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＊＊＊＊＊２０１５年１１月 No.３１３＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊＊ 

 今月も伝笑鳩は元気に飛び立ちます。皆様からカンパの切手と共に送られてくるお便りや笑品が増えてきま

したので、変集部は掲載させて頂くものを選ぶので四苦八苦しております。紙幅の都合で割愛せざるを得ない

ものも出てきます。どうかご理解の上、今後ともよろしくお願い致します。 

  

東京・嶋田紀之     毎号楽しく読ませて頂き、十年はたったと思います。 

どんどん面白くなっているので、いつも感心しています。快心の作はひそかにノートに書き写し大事にとっ

ております。皆様のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

東京・瀧口庸行  伝笑鳩十月号謹んで拝受：世相都々逸ほのぼのランドショート笑とでニヤリ連発 

好太の川柳でフォトはめ字笑っている内コミック瓦版ページめくれば阿呆リズム言葉の研究ノープロブレ

ム雑談ひもときゃ時事川柳こ百合はめ字でわっしょいしょち草のどどいつで腰抜かし川越風味もまた良かと時

爺呆談あきれるばかり狂歌New門で腹よじる「お時間もよろしいようで」  感謝 

 

東京・三浦邦夫 本年も楽しませて頂きありがとうございました。来年もよろしくお願い申し上げます。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄和笑   日めくり（ニコニコ）リニューアルしましたのでお笑い下さい。 

本の小物の気持ちです。トイレにお掛け下さいますならば法悦至極に存じます。 御機嫌様！ 

 

長野・松原伸伍     毎月私の駄作を掲載して戴き感謝しています。 

川柳をやることによって又皆様の作品にふれて、愚智の発散と若返りのエネルギーを沢山いただき感謝して

います。ぼけの予防と生活のリズムアップに役立っています。 

 

愛知気晴亭・加藤勝彦  友が孫とやってきました。アイスクリームサービス。 

台湾から来た孫に向かって「これ何というか知ってるか」・・・「誰よりも君をアイス！」友にシャーベッ

ト出して「しゃーべっとらんと！」孫が「おじちゃん、・・・アンパンマンがネ、食パンマン、バイキンマン

etcと歩いてたの。僕が『オーイ』と呼んだら、食パンマンだけ振り返ったの。どうして？」 

「・・・・」となっていたら 「それはね、耳があるから」  こりゃ隔世遺伝だ。 

 

東京・高栄子    東日本被災地（南三陸と石巻中心）の復興確認と仮設住宅のかあちゃん達と 

交流再開した魚店やわかめ・昆布工場を見て買っていろいろお話聞いてきました。 

高齢になるほどジョーク・ユーモアが心の健康、幸せのために必要と思いました。 

 

福島・松山カオリ  全国に広がる読者とともに頭も体も健康で過ごしたいと願っております。 

 

秋空に トンボが飛んで 空気澄み ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 

      好太川柳 

ダイエット秋の味覚に寄り切られ 

敬老会この時ばかりと齢自慢 

    埼玉・香野好勇（好太） 
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庭野ち草        ち草の川柳・我流天性 

 

キョロキョロと木犀を追い怪しまれ     倦怠期過ぎれば次は献体期 

秋祭り湿布はがして尻端折り        帰りたい二泊三日が二百十日 

 

古文亭南朝選    第１７７回ものは付け  

           「人に見られたくないものは」 

腹の中                 千葉   岡部 千代松 

シートに残るお尻のあと         東京   高 栄子 

薄くなった脳天             埼玉   北沢 正嗣  

ストッキングの伝染           福島   松山 カオリ 

初恋の人からのラブレター         東京   柏谷 達雄 

心臓の毛                東京   稲葉 浅治 

マイナンバー              神奈川  浜田 頓坊 

秘密の趣味               東京   藤野 哲康 

ＢＩＧで６億円当たったときの顔     大阪   大森 史郎 

廊下に立たされた時            神奈川  志賀 明 

老化でシワとシミだらけの裸体       京都    牟禮  丈夫 

最近の自分の人相            神奈川  織田 元康 

先着何名様限りの広告          埼玉   酒井 典子 

化粧の途中の顔             埼玉   石原 義三 

密会                  千葉   海郷 達人 

パスワード               千葉   皆合 かず子 

預金通帳の残高             千葉   吉永 こ百合 

サイフの中身               高知   高橋 満子 

私のヌード写真             東京   樋口 七郎   

用足し                  東京   植竹 団扇 

次回（第178回）の題     「あっても無きが如きものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

11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 

 

山奥に掘っている穴    東京   奥苑 順子  

【評】そこは俺さの土地だぞ。何するだ。犬？ちょっと見せろ。 

入選 

 

二級酒を大吟醸に詰め替えている所    埼玉   高木 正明 

風で飛んだカツラ            東京   高橋 通男 

ゆるキャラの中             神奈川  藤倉 由紀子 

思い出し笑い              東京   藤井 敬三 

おごりと言ってこっそり貰う領収証    東京   柴本 和夫 

 

佳作 
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長野・松原伸伍       ボケぼけ川柳 

老いの秋   老いの秋食欲だけがさえている    足腰が湿布で埋まる老いの秋 

老いの冬   老いの冬フトン掛けすぎねつかれず  老いの冬厚着がすぎて千鳥足 

カラオケ   カラオケでひとり恍惚皆しらけ    カラオケで拍手ないのに腹を立て 

         カラオケで犬もあきれるガナリ節   カラオケでうまくもないのに手を叩き 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊       甘辛都々逸ほのぼのランド 

<たまには辛口で決めてみるか> 

☆ある日四紙を 並べて読んで こりゃ駄目だと 思う朝 

☆豚を引きつれ 散歩は止めな 私しゃ犬めに 言っている 

☆ボロクソ・ワーゲン 動機が不純 世界中から レッド・カード 

☆1,100万台 リコール始末 行き場無いよな ゴミの山 

  <学校では教えない言葉の味わい> 

☆「い」の「一」番札 もらって席に ついた時には 客まばら 

☆日本語学校 やっぱり寄席だ そうだ 「東京かわら版」 

☆寄席の帰りに べったら市で 甘い匂いを 持ち帰る 

 

京都・大石脩         ダジャ連発 

  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

東京・稲葉浅治     川柳「上下」    我が人生上りがなくて下りのみ    

新しい上司大学下級生          娘より若い上司に部下苦労 

上座どこ下座どこかと迷幹事       肩書が取れて上下脱ぐ気分 

 

岩手・ほらえびす      「ニヤリ」連発 

★橋下新党へ     まず「アシモト」を固めて   －おおさか維新－ 

★安保法案      あんぽんたん法案は反対    －国民－ 

★司法試験      正しい答え          － うかった 

               正しすぎる答え        － うかつ（迂闊）だった 

★避難指示      ジョウソウ部のミスだった   － 常総市 

★一転値上げ     音を上げた          － 牛丼３社 

 

東京・菅谷信雄   「夫婦の会話」妻のジョーク 

妻が耳の指圧をしていたら、体内から毒素が出てきてイボがでてきました。 

そして、日を追う毎にそのイボが大きくなっていきました。 

そこで妻は、異母兄弟に引っかけて「イボ強大」と言いました（^ω^） 

「哀しみの雨はあがったわ」 

「あら、まだ降っているわよ」 

「違うの、涙雨があがったの」 

「それで気持ハレルヤね」 

 

「頬っぺたどうしたん？」 

「笑い上戸のせいよ」 

「ふ～ん、ほっぺも心同様に優しいんだね」 

 

「あなたってホントに食ってばっかりね」 

「そういう君も」 

「あらら・・・ワタシが食ってるのは、あなたの心」 

「ヘェー、ボクのハート？」 

「そう、こ（ん）ころもちがいいからよ」 

 

「彼女にキスあげたら、嬉しい悲鳴だった」 

「あらら、何時の間にそんな好い仲に・・・」 

「鱚だよ」 
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香野好太      好太川柳               フォト川柳       

面倒だ！増税議員だけでどう？      

高齢者もっと休めの銀週間、ん？ 

夜だけの夢しか見られぬ歳になり      

我が病薬が効かぬ金欠病 

お中元効いてる証拠笑み愛想 

  

平井幸雄       救急搬送～入院治療～療養回復 緊急レポート（狂歌風） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若狹芳生        ■アナグラム：単語の綴りの並べ替え【クイズ】  

 

① □□□での「おやつ」。 「親父」が作る□□□。        
② 「わいの鞄」は□□□の□□。 
③ 「酒家」で歌う□□。「四,五回」くらい□□□が来た。 
④ 「無情」な□□。「無銭」飲食した□□。 
⑤ 「関係」を疑う□□。「シャイ」な□□。 
⑥ 「試運転」する□□□。「商社」マンのような□□さん。 
⑦ 「理想」 の□□。「偉人だ」と評される□□。 
⑧ 「銚子」の□□。「聴講」生に話す□□。 

【答】①お通夜 おじや ②イワンのばか   ③歌手 介護士 ④常務 専務  

⑤警官 医者   ⑥「運転士」「車掌」⑦総理 大臣  ⑧市長 校長   

秋
風
が
猛
暑
一
吹
き
浜
静
め 
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曽田英夫            狂歌NEW門   
 

みんなが笑う すぐ場がなごむ 

ほろ酔いで 楽しいジョーク 飛び出して みんなが笑う すぐ場がなごむ   

知らぬ人 ばかりの集まり ユーモアで みんなが笑う すぐ場がなごむ 

   家族して お金を配る 給料日 みんなが笑う すぐ場がなごむ   

 年齢よりも 元気もりもり  

階段も 手すり使わず 苦にならず 年齢よりも 元気もりもり  

   何故飲むか 精力剤が よく効いて 年齢よりも 元気もりもり     

酒飲んで 料理も味わい 崩れない 年齢よりも 元気もりもり 

★川柳つぎたし狂歌 

ドア閉まる 急いで乗れど 発車せず 一度降りたら すぐドアしまる 

店の名は「みどり」だけれど ママあかね 隣「あかね」でママみどりとは  

ご接待 豪華料理に 美酒と美女 緊張しすぎ どれも手が出ず  

 

吉永こ百合      はめ字    長月に丸い月見て秋の虫 

 

         

 

 

阿部博     アベ ノミ クス クス 川柳 

 

火花とび又や吉やの花火かな         

又吉には直樹賞がよく似合う 

鱶鰭や懐寒し海の家 

唐人の連なりゆきし富士詣 

父母の背を流すが如く墓洗う 

手を伸ばしスーパームーン摑まえた 

水と塩火星にありし夢の蛸 

  
上の空組 印南博之  大娯解            ことわざ換笑  
 

精神一等 何事か鳴らジャラーン あれナンの音でしょうね   (精神一統何事か成らざらん) 

急いては琴を仕損じる              やつぱり落ち着いて弾くのがよろしいわ 

拙者が拓馬でござる                    （切磋琢磨） 

折枝 ヤカン 枯れ枝にヤカンをつるすなつてば!       (切歯扼腕) 

マア ガードルを胸に巻くなんて!!!            （背に腹は変えられず） 

シマッタ ! 1001年だつたか!                              （千歳一遇のチャンス） 

千里の堤も雨の一滴から 集ると怖いねえ          (千里の道も一歩から) 

船頭多くして「ふなやま」へ上がる サア大漁祝いでえ!   （船頭多くして舟山に登る） 



 - 6 - 

笑門亭来福（西川信治）      ★時爺呆談  ☆世相呆談 

 

★中国の抗日戦勝記念式典に国連事務総長が参列するのは  →  パン疑問 

★棒倒し安全保障は任せなさい      （参議院特別委員会で与党腕自慢） 

★ふざけんなてめーら叫ぶ良識府 

★共栄圏目指した祖父の夢を追う     （安保法案成立させ墓前に報告） 

★文科省相損失たったの72万       （新国立騒動で辞任6ケ月給与返上） 

☆うつ病型認知症が回復（前頭葉刺激）  →  ウォーキングと川柳で前頭葉を鍛える 

☆競技場エンブレムもわしゃ知らん    （元ソーリ） 

☆電車止めうっぷん晴らす団塊爺  →  （俺を認めないからだ・・） 

☆声だけは気が抜けてない元娘   →  （大声はおばちゃんたちの優先席） 

☆公私混同ツアー学園長ディズニーランド、ヨセミテ、ラスベガス    

桁が違う1,480万円→だからヨセッテ言ったのに・・・（側近） 

 

佐藤 俊一             アイ・マイ都々逸 川越風味   

 

――小学館ＷＥＢ「サライ」連載〈どこの・ど・どいつ返歌球〉は４８回目をもって最終回と致しました。ち

ょうど２年間の連載でした。ジョークサロンのお仲間にもご協力をいただきました。御礼を申し上げます。あ

りがとうございました。   http://serai.jp/dodoitsu/29131 

 

■あき・あき  秋の日は ツルベ落としよ 買物ひとつ 気忙しくって オチつかぬ 

秋の日は ツルベ落としか ショウフクいかぬ あまりにオチが 早過ぎる 

アツ～という間に あき風吹いて ふたりは手と手を きりぎりす 

介護事業を 損保にイジョウ 明日はワタミの 悔悟かな 

■「萩（はぎ）」と「荻（おぎ）」 

秋という字に 草の冠（かんむり） 載せて美し 萩の花 

夕間暮れ 荻（おぎ）の上風 河原を分けて 銀の花穂の 波立ちぬ 

月の泪を 隠すかひそと 萩（はぎ）の下葉に 露の珠  

たれがひそむか 荻原分けて 銀の花穂の 波が揺れ 

荻の上風 うわの空耳 萩の下露 つゆ知らず 

 

柴本和夫           言葉の研究  ◆駄洒落小話  ◇空耳言葉 

   ◆【金がないから飲まない】・・・ノーマネーだから、飲まネー 

   ◆【夏休みとナスの季節】・・・・夏休みが終わると、野菜のナスの季節も終わる 

⇒ 夏休みが終わると、ナス休みになる。 

◆【ハロウインが近づいて来ました】 ・子供に人気です・・・仮装大会 

                  ・年寄に人気です・・・火葬他界  

◆【オリンピックの佐野氏の疑惑拡大】・・・・佐野氏は運が悪いのかと厄除祈願をした 

    勿論、栃木県の佐野厄除大社に祈願しました 

 ◇主治医はいますか？ 主治医はいませんが、ジジイならいます。 

◇海外旅行で時差ボケのまま出勤した。 

    ⇒ 定時出勤だったのに、皆からは時差出勤だねといわれた。 

 

http://serai.jp/dodoitsu/29131
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神代京子    フォトはめ字   秋日和十五夜眺めひんやりと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

信用亭 駒公（佐藤 忠恕） 世相都々逸 no.40 

 

◎最近自然災害多いですねー。それにちなんで都々逸でも捻りましょうか。 

○大雨・洪水編    大雨続きで 交通途絶 助けは来ずに 水が来た  

            浸水マップの 正確さより 崩れぬ堤防 民望む 

            異常降雨と 対策遅れ 減らぬ災害 泣く庶民 

            どんなに強い 嵐が来ても 君への想い 飛びやせぬ（希望） 

        そんなに強い 嵐が来たら 君への想い 多分飛ぶ（現実） 

○火山編       噴火で灰や 噴石降るが 家では鍋や 茶碗降る 

         御嶽・箱根は 落ち着いたのに 俺ん家鳴動 収まらず 

 噴火噴煙 火を吹く山に どこか似ている 山の神 

            最近の 火山噴火は 恋愛に似て 熱くなっても 直ぐに冷え 

            噴火爆発 出来たらいいと 思うわが身の この震え 

 

藤井敬三 ユーモア川柳   「ああ、骨」＜解体新笑シリーズ＞ 

 

ひと転びあちらこちらの骨が折れ   折れた骨これ見よがしにレントゲン 

骨密度低いが高い血糖値       スペアリブ原始時代の味がする 

骨見せて恐竜展はカネを取る     ポキポキと敬老の日のストレッチ 

骨盤が支えきれないメタボ腹     トンコツ麺トッピングには博多弁 

骨抜きにされて出てくる美人バー   妻の愚痴聞けば小骨が突き刺さる    

百均の傘は軽いがよく折れる     骨折って習った英語通じない 

く 山 あ 風 あ 

実 も き も め 

り よ び き あ 

迎 う よ よ が 

え や り ら り 

交 風 ひ ろ 秋 

う 渡 ん て の 

と り や ん ひ 

ん 飛 り 風 浴 

ぼ び と 呂 び 

薄 お じ 郷 し 

さ 団 ゅ し み 

や ご う ゅ じ 

け 並 ご う み 

く べ や の と 
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海郷達人           小(笑)論 痛みの単位 

 

 国際的な量的測定単位、国際単位系（International System of Units）は、秒（s）、メートル（m）、キログラム(kg)、

アンペア(A)、ケルビン（K）、モル(mol)、カンデラ(cd)として定められている（1954年国際度量衡総会）。各次

元の単位がこの国際単位系に統一されたことにより、グローバルな通商、情報交換の円滑化が可能となった。 

 ところで、日本の神経医学界の権威、花野亥太郎博士は、ヒトの痛みの感じ方に関する長年の研究の結果、

鼻毛を抜いた時の痛みの感じ方の測定に成功した。これを2016年5月開催の日本神経医学会学術大会に報告する。 

その基本的なところは、ヒトは老若男女を問わず鼻毛を抜いた時の痛みの感じ方を電気的に測定するとほと

んど差がなかったということである。 

 花野博士は、この成果を基に鼻毛を1ニュートン（1 kg·m/s2）の力で抜いた時にヒトが感ずる痛みを１ハナゲ

ー（hng）と定め、これを基本に痛みの程度を量定することを提唱する。これは、臨床医学に革命を齎すという。 

 たとえば、足の小指を机の足にぶつけたときの痛みは 20hng、女房が投げつけた皿が額に当たったときの痛み

は 50hngなどである。ちなみに、陣痛の痛みは、多少個人差があるものの平均2キロ hngに及ぶという。 

 花野博士は、日本神経医学会の承認を得て 2018年の国際度量衡総会（国際単位系の再定義が議題となる。）

にこの研究報告を行うこととしている。    以上、USO通信の速報をお伝えします。 

 
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》  

 
安保法成り 自信の安倍は 次のドジョウも 三本矢   
法を守らぬ 政府が暴挙 守る国民 裏切られ  
和議を持たなきゃ 貴しからず 聖徳太子も 嘆く国  
鬼が怒って 堤防壊し 鬼怒川暴れた 常総市  
治山治水を ほったらかして 安保・五輪に 有頂天  
辺野古対決 抜き差しならぬ 国と翁長氏 矛と盾  

 
排気車検で 不正がばれて フォルクス・ワーゲン 火の車  
司法試験の 出来過ぎバレて 教授・教え子 見る地獄  
老人ホームの 転落事件 職員不満の 八つ当たり？  
人によっては 福山（雅治）ショック 斬り捨て御免の 片思い  
秋の夜長の スーパームーン 眺めながらの 酌み交わし  
南ア降した ラグビーチーム 拝みポーズの 五郎丸  

 
森昤二     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 「２極化は世の習い？」 
 

□あなた  一角（ヒトカド）の人 

 わたし  街角（マチカド）の人  

 

■あなた  富裕層（フユウソウ） 

 

わたし 浮遊層（フユウソウ） 

 

挿絵：鈴木 登 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%BA%A6%E9%87%8F%E8%A1%A1%E7%B7%8F%E4%BC%9A
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南亭琴内（米岡 泰） 南亭琴内氏どんでん返し88   時事川柳 ＆ ◆昨夜の緊急大事件 
安保法審議不足で誰が征く         恋の歌老いた陽水歌わすな 
はるばるとチリから津浪プレゼント     中国のサイバー攻撃危機日本 
 

◆妻が慌てて眼科に電話して いる 
「さっき呑み込んだんです が…」「何歳なんですか？」 
「３５歳ですが…」「いい えお子さんの年ですが」「呑み込んだのは私です」「…」 

 妻 はコンタクト着用中にうっかり目にゴミが入って激痛。あわててコンタクトを外した。  
容器がないので、とりあえ ず口に含んだのだが、モノの弾みで呑み込んでしまったのだ。 
レンズは直径５～６ミリの プラスチック製で柔らかく、飲んでも害はないが、実物は近乱視 

兼用で紫外線防止用の高価 なもの、片方で１万円はする代物。今後の対応を考えると、お先 
真っ暗で涙が止まらない… たとえ、出てきても後で使えるかしら… 

 

野本浩一  お写落日記  【六四を ピサの斜塔で 祝った日 倒れぬように 耐えて支える】 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ピサの斜塔の傾き具合は日によって時間によって違ってくるようで、傾きを抑えるのに片手で済む場合もあ
れば、両手でないとだめな場合もあることらしい。 

人は皆 ピサの斜塔を 支えてる 倒れぬように 壊れぬように 

真っすぐな 鐘楼なれば 客も減り 賑わい消える ピサかも知れない 

 

門口泰宣      阿呆リズム＆パロディ 
 
1）安保法案のトリプルスリー抜け （理解不足・違憲・強行採決） 

２）ＧＤＰ６００兆円と大風呂敷は舌口兆 
３）一億総火の玉を思い起こす 
４）公明党に完膚なきまで反対された還付金 
５）“ジャーマンものは殺せ” ＶＷの不正 
６）南アッと言わせた日本チーム 
７）プロ野球からオコエがかかるだろう 
８）♪山田の真中の一足跳びのヤクルト♪  （案山子） 
９）乳がんを北斗ッケなくて手術 
10）高速鉄道を中国に奪われてうらネシア 
 

高橋通男         マスコミ登場次から次へと 

◆東京新聞  笑ケース     中年の星  「スター」になれました  －油井亀美也 

  ◇読売新聞  ＵＳＯ放送    高裁も夜間禁止  耳を塞いだ －自衛隊機 

                  離党届  株を下げた －武藤貴也衆院議員 

よみうり時事川柳 手も足も出さない上司が良い上司 

 

世界各国の人が支え続

けたので、現時点倒壊は

ない模様。この人は両手

で支えていた。 

 

2015年9月22日 ピサの斜塔が倒れそうになったので支えた。 
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内田清子        どどいつ「イロハにソラシド」      

  駅ビル改築 一時閉店 去る店多く 時代変わる 

観光振るう 地方も東京 資本多くて 潤わず 

運動靴も 祭りの足袋も 頼みの綱は エアクッション 

電話をかけて 見つけるスマホ 鍵にもつけたい 呼び出し音 

祭り、運動、 防災訓練 秋の週末 てんこ盛り 

 

 

９月 

例会＆ 

 二次会 

破顔一笑 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★2015年9月30日 １９人    あとひとり来ればにじゅうの笑みだった 

海郷達人、佐藤忠恕、森昤二、藤井敬三、曽田英夫、高木正明、野本浩一、門口泰宣、高橋通男 

佐藤俊一、阿部博、内田清子、西川信治、神代京子、米岡泰、印南博之、柴本和夫、尾垣聡子 

庭野ち草 

＊８月欠席の方のパワーが炸裂して、笑品披露が盛り上がり笑顔溢れる例会となりました。 

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） 

11月25日（水） 千代田スポーツセンター ７Ｆ 第２集会室 

12月16日（水）＊第３週 千代田スポーツセンター の予定 

2016年1月9日（土） 新年会 神田多町 ラ・リヴィエール 

2016年1月27日（水）、2月24日（水）、3月24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9月11日～10月19日 

 大石脩、酒井典子、森昤二、浜田頓坊、嶋田紀之、指田忠雄、三浦邦夫、松原伸伍 

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 
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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。 

例会では皆さんの笑

品を鑑笑しながら、

クスクスニコニコ。 

二次会ではアルコー

ルも入って笑顔で 

洒落連発大満足顔。 
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