ≪日中問題≫です 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  世相都々逸 no.37 ◎梅雨にちなんで、都々逸をもう一度 

○空梅雨編    雨は降らずに 晴れの日ばかり けれど心は 晴れぬまま 

何故か今年の 梅雨空に似て 俺の懐 カーラカラ 

○大雨編     雨雨降れよ 降れよ雨雨 私の迷い 流し去れ 

天の底抜く 大雨さえも 君への想い 流しゃせぬ 

○じとじと雨編  じとじとじとの 梅雨の季節が 主のお陰で じたばたと 

雨が続くと じとじとじとが 君に振られて じめじめに 

○べたべた雨編  梅雨のべたべた 嫌いだけれど 君のべたべた 何時も待つ 

○こぬか雨編   この雨憎い 便りも途絶え あなた待っても こぬか雨 
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神代京子        フォトはめ字  あいの色 青梅の頃 うめ仕事 
 

 
 
 
 
 

               

                    
 

 

 

 

＊燕(つばくろ)舞(まい) 

森昤二（挿絵：鈴木登）   森先生の『駄洒落節だよ 人生は！』 

 ★そろそろだな！  デング、デングで  夜も昼（ひ）も明けぬ  

 
 
 
 
 

★いつもだな！  グデン、グデンで  世も眼も開けぬ 

 
                                          愚殿 

奥村アッシー君（奥村篤史） 酢たまねぎで高血圧・糖尿病」を撃退、やせる！病気が治る！ 

こんな酢たまねぎの効果が広告にドーン！ 驚き本屋に走る。 750円出し本を買う。 

マキノ出版。「安心」特別編集。目次を見ると酢たまねぎの１２大パワー！ 

☆血圧をサラサラにする   ☆血圧を正常化する    ☆血糖値をコントロール 

☆コルステロールや中性脂肪を減らす  ☆新陳代謝・スタミナアップ 

☆たまねぎのオリゴ糖が腸内の善玉菌のビィフィズス菌を増やし腸内改善 

    ☆その他、肥満改善､動脈硬化、免疫力アップ、骨粗症の予防、 

酢玉ねぎは毎日食べることで効果、タマネギも酢も 1 年中どこでも手に入る食材、続けやすいの

がメリットですとのこと。それではとアッシー君さっそく作ってみることに。簡単！簡単！味も悪

くなく酒のおつまみには最適！でも本当に血圧を下げ、血糖値をコントロールし、中性脂肪を減ら

すのでしょうかね。 

☆さっそくわが家で酢玉ねぎ作るお酢とハチミツ入れ温めれば完成！ 

☆作るの簡単俺でもできる材料代も安いよ ３－500円で充分出来る 

☆おつまみに最高 酢たまねぎー美味いよ 俺は大好き好き玉ねぎー！ 

☆玉ねぎ、しょうがにラッキョウ、にんにく試してみたが分からない 

☆初回無料や500円1000円薬品 取り寄せ試すが分からない 

☆あゝわからない分からない自分の体が分からない！ 

雨 移 あ ほ う 

の ろ い そ す 

ろ い の い あ 

く 滲 い 横 か 

月 む ろ 道 り 

る ま う 色 あ 

り ど め を お 

と ご し め う 

燕 し ご で め 

舞 く と つ の 

無 緑 あ 光 あ 

月 眺 お に め 

の め う お あ 

こ る め ど が 

ろ 水 の る り 
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★2015年6月24日 １９人  あと一人で２０人でした。残念。  ＊太字は初参加 

野本浩一、佐藤忠恕、一ノ瀬善秋、平井幸雄、森昤二、曽田英夫、米岡泰、植竹団扇、阿部浩、 

高木正明、阿部博、佐藤俊一、門口泰宣、柴本和夫、藤井敬三、奥村篤史、印南博之、尾垣聡子、 

庭野ち草 

１． 植竹団扇さんは、長年の伝笑鳩愛読者の御一人です。川柳を愛する同人たちには抜群の知名度が

ありの伝笑鳩ます。初参加の弁は「どんな雰囲気なのか覗きに来ました」でした。 

２．お楽しみに二次会は神田駅前の「はなの舞」でした。十数名で賑やかにしゃべくりました。 

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） 

8月26日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ第２集会室 

9月30日（水）*第５週 千代田スポーツセンター の予定 

10月28日（水）、11月25日（水）、12月16日（水）＊第３週 

＊千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 

伝笑鳩 No.310 発行 2015.7.22                 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・森昤二・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6月16日～7月13日 

 大石脩、浜田頓坊、青木孝、藤倉由紀子  ありがとうざいます。 

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。 

今月も投稿と６月例会笑品が沢山あり、みなさんの作品の変集に苦労しました。やむを得ず割愛した

ものが沢山ありました。ご協力に感謝申し上げます。 

 掲載の紙幅少なく一苦労 無事におさまる至福の時よ 

阿部博 （写真下） 定年を迎えて川柳で新たな世界を楽しんでます。 

 

                  世界はいいね！ひとつで事足りる 

アベ ノミ クスクス 川柳    ラジオ体操 新入りは輪の外で 

                 呆けの知恵おんなたち皆おねえさん 

                  酒とろりバグダッド・カフェの風が 
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