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＊＊＊＊＊２０１６年５月 No.３１９＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

        

 

＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊ 

 日本は本当に「地震列島」です。4月14日の発生しました「平成２８年熊本地震」の被災報道を見た折に、 

改めてその事実を痛感しました。読者の一人、熊本在住の松野信夫さんと連絡が取れまして、無事を確認する

ことが出来ました。何かしら繋がりがある方々も含め、犠牲被害が出来る限り少なければと願います。 

5 年目を迎えた「東日本大震災」含め、これまでの震災被災地の復旧・復興がより迅速に進むことを祈念い

たします。 

 今月もお便りや投稿を沢山頂きました。笑って元気になって頂ければと願っています。 
 
熊本・松野信夫   私は大丈夫です。我が家も大丈夫です。家の中は物が散乱しています。 
戸棚から茶碗がいくつも飛び出して割れました。 

 （断水のことも尋ねてみました「大丈夫。井戸水があります」との返事。無事を祈るばかりです。） 

 

埼玉・吉見昌之   平素はご丁寧に機関誌「伝笑鳩」をお送りいただき有難うございます。 

今回も四月三一八号を拝受しました。その中で吉見の「吉」が欠落しておりますが、多分お気づきのことと？

存じます。一頁と十頁の切手・カンパ受領等一覧の両方が欠落しておりますので「吉」の文字を伝笑鳩に持ち

去られてしまったのではないかと愚考しております。今後共宜しくお願い申し上げます。 

 （変集上のミスがありまして、申し訳ありません。ご容赦のほど、何卒宜しくお願い致します） 

 

東京・高栄子  ３月某日。桜の大樹探しをしつつ、池上梅園近くのマックへ。散歩を楽しんでます。 

 続いて、六本木ヒルズ見学へ。お洒落な所です。東京タワーの魚フェスタでお寿司を食べて、また六本木へ。 

 一日１３キロも歩きました。散歩じゃなくて万歩・漫歩です。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄住職   何時もありがとうございます。伝笑鳩四月号嬉しく拝しました。 

 平成２８年１月１８日（月）ＮＨＫラジオ深夜便に出演「明日へのことば」～動かざれば、道は拓けず～と

して、和笑のひとり言を披露しました。皆の宗、ニコニコ宗です。 

福島・松山カオリ   全国の花便りが楽しいこのごろです。 

伝笑鳩ありがとうございました。作品出していただきましてうれしいです。中休みをしていてレベル低下では

ないかと心配しておりました。皆さんの作品のように以後がんばります。よろしくお願い致します。 

  

東京・樋口七郎    伝笑鳩首を長くして毎月待っております。 

 

神奈川・田中茂美   初めまして。お世話様です。武井美雄さんの紹介です。宜しくお願い致します。 

岐阜・古川昭子    いつも「伝笑鳩」飛ばして下さりありがとうございます。 

エサ代を忘れておりました。同封致します。よろしく飼育して下さい。 

 

花々が いっせいに咲く 春が来た ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 

      言葉の研究 

◎おいしいポン酢・・・ビックリする程の 

味のポン酢です ⇒びっくりポンです 

◎理想の姿・・・ちょいワルおやじ  

⇒現実の姿・・・ちょいモレおやじ 

東京／柴本和夫 
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東京・樋口七郎       就職面接 ああ就活 

 面接官：お名前は   受験者：いまゆうぞう   面接官：お名前は   受験者：いまゆうぞう 

   面接官：お名前は   受験者：だから「今 雄三」です  面接官：わかりました 合格 

古文亭南朝選    第１８３回ものは付け  

       「あせってはいけないものは」 

道路横断                東京   高橋 通男 

生きている人への評価          神奈川  阿部 浩 

結婚                  神奈川  織田 元康 

怪しい電話               神奈川  武井 美雄 

緊急事態発生              千葉   岡部 千代松 

あさっての話              神奈川  浜田 頓坊 

新婚旅行の夜              東京   稲葉 浅治 

外人に話しかけられる          埼玉   奏 志 朗    

バラ銭で払うタクシー代          福島   松山 カオリ 

人生行路                東京   野本 浩一 

インフルエンザの治療           京都    牟禮  丈夫 

チャンスのバント              神奈川    志賀  明 

リハビリ                 埼玉    石原 義三 

勝負どころ               神奈川  山中 静代 

辞表の提出               東京   柴本 和夫 

麻雀のテンパイ             神奈川  藤倉 由紀子 

万年直木賞候補             千葉   海郷 達人 

男性の育休               東京   樋口 七郎 

キャバクラの支払い           東京   高 栄子 

朝顔の前の用足し            東京   植竹 団扇 

主人の不意の帰宅            東京   田中 茂美 

次回（第184回）の題   「ありすぎて困るものは」 出題 樋口七郎 

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

5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 

秀逸 

 

発毛剤の効き目    埼玉   高木 正明 

【評】どれもこれも駄目で、その分お金に羽根が生えた！ 

入選 

 

子供の成長               高知   高橋 満子 

お出掛け間際の化粧           千葉   吉永こ百合 

魚信あり                東京   藤野 哲康 

迷った山道               埼玉   北沢 正嗣  

糸の針穴通し              千葉   皆合 かず子 

 

佳作 
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埼玉・石代強    単短歌コーナー  『スポーツ・武道の歌 ３連発♪』 

 

＊氷川きよしの歌謡ショーで、できた“弓道の歌”･･･『矢だねったら矢だね♪』 

＊昔･･･８時だヨ 全員集合･･･を見てできた“射撃大会の歌”･･･『ババンバッバンバンバ～ン♪』 

＊空手大会を終えて宴会の時できた“空手の歌”『ツ～キ～がでたで～たツキが～でた～♪』 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊      ◇ 甘辛都々逸ほのぼのランド ◇ 

◆雑談力・人工知能にもあるのかな◆ 

◇チェスや将棋や 囲碁でも今は 人工知能が 勝ち名乗り 

◇その場その時 賢く啓く（ひらく） 当意即妙 今は無理？ 

◇強いけれども 万能でない どうも雑談 まだ苦手 

◆猫とカミさんと福の神◆ 

◇猫の名前は 「頓」だと決まる わが家のカミさん 言うが儘 

◇そうか「頓ちゃん」 良かろうそれも あえてそのま  ゝ 逆らわず 

◇頓智・頓馬の 往き交う世間 笑って一日 福の神 

 

 

 

 

 

 

京都・大石脩         ◇◇ダジャ連発 ◇◇ 

 

 

 

 

 

 

 

東京・稲葉浅治     川柳 「忘れる」 あれ忘れこれも忘れて日が暮れる 

何のため二階へ来たか忘れてる        最近は黙って探す忘れ物 

五十肩孫抱いた時忘れてる          金もうけモラルどこかへ置き忘れ 

 

東京・菅谷信雄       まいどまいどの瞬間芸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「頓坊」は、戦後の有名なラジオ番組「とんち教室」のディレクターだった、故中道風迅洞氏から「い

いでしょう」と、授けられた「野暮名」です。氏はＮＨＫの「折り込みどどいつ」と、「現代どどい

つ」を永年にわたり担当されていました。かつてのどどいつ問答（？）を思い出します。 

◇どどいつやる奴 この指止まれ そっと触れてる だけでよい   中道風迅洞 

◇そっと触れてる 都々逸だけど 時に良い風 吹いて来る     浜田頓坊  

 

「君はボクの妻だぜ」 

「あら～嬉しい！」 

「刺身のツマだな」 

「も～う、うちの気持ちわかってよう」 

「ゴメンゴメン、ボクの財布（妻婦）になって！」 

 

「今日は曇りの日だからイイね」 

「あらら、どうして??」 

「だって、こういう日はなんとなく、君の晴

れやかな温もりを感じられるからだよ」 

 

うつ病専門家が、最近は新入社員のうつ病が多いと語りだしました。私が「社会人になると『出る杭は

打つ』ことになるので、うつが増えるのでしょうね(^人 ^；)」とき返すと、周りの皆さん大爆笑!!! 

 

民主党と維新の党が合併して民進党が誕生しました。英文名はDemocratic Innovation Party、略して

DIPとなります。dipには飛行機の上昇後、急降下という意味もあります。更に俗語で「すり」の意味

もあります。民進党もこれに気付いたようで、英文名はDemocratic Party（民主党）にしたようです。  

私には一旦上昇した飛行機が急降下するイメージが浮かんできます(^人 ^；） 
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柴本和夫             言葉の研究   わかるかな？わかんねーだろうな 

◆今は○KBといえば・・AKB  （関西の悪口言葉・・・Aあほ・Kかす・Bぼけ） 

  昔は○KBといえば・・DKB ⇒ そんな銀行があった（今はみずほ） 

◆銀行といえば、お金を引き出す機械の名前は・・・昔はCD 今はATM    

   CDから出るのはお金だけじゃない。野球選手が出る中日や、音楽が出るＣＤもある 

 

◆                

 

 

 

◆ 

 

片岡 隆   老化を言祝ぐ（ことほぐ）  2.8は予の生誕 68周年記念日でござった。 

 

待つの老化。殿、電柱でござるぞ。さっ、ご用をお足し下さい。ということで、老化を狂歌で笑い

飛ばしませうぞ。 

 

老働者 新聞配達 ちょっと無理 朝刊夕方 夕刊明け方（悲劇の家計を支えていた老人） 

ハイテクを しのぐローテク 絶やすまじ 老テクニシャンが 技術伝承 

長生きし 負い目なくとも 老い目あり 四十代から 近くがかすむ 

一日で 成らぬはローマ さりとても 百年たてば だれもが老婆 

老いてくと 置いてかれるよ 山の中 最近増えてる 老人遭難（姥捨て山） 

妖怪も 年には勝てず 要介護 わらしべじじい 一つ目じじい 

加齢パン 加齢ライスに 加齢の煮つけ 香辛料だぜ かれいしゅう 

 

＊今年も一つ歳を取った。人生常に今が折り返しだから、また寿命が一年延びた。 

将来は、医療革命で不老不死が実現するはずだ。それまでは、必死に死なないよう細心の注意を払おう。 

 

佐藤俊一       どこの・ど・どどいつ変化球  

 

■野球トバク  棒（バット）をふらせる 勝負じゃ足りず 賭けて人生 棒にふる 

うちわのかけっこ 危険はないが 外にかけだしゃ 怪我をする 

エンジン（円陣）かける 賭けがまんえん 球界裏は 大ピンチ 

早々と 声出しトバク 認めた阪神 トラのたぬきの 皮算用 

むしできずチームの勝利に組むぞ￥陣 かけてマンエンむしられる 

 

■新国立競技場は聖火台なし!?  

聖火（成果）台無し!? ハタ迷惑な 五輪の旗ふり いいんかい 

聖火台なし 何やってるのか 誰のセイカかな わかランナー 

いきつもどりつ セイカが台なし もはやお手上げ ごりんじゅう 

築かなかったら 聖火台なし 誰が気づいた 成果大 

■禁酒     しきゅうきんしゅと 女房にいわれ 「はい」と頷く なサケなさ 

「今日も残○○か･･･ 

ボヤキの今昔」 

現役時代のボヤキ・・・・今日も残業か 

定年後でのボヤキ・・・・今日も残尿か 

                                                                                                              

春が近い日本。 

もう少しすれば、オハナがいっぱい 

 

高齢化の日本。 

もう少しすれば、オハカがいっぱい 
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信用亭駒公（佐藤忠恕）  世相都々逸 no.45  桜の便り～桜にちなんで 

 

桜咲く頃 一緒になると 誓った恋も 今は散り 

時代かな 桜、開花で 知り合ったのに 桜散るころ もう別れ 

桜便りは 次々来るに あなたの便り なぜ来ぬか 

桜切る馬鹿 梅切らぬ馬鹿 酒も女も 切れぬ馬鹿 

桜の花は 散ったら終わる 俺の呑み代 終わりなし 

花見で酒と 理由をつけて どうせ飲むのさ 呑み助だもの 

桜見に行き 人出が凄く 呑む場所ないと 河岸を替え 

花見に出かけ 浮かれて飲んで 酔った挙句に 桜見ず 

桜見に行きゃ 只ではすまぬ 酔いから醒めりゃ 金欠に 

昨年の 桜散ったを 良く乗り越えて 孫は笑顔で 桜咲く  

 

香野好太      好太川柳         フォト川柳「少子化のニュースで渡り思案中」    

笑えない駄じゃれが互いを見詰させ     

老妻の期待の星は今や孫    

近頃のカップル誓う期限付き   

 

病みあがり未だ手付かずの明日がある 

人生の余白に描く夢芝居       

正論を吐いて浮いてる無垢な奴 
 

森昤二（挿絵：鈴木 登）『駄洒落節だよ 人生は！』料理と人生の 辛苦（からにが）七スパイス 

 

■料理 の 七み唐辛子（とうからし）成分 

・唐辛子 

    ・陳皮 

     ・白胡麻 

      ・黒胡麻 

       ・山椒 

        ・生姜 

         ・青海苔 

 

■人生 の 七み倒苦子（とうにがし）成分 

・嫉み（そねみ） 

    ・妬み（ねたみ） 

     ・厄禍み（やっかみ） 

      ・嫌み（いやみ） 

        ・羨み（うらやみ） 

          ・僻み（ひがみ） 

・恨み（うらみ） 
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吉永こ百合   はめ字   ひな祭りああひな祭り桃の花  

 

       

 

 

上の空組 印南博之   大娯解   春爛漫の花模様   

 

あんたは頭をヒヤシンス～甘い豆かなスウイトピー～花盗人罪にはならず 「フリージャ」 

アザ見ればうちらの仲間とすぐ解る～おばさんのクローバなしに花が咲き 

標準木以外のサクラが早く咲き～これ蓮華スプーンじゃないのおばあちゃん 

ヤイさくら これは失礼八重さくら～菜の花や昔菜畑イマ公園 

 

♪ 春の質屋はサラサラ流す  毛皮のコートにミンクのショール 

 舌は滑らか 笑顔を見せて 来年またねとささやきながら  （春の小川） 

 

門口泰宣         阿呆リズム＆パロディ 
 

◆ 学歴詐称は些少なことではない 
◆ ¥陣を組んでバクチ  
◆ 弁声萎縮萎縮大臣停波を語る 

 
＃♪聖火台を忘れた設計は  

競技場の外に 作りましょうか 
いえいえそれはなりませぬ♪（カナリヤ） 

◇ １億の中に入れてもらえぬ母の声 
◇ 松島や ああ居眠りや 読書やら  

    ◇ 菜七子ろび八起きで騎手修行 
◇ １０％は任官より民間へ  防衛大生 

 

藤井敬三        ユーモア川柳「ああ、胸」<解体新笑シリーズ＞ 

胸の窓開けて吸い込む春の風     リオ五輪胸に輝く金メダル 

胸元が眩しくなった衣更え      セクハラが怖くて胸が遠くなる      

健診日勝負下着でレントゲン     競泳の選手に不利なＥカップ 

お互いの胸襟開き縄のれん      デュエットに胸躍らせる老い二人     

クラス会昔ときめき今動悸      胸のすくナイスショットは谷へ消え    

買うときは胸躍らせたジャンボくじ  サミットで探り合ってる胸の内 
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神代京子   フォトはめ字      再びの桜咲く日は花見酒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平井幸雄     字謎（じなぞ・じめい） 

 

 

き 笑 は お は 

た い な つ な 

け ざ み な は 

な わ ざ 宴 見 

わ め け よ 頃 

く は ふ ら 風 

夢 な た の 誘 

の び た た ふ 

今 ら び よ さ 

宵 淡 の り く 

よ 優 さ ま 人 

強 し く 遠 も 

く さ ら く さ 

儚 く さ 去 ま 

く ら く り ざ 
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南亭琴内（米岡泰）   南亭琴内氏どんでん返し95   時事川柳  & 三つの願い  

   四時間で新函館へ鮭買いに             その蚊には直かに触るなジカ熱の蚊 
春一番に押されてくぐる縄のれん          どこがゲスの極み乙女ベッキーさん 
診て欲しいタレント女医に過去の傷         トランプの大統領選切札なし 

◆あわて者の願い 

 急に神が現れ、「お前に三つの願いをかなえる～！」 すっかりあわてた男は「ホッ本当ですか？」 
 「疑問を確かめたいのじゃな？本当だ。これでひと～つ」「チョ一寸待って下さいよ」「よし！待ってやる。 
  これでふた～つ」男はすっかりあわてて、独り言で「どんな願いでも良いのかな～」 
 「そうじゃ！これで三～つ！さらばじゃ～」「！×？」 
◆カウボーイの願い 

草原にやってきたカウボーイが突然ガラガラ蛇に出くわ した。撃ち殺そうと構えたら、何と｢撃つな！ 
 我は聖蛇なり。お前に三つの願いをかなえる～｣と心に話しかけてきた。 

カウボーイは「よし！まず俺の顔をクラーク・ゲイブル並 にしてくれ。身体はシュワルツェネッガー並だ。 

   最後にナニはこの馬並みにしてくれ。」「ＯＫ！」急いで帰宅すると鏡をみた。 

   見事な色男！シャ ツを脱ぐと素晴らしい肉体美！下を脱いだ。「しっしまった！メス馬だった！」 

高木正明 コミックどどいつ瓦版（296） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

保育園落ち ブログで騒ぐ きつい書き込み 日本死ね  
匿名ブログに 冷たい総理 落ちたママたち 署名デモ  
待機老人 黙っちゃおれぬ ホーム不足だ 日本死ね  
日本死ねなど 言わなくたって こんな調子じゃ いつか死ぬ  

電波停めると 高市・強気 医者の診立てじゃ 強権病  
たるむ内閣 勉強不足 棒読み答弁 立ち往生  
民主・維新で 党名もめて 政策決まらぬ 民進党  
五年経っても いまだに仮設 予算尽きたら 見捨てる気  

指導怠り 自殺へ死導 生徒を追いやる 担当者  
チェスや将棋や 囲碁でも勝利 人工知能の 優れもの  
囲碁の王者が コンピューターに 負けてどうなる 囲碁の以後  
聖火台無し 設計図にも これじゃ台無し 競技場  

西川信治（笑門亭来福）   ★時爺呆談  ☆世相呆談 ≪一億総活躍社会≫ 

★役人怒鳴りつける補佐官 運転手蹴飛ばしケガ、パワハラ？ アナウンサーなら即退場・・ 

何度もアメリカ出張→トランプは俺に任せろ外交通？ 

★今言わなくても良いのに「電波停止ありうる」発言総スカン安保法施行、参議院選前の脅しか？

→嫌われる目立ちたがりのごますり屋 

★政策公約に保育の充実をはかる杉並区議ブログ 匿名の「日本死ね」を 「便所の落書き」と

切り捨て→しゃがんでちゃあんなに長く書けないぞ 

☆元デパガに「100万円が130万円になる」と1日80回も巧みに勧誘され7,000万が5,000万 

しか戻らず→儲け話老舗の名札に気をつけろ 

☆「株で損しどうでもよくなって」爆破予告→金の無い奴は絶対株やるな 

☆有名学園理事長 奥さんに 3,600 万円の給与、自身も不当な経費流用６億円の（国費）助成金

→家内にも総活躍を期待した 

☆芸能会では擁護の声→春過ぎて新（あら）潮に乗りもうフッキー？ 

☆ホラッチョにテレ朝今まで騙された→聞いていた視聴者にも謝罪して 

☆狭い道路で保育園児の一団に道を譲った高齢者に挨拶一つ無し 親の教えか保育園の教育か？ 

→おい婆（ばばあ）そこのけそこのけ園児が通る 
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野本浩一  お写落日記 【右手上げ左手伸ばすポーズこそ 平和祈念の姿なりけり】 

 3月17日（土）午前九時、都営地下鉄「板橋区役所前」で下車して板橋区立文化会館グリーンホールへ向

かう。シニア向けエアロビクス教室で講師の仕事である。ポカポカ陽気になって、気分も上向く。気分が上

向いて、視線が上向いたからかどうか分からないが、嬉しい発見があった。 

 区役所前にある像は、かの北村西望作ではないか。こちらも平和祈念像とある。長崎の平和祈念像が蘇り、 

年明けにポールを真似て撮った記念写真は「平和祈念でもあったのだ」と気付いた。 

 北村声望は102才の長寿である。ポールも長生きしそうである。小生も長生きできるかな。 

 もし長生きするのであれば、本当に平和な世の中を見ることが出来ればと祈念し続けたい。 

 

 

 

 

 

 

板橋の平和祈念の像見れば 思い浮かべる力道山よ 

声望もポールも願うものなれば 我も真似して平和を祈念 

右手上げ左手伸ばすポーズには 平和を願う思い溢れる 

右手上げ左手伸ばし撮るポーズ 祈念か記念どちらの写真 

 

曽田英夫          狂歌NEW門     

 

心落ちつけ 深呼吸して 

朝寝ぼう 遅刻確実 飛び出さず  心落ちつけ 深呼吸して 

昼休み 財布忘れて 食事する  心落ちつけ 深呼吸して 

夕方は 飲みに誘われ 財布空  心落ちつけ 深呼吸して 

若い気持ちで いついつまでも 

四六時中 笑っておれば 年とらず 若い気持ちで いついつまでも 

若い娘と ワイワイしてる 居酒屋で 若い気持ちで いついつまでも 

ＡＫＢ 柏木由紀の 大ファンで  若い気持ちで いついつまでも 

エレベータ エスカレーター 縁がない 若い気持ちで いついつまでも 

両国から 御徒町まで 歩いてる 若い気持ちで いついつまでも 

世間は一体どないなってまんねん 

 がんばろう 一声出せば ウン万に 円動くから 円陣という 

合併し 名前決まった 民進党 意味深長と ならないように 

 

若狹芳生        ■プラトンがトランプになった？ 

 

米大統領選挙は、トランプ氏でまさに戦々恐々。そのトランプ氏は、あの大哲学者・プラト

ンの生まれ変わりとか？綴りの並び替えアナグラムなら確かに、「プラトン」＝「トランプ」

ですが。それでは、「アリストテレス」は、「ストレス有りて」「アリスとテレス」のコンビ

で「掏摸と捨てあれ（スリトステアレ）」と嘆願するもお縄となりました。残る「ソクラテス」

も、「糞照らす（クソテラス）」軽犯罪で咎められたとか・・・。 
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←写真右端がヤング・高村仁幸さんです 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

★2016年3月23日例会参加者 19人  太字の方は初参加     

佐々木裕子、野本浩一、片岡隆、平井幸雄、佐藤忠恕、高木正明、森昤二、阿部浩、曽田英夫、 

西川信治、藤井敬三、門口泰宣、柴本和夫、高村仁幸、印南博之、佐藤俊一、神代京子、米岡泰、

尾垣聡子 

＊高村仁幸さんは変集鳥と尾垣聡子さんの呼びかけに応えて参加です。変集鳥が社会人になった年 

 に生まれたとのこと。若いので、とても嬉しい初参加です。 

 

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 ） 

5月25日（水） 千代田スポーツセンター７階第２集会室   

6月22日（水）、7月27日（水）、8月24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 

伝笑鳩 No.319発行 2016.4.27                    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・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 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2016年3月15日～2016年4月18日 

 大石脩、田中茂美、古川昭子、浜田頓坊 

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。 

例会では同人が持ち込んだ笑品がつぎつぎに披露されます。初参加の高村さんもにっこりです。 

二次会ではみなさん愛酒を互いにつぎつぎにつぎまくります。高村さんはもうすっかりほろ酔い。 

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

