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ユーモア川柳「ああ、アゴ」
定年後女房のアゴに操作され
露天風呂あごまで浸かり雪見酒
カラオケのサビの部分はアゴを振り
東京／藤井敬三
＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊
例年になく寒暖の差が大きかった日々が過ぎて行き、
春本番を迎えました。元気を出しましょう。
5 年前の東日本大震災からの復興が一日も早く進む事に
思いを寄せて、前を向いて歩みましょう。
そんな思いで伝笑鳩を飛ばし続けます。
どうぞこれからもよろしくお願い致します。

「ジョークサロンホームページ」
訪問者
6,608
閲覧件数
25,157
「ジョークサロン変集鳥 ツイッター」
フォロワー 61
フォロー
112
2016 年 3 月 14 日現在

「ジョークサロンのホームページを見てますよ。賑やかで楽しそうですね」と嬉しい感想を頂き
ました。新しい読者獲得もありました。その方たちからのお便り・メールを紹介します。
＊今月も投稿と同人の作品が盛り沢山で、変集割愛しています。「ジョークサロン」でインターネット検索を
して下さい。同人一覧コーナーをクリックすると割愛前の作品を鑑笑できます。

神奈川・米谷二郎

門口さまよりご紹介戴きました伝笑鳩送付方宜しくお願い致します。

＊「ジョークの総合笑社」を手に入れて、面白いという反応を頂き、伝笑鳩３１５号を差し上げてその際購読をお勧めしておいた
ものです。（門口泰宣さんから「米谷さんが読者になった経緯」の連絡がありました）

長崎・諸星彰三
伝笑鳩 No.317 を受け取りました。ありがとうございます。
伝笑鳩は、続いていたんですな、まさに「続けていることに意味がある」ね。（送料を）送りま
した。あまり熱心な読者じゃないかも．．．(笑)。
＊諸星さんは変集鳥と吉永こ百合さんと同郷で、高校の同学年生です。

埼玉・𠮷見昌之

平素は「伝笑鳩」をご丁寧に送付いただき誠に有難うございます。

毎回楽しく拝読させていただいております。向寒の折につきご自愛下さい。

新潟永林寺・佐藤憲雄

何時もご法愛を賜り御厚礼申し上げます。

伝笑鳩 3 月号を御恵投下さいまして嬉しく拝しました。ご厚礼まで

東京・高栄子

春の風ピューピュー吹いて何となく心ウキウキですね。

先日インターネットで三遊亭圓王師匠にヒットしたところ、われらが平井幸雄様ととっても仲良しでいらっ
しゃるとか。オドロキましたね。
一～二月迄の大田区シニア女性俳優講座に太目の私の練習風景のってます。実は今回乗り気でない漫才をや
らされ、それが大反響と劇団代表に評価され「生まれて初めてやったんです」と言うとオドロイテましたね。
ジョークサロンのおかげかも。

梅が咲き 桃の花咲き 春間近 大いに笑おう ジョークサロンで
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【快鳥・曽田英夫】

古文亭南朝選

第１８２回ものは付け
「早く決着してもらいたいものは」
長すぎた春

秀逸

千葉

海郷 達人

【評】ようやく婚約ですか。良かったですネ。10 年物のコンニャク万才！

入選

佳作

両親のけんか（子供時代）
放射性廃棄物の処理
ポリープの検査
メニューの品定め
国会議員の定数削減
日本人の横綱誕生

神奈川
東京
東京
東京
東京
埼玉

山中 静代
藤野 哲康
稲葉 浅治
高 栄子
樋口 七郎
奏 志 朗

女性天皇問題
たまごが先か にわとりが先か
邪馬台国は九州か畿内か
拉致被害者の帰国
息子の就活
北方領土問題
ネコ派とイヌ派 どちらが主流
原発再開の中止
離婚裁判
好きなの嫌いなの？
夢の続き
アホノミックスの審判
消費税減税と軽減税
出産予定日の遅れ
一票の格差是正
あなたならどうする（いしだあゆみ）
頑固な便秘
薬物にふっと魔がさす
サイコロやジャンケンで決める

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

酒井
藤井
志賀
高橋
北沢
浜田
松山
高橋
藤倉
皆合
阿部
植竹
岡部
久保
柏谷
柴本
牟禮
武井
高木

典子
敬三
明
通男
正嗣
頓坊
カオリ
満子
由紀子
かず子
浩
団扇
千代松
三徳
達雄
和夫
丈夫
美雄
正明

次回（第 183 回）の題
「あせってはいけないものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛
4 月 10 日まで ハガキ又は FAX 03-3484-7123 秀逸･入選に図書カード進呈
東京・稲葉浅治

川柳 「勢い」

勢いをつけても飛べぬ水たまり
勢いで残した悔いを数えてる

小便の勢い孫にはるか負け
無礼講勢いあまり左遷され
勢いが過ぎて打たれる杭もある
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東京・菅谷信雄

まいどまいどの瞬間芸

☆テレビのスイッチをオンにしたら、靴の通販番組でした。
「年配の方にはヒールの低いローワーシューズをお薦めです」
それをキッチンで聞いていた妻が、
「ローバ（老婆）用のシューズだなんて、失礼しちゃう！絶対買わない！」と怒っていました(@_@)
☆民主党、維新の党が合併、党名変更
国民 A：党名変更には透明性が必要だ
国民 B：いっそ自民党に対抗して、濁り（汚職）のない国民の為の政党、市民党にしたらどうか
京都・大石脩
◇◇「幸せの青い鳥」 ＆ ダジャ連発 ◇◇
「ピールリピールリピールリピールリピールシジュッジュッ」という良い声が聴こえてきた。鳴き声からす
ると、ルリ（瑠璃）か。オオルリ・コルリ。そう、オオルリは確か「京女」ともいうらしい。「東男」はキビ
タキになるらしい。鳴き声が美しい。ああ、東男に京女。三鳥とも美しい。
オオルリとウグイスとコマドリで美声の三鳴鳥といわれる。
「食パンを食べるのは塩分のとりすぎ・・・食パンは、塩食うパンだから」「う～ん、ショック、パン！」
「トルコ桔梗が、私の恋の一生お願いなんとかしてと、人の情けにすがるも、モスクワんとつれないご返事。
なおも、ここを先途をたのみこんだが、何も教えてクレムリン」
長野・松原伸伍
ああ中高年 これが男の生きる道
―中高年の男が妙にだまりこくる時―
へまをして妻にくどくど注意された時
あがると思って買った株が暴落した時
―中高年の男が妙にはしゃぐ時―
カラオケで人より少し多めの拍手をもらった時
電車で若い女性に笑顔で席をすすめられた時
―中高年の男がムッとする時―
電車の中でふんぞり返っていびきをかいているやつを見る時
年に１、２回しかへまをしないのに「いつもへまをするのね」と言われた時

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
◇ 甘辛都々逸ほのぼのランド ◇
◆世の中いろいろあるから面白い◆
◇外国人から ちょこっとチョコを 貰ったお返し みかんどん
◇芥川賞 入選二作 速読テストで 飛ばし読み
◇揚げ足取りしか できない野党 これじゃ政権 とても無理
◆時間は歳と共に速くなる心理学◆
◇恋の心情 久しく忘れ 落ち足速める 砂時計
◇変化ない日は 時間が速く どうも人生 縮むらし
◇時間体感 毎年速く 年中休まず ランニング
◆落語の落ち穂拾いを楽しむ◆
◇春の落語は 「芝浜・寝床」 「宿屋の仇討」 「愛宕山」
◇女房全員 坊主にされた 「大山詣」の 長屋衆
◇「転失気」てえのは 放屁の医語で 落語演目 最後っ屁
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藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、アゴ」<解体新笑シリーズ＞

ワンコインステーキ顎がくたびれる

ビッグマック喰いつくアゴがはずれそう

あちこちを探したマスクあごにあり

ダイエットしても消えない二重あご

爺ちゃんは山羊とあごひげ比べ合い

アゴひげをきっぱり切つて風邪をひき

治療中歯医者にあごを支配され

人形のアゴに稼がす腹話術

江戸っ子は顎をふりふりけんかする

長い顎付いたあだ名がアントニオ

若狹芳生

■急かれるモノ

瀬をはやみ岩にせかるる瀧川の崇得院
牛に急かれて善光寺参り
妾に急かれて遺言状
俺俺に急かれて振込む高齢者
香野好太

岩に急かれて富士川下る清水次郎長
妻に急かれて離婚届に印
孫に急かれてお小遣い
締切りに急かれて飛ばす伝笑鳩

好太川柳

フォト川柳

株市場俺にゃ無縁の夢舞台
今じゃ俺市場買い出し運転手
テレビつけ老妻得意の船を漕ぐ
北の国大勘違いの核実験
レントゲンやだよ腹黒わかっちゃう
目くばせに誘われとどめは朝帰り
飲み忘れ薬が教えるいい兆し
シルバーの苦手なもしも、白昼夢
騒動を起こし平左の老いのボケ

一ノ瀬善秋 シャレクスピア（洒落久寿飛夜）

一
日
を
感
謝
し
カ
モ
メ
寝
ぐ
ら
つ
く

◇落語「真田小僧」が人気◇

◆大河ドラマ「真田丸」も視聴率が大◆
家康を追いつめた知将真田幸村（信繁）が十四歳の時、武田が亡んだ天目山で守っていた。真田
陣も終りかとあきらめた父昌幸に、敵の旗印「六文銭」を作らせ、敵陣に夜討ちをかけた。敵松田
尾張守の陣中は同志討ちとなり、無事上田へ帰ることが出来た。大坂夏の陣で「真田丸」で戦い、
薩摩へ逃れたという説がある。
落語では知恵の働く倅（小僧）が父親から「小使い」をせしめるくだりが面白い。母親の事をダ
シに使ってまんまと三度もせしめる。講談を聞いてきたと言って帰って来るが、「六文銭」とはど
う並べるかと、父親にやらせる。さっと懐にいれ「さつまいも」を買いに行く。「倅め！薩摩へ落
ちた」とくやしがるところがこの落語の「落ち」だ。
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松山カオリ

片づけなさい

私の部屋には、「片づけなさい」という文字が書かれたポストカードが張ってあります。
一応、散らからない程度には整理整頓していますが、到底狭いマンションに納まる量ではなく、
すっきりするレベルにはなかなか至りません。
断捨離やシンプルライフ称賛の世の中では、肩身が狭くなる一方ですが、捨てる神あれば拾う神
あり。テレビで作家の五木寛之先生が、「長生きしたければ、早々と片づけをしない方がいい」と
おっしゃられていました。「あんなに散らかっていてはまだ死ねない」という危機感が、寿命を延
ばすからだそうです。
とはいえ、フランス人女性の「服を年間十着で着まわす方法」本がベストセラーになったり、「捨
てられない派」への圧力は、日に日に強くなるばかり。
先日、情報番組を観ていたら、ついに「服は全部レンタルで間に合わす」という方法までが、紹
介されていました。なるほど。もういっそのこと、服だけではなく全てレンタルになれば、片づけ
なんてしなくて済みますね。
いやぁ、それは潔い。ため息つきつつ、とりあえずノート整理からがんばります。
神代京子

フォトはめ字

水ぬるみ空仰ぐ里ひな祭り

の 始 み あ う
営 ま ず ん め

梅 や そ 林 晴

み る ぬ ず み

か あ ら う れ

か 桃 ひ ら 佳

の 四 る に づ

ぐ お あ ら そ

お の な か き

旅 季 み 桃 き

わ 日 お み う

り つ ま な ひ

し 様 ぐ ち な

た ぼ つ 光 よ
つ み り の 麗

吉永こ百合

はめ字

如月に春来ればこそ梅の花
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阿部博

アベノミ クス クス 川柳

働くも働かざるも蟻の塔
貸した金マイナス金利で返された
ダイエット国会の意も辞書にあり

ベランダの高さ目がいく施設かな
雛祭り酔い覚めぬれば鄙の里

英語の diet には、同綴異義語があり、「（現代ではデンマーク・スウェーデン・日本など国会」（通例 the Diet と
綴る）等の意味もある。これは、「日程」「日々の勤め」等を意味するラテン語 dieta に由来する。

大好きさ朝寝朝酒もち朝湯
小原庄助：福島県文化振興課によると、会津の商人説、武士説、塗り師説がある。
白河市大工町の皇徳寺には「会津塗師久五郎」を本名とする「伝 小原庄助」
の墓があり、墓石はとっくりの上に伏せた杯を乗せた形だ。1858 年に亡くなり、
戒名は「米汁呑了居士」。辞世として「朝によし昼になほよし晩によし、飯前飯後その間も
よし」とある。一日中米汁（酒）を飲んでいたらしい。(2015-03-18

野本浩一

朝日新聞 朝刊)

お写落日記 【楽しみはエフエム群馬の取材受け声のお便り友に出すとき】

2 月 10 日（水）12：25 頃 FM ぐんま G☆FORCE（パーソナリティ 武村淳矢・櫻井三千代）
の「↑↑↓↓←→←→BA」（上上下下左右左右びーえー）に、出演する。
パーソナリティの櫻井さんから
「アナログゲームを自由に遊ぶ会を定期的に開催していたり、様々
なイベントも行っている、日本ゲーム協会（通称 JAGA）の創設者で初代会長も務められていた野
本浩一さんにお話しを伺います」と紹介して頂き、11 分余りインタビュー応答がオンエアされた。
質問内容を事前に頂いて、然るべくと勉強して発言草稿も用意したので、スムーズに答えること
が出来た。失言・暴言や読み間違いもなく、週刊文春や週刊新潮の取材網にもひっかからなかった
ので、今のところ謝罪会見の予定は入っていない。
インタビュー受けて緊張したけれど喋りたがりのクセは隠せず
インタビュー「声が若い」とおだてられ我がシャベリ癖止まることなし
インタビュー声で良かったもし顔が出ればチャンネル替えられるかも
ン十年趣味で続けるゲームでは金は稼げず出てゆくばかり
ゲームとは遊ぶからこそ楽しけれ金稼ぐとは神のみぞ知る

高木正明 コミックどどいつ瓦版（295） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

安倍の三ツ矢も 近頃気抜け 株下げ円高 的外れ
苦し紛れの マイナス金利 年金資金を 株投資
アベノミクスが 失敗すれば 一億じり貧 総貧乏
アベノミクスや マイナス金利 不安でタンスに 仕舞い込む
安倍の取り巻き 三人患女 失言・暴言・脅迫言
気でもふれたか 丸山議員 黒人オバマは 奴隷の子
育休語った 不倫のちゃら男 さすが自民も 爪はじき
イクメン社員が 育休届け ちゃら男事件で 出しにくい
公募候補の 身体検査 当てになるのは 週刊誌
鬼の介護士 狂気の沙汰が 老人ホームで 投げ落し
老人ホームの 入居に注意 ベランダフェンスが 高い事
過去の清原 疑惑の打撃 シャブが効いてた ホームラン
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

ゲスもゲスのスゲーゲスの宮崎議員
脇が甘利と口利き疑惑
誰とでも付き合わぬと 選挙に落ちるとは語るにおちる
○川も○山もバッテン（Ｘ）評価
タカいイチからの電波停止の警告
“不倫さんいらっしゃい”に招かれる
番長覚醒剤屋敷
浩二間多し、いや間ばかりで音声なし
(＊石坂浩二さん)
野合と言われぬように 新党の屋号を決めねばならぬ
福士佳代子が五輪代表に ならなかったら走りソン
琴奨菊とかけてマグロの大トロと解く
その心は ツナの最高位を求める
平井幸雄

絶好調だよ NEW ヒライ信だよ
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上の空組 印南博之

大娯解

おおイタリア、ナポリターナ

阿部マリア
昔のハーフタレントですか？
騙り、語り、かたり
とうとう白状したんだ
帰れソ連都へ
昔のモスクワへ戻るのはゴメンだね
オオそれ見よ
恐れ見よ
米ぷりま 米プリマ貯めろ
やっぱり米の備蓄は重要です
三太留守や さんたはるすや サンタハルスヤアー
信用亭駒公（佐藤忠恕）
○ 世相都々逸 no.44
◎今流行中のインフルエンザにちなんで都々逸でも捻りますか。
頭フラフラ お熱も上がりゃ 恋の病か いや流感
インフルの 予防ワクチン 打ってはいるが 惚れた病にゃ 無理だろな
流感で 寝込んでる内 本命彼を まさか取られた バレンタイン
熱い吐息に うるんだ瞳 昨日のお前 やはり風邪
移されたとは 言いたくないが 喉が痛くて 高熱も
どこから来たか インフルエンザ 思いあたるは あの娘（こ）だな
あの恋は 流感並さ お熱上げたが 熱が下がれば 元のまま
酒飲むと 風邪引くからと お前は言うが 後の看病 待つおいら

西川信治（笑門亭来福）

★時爺呆談

☆世相呆談

★現金授受疑惑辞任「政治家としての矜持に鑑みて大臣を辞職」「必ず説明する」
あれから何週間？
→ 入院じゃあっせん利得調べない
★歯舞（はまい？）しくじり大臣 前沖縄、北方政務官だったのに？
今後は必ずふりがなを付けるように
→ 残業がまたまた増える霞が関
★育休宣言議員不倫辞職→公募で議員に、選挙ｽﾛｰｶﾞﾝ「日本の政治の希望」
★野党合流 名前じゃないだろ（国民）
→ 中身より名前こだわる維新党
維新民主党または維新みんしゅ党 略して維民党？
★アメリカ大統領選トランプ「日本にアメリカを防衛させろ」クリントン「国内産業、雇用保護
の為 TPP 反対」
→
大丈夫か選挙はどこも地元優先
☆小保方晴子「あの日」自作自演？講談社
→
講談じゃ作り話に決まってる
☆美顔相談 きれいな顔より元気な顔
→
顔でなく心の問題自分認め
☆鏡に向かってｵﾗﾝﾀﾞ、ﾍﾞﾙｷﾞｰ、ﾉﾙｩｴｰどれが口角上がるか？
正解はﾉﾙｩｴｰ（エー）
→
ノルゥエーのプリマ「麻衣子」は良く笑う
高橋通男
1.8
1.20
2.5
1.12
2.1
2.18

毎日新聞
毎日新聞
毎日新聞
読売新聞
読売新聞
東京新聞

◆奈菜子 投稿成果選◆

ふんすい塔
ふんすい塔
ふんすい塔
USO 放送
USO 放送
笑ケース

新年のあいさつ
木から落ちないように
－
新曲
「世界にひとつだけのＳＭＡＰ」
－
甘利氏辞任影響せず
アマリね！
－
業務停止 110 日
血の気が引いた
－
秘書の採用条件
お金に興味が無い人－
８回目で初受賞
「七転び八起き」です
－
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安倍首相
ＳＭＡＰ
内閣支持率
化血研
議員
小澤征爾

南亭琴内（米岡泰）

南亭琴内氏どんでん返し 94

時事 川柳

有料で転落サービス付 悔悟ホーム
四番バッター覚せい剤保持清原君
衛星かミサイルか打上最貧国
箱根山で火山サミットとは物騒な
片頭痛思い当たるよ傾斜マンション
本当なの黒人奴隷大統領
各国別分析の報告
クーリッジ教授は、その生涯をかけて世界の社会現象を研究している。
彼は この程、その研究成果の一部を男性専門誌に公表した。
●イタリヤの女性が最も幸福である。
●イギリスの女性が最も礼儀正しい。
●アメリカの女性が最も教養が深い。
●フランスの女性が最もきちんとしている。
●ジャパンの女性が最も志操堅固である。
●スカンジナヴィアの女性が最もしどけない。
教授 は現在ストックホルムに移住しているが、実践成果は未だない。

佐藤俊一
どこの・ど・どどいつ変化球
■お笑いタレント・狩野英孝の二股・三股騒ぎ
二股ならぬ 三股もかのう えいこうの日々 早やおわる
三股どころか 四股もバレた あとの祭りだ しまッたな
■国会チャラ男の“ゲス不倫”騒ぎ
国家の品格 問われるなかで 人の品欠く ゲス議員
イク休うったえ 自分でイクか よその畑に タネまきに
気がつけば 赤い絨毯 ふもうにもふめぬ ふもうの開墾 いま悔恨
■バレンタインデー
ギリでいいから チョコっとだけでも 甘い気分に させとくれ
甘い二枚目 私じゃなくて ギリでもらった チョコの数
連名で ギリチョコもらい 人数分に 倍返しする 見栄の春
■口角上がる笑顔の秘訣
笑顔になれる 魔法のじゅもん 鏡の自分に 「わ～かわいい」
柴本和夫

言葉の研究

１．甘利大臣の後任は石原
中国人は驚いた ・たった 100 万円で甘利大臣は辞職したって本当なの？
・中国人の政治家みたいに、≪太っ腹≫で≪面の皮≫が厚い人はいないの？
石原新大臣の就任コメント ・甘利大臣は献金で懐を肥やした・・甘利～肥えをしました
・歌手の石川さゆりは歌で、≪天城越え≫をしました。
・わたくし＝石原は、政治で、≪甘利越え≫をします。
２．SMAP 騒動
有名人のコメント
小保方さん・・ＳＭＡＰは解散しませんでした・・・ＳＭＡＰあります！
長島監督・・・ＳＭＡＰは永遠に不滅です。
ともかく明るい安村・・安心してください。ＳＭＡＰありますよ
３．清原逮捕・・・びっくりヒロポンや （びっくりポンや）
一般家庭・・・豆をまいて、≪立春≫来いと願う
芸能人とスポーツ選手と政治家その他大勢・・豆をまいて、≪文春≫来るなと願う
（ベッキー・清原・甘利・イクメン議員の宮崎：鬼は外、文春も外）
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曽田英夫

狂歌 NEW 門

うきうきするぞ 楽しい時間
通勤の 電車は空いて 本を読む うきうきするぞ 楽しい時間
五時終わり すぐに飲み会 日本酒で うきうきするぞ 楽しい時間
一人旅 一杯のんで 汽車のなか うきうきするぞ 楽しい時間
笑っていれば 免疫強化
アルコール 脳が麻痺して 顔緩む 笑っていれば 免疫強化
かぜ 花粉 退散させる 効果大 笑っていれば 免疫強化
ストレスの 解消のため このサロン 笑っていれば 免疫強化
世間は一体どうなってまんねん
はまなすと カシオペアとは ラストラン 切符完売 またもフィーバー
議員等が 不祥事おこし やめて行く 自民党やめ 辞任党かも
ローンにも マイナス利息 無いものか 兆しはないが やってちょうだい
****************************************************************************
★2016 年 2 月 24 日例会参加者 18 人
佐々木裕子、曽田英夫、野本浩一、平井幸雄、阿部博、一ノ瀬善秋、佐藤忠恕、西川信治、柴本和夫、
高木正明、門口泰宣、高橋通男、佐藤俊一、藤井敬三、米岡泰、神代京子、奥村篤史、尾垣聡子

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 ）
4 月 27 日（水） 千代田スポーツセンター７階第２集会室
5 月 25 日（水）、6 月 22 日（水）、7 月 27 日（水）･･･千代田スポーツセンター予定
＊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）
2016 年 2 月 17 日～2016 年 3 月 14 日
大石脩、𠮷見昌之、石田貴代司、米谷二郎、浜田頓坊、植竹団扇、諸星彰三、松山カオリ

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.318 発行 2016.3.23
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・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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