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追悼 千代の富士

忘 う ち 力 大
れ る よ づ い
じ ふ の よ ち
＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊
の の ふ い ょ
猛暑猛暑猛暑の夏です。もうしょうがありませんね。耐えるばかりです。
姿 眼 じ 肩 う
お互いに体に気をつけて元気・やる気を出して行きましょう。
千葉・神代京子
日本のメダルラッシュが続いたリオ五輪の余韻を楽しんでいる人も
多いかと思います。そう言えば夏の甲子園もありましたね。若い人が躍動した夏でした。
それでは、夏の終わりの伝笑鳩をお楽しみ下さい。笑いの余韻をお楽しみ下さい。

埼玉・遠藤昭子
いつも伝笑鳩をお送り頂きありがとうございます。知人が時々「ものは付け」に
掲載され入選するので負けずにと考えてみますがなかなか難しいですネ･･･楽しみに拝見しています。
今後共お体に気をつけられてよろしくお願い致します。

神奈川・飯塚広子 「伝笑鳩」友人に差し上げました所、同封の・・・が届きましたのでご笑納下さい。
皆さん年をとりますといろいろ試しているようですね。再会を楽しみにしております。暑さ厳しき折、ご自
愛の上、奥様共々お過ごし下さい。
★人生は六十から
七十才でお迎えの 来た時は 只今留守と云え
八十才でお迎えの 来た時は まだまだ早いと云え
九十才でお迎えの 来た時は そう急がずともよいと云え
百才でお迎えの
来た時は 頃を見てこちらから ボツボツ行くと云え
★気はながく 心はまるく 腹たてず 口をつつしめば 命ながらえる
合掌

神奈川・天野秀雄
東京・瀧口庸行

暑中お見舞い申し上げます

毎号毎号笑やらジョークウィットよくもまああとからあとから
湧いてくるものよと感服しているところです これからも泉の如く笑の時間を期待しております
変集鳥のご努力にお礼申し上げ次の詩を贈ります
六然
自處超然 處人藹然
有事斬然 無事澄然
得意澹然 失意泰然
崔後渠作 陽耕

東京・高栄子

一日一日を大切に、脳力アップして愉快に、そして感謝して・・・
ジョークサロンや伝笑鳩に集う人々は人生を前向きに生きようとしている。

新潟永林寺住職・佐藤憲雄
炎暑の毎日

京都・大石脩

伝笑鳩毎回楽しく拝して居ります

御尊身お大切にお大事に

永林小（笑）住

九夏三伏 暫し一服 永遠に万福

憲雄和笑

拝九

大石大寒（誠に鯛夢裏ー）

極暑をご使用中なら 冷夏 冷奴 冷菓 冷覚へ・・・・・・

梅雨が去り 夏の太陽 汗が出る 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１８７回ものは付け 「暑さを忘れるものは」
浴衣美人の打ち水
秀逸

東京

植竹 団扇

【評】ねえさんわっちにも掛けて下さい。ええーッ柄杓じゃなくて桶なの！
最前列のイルカショー見物
インドへの観光旅行（47.3℃になったとか）
クレジットの支払通知
心頭滅却
近所の火事

入選

夏山登山
借金の請求書
余命３ヶ月のガン宣告
緑陰の風
お化け屋敷
墨田水族館のクラゲ
氷結めぐり
温暖化による未来予想
当選した選挙事務所
夕立のあとのそよ風
ヘソ繰り用の預金通帳の紛失
母校の高校野球観戦
夏の夜の花火
カナカナ蝉が鳴いたかな
湯上がりの生ビール
コブラとのにらめっこ
デパートの散歩
伝笑鳩を読む
ものは付けの答えを思案中
ポケモン GO の妖怪出現

佳作

神奈川
神奈川
神奈川
神奈川
埼玉
東京
東京
京都
千葉
千葉
東京
東京
神奈川
千葉
東京
埼玉
静岡
神奈川
神奈川
千葉
京都
千葉
東京
神奈川
東京

山中
山口
田中
志賀
北沢
柏谷
藤野
牟禮
海郷
皆合
高
樋口
阿部
高木
高橋
石原
野末
藤倉
浜田
岡部
大石
吉永
稲葉
武井
奧苑

静代
栄子
茂美
明
正嗣

達雄
哲康
丈夫
達人
かず子
栄子
七郎
浩
正明
通男
義三
紳二
由紀子
頓坊
千代松
脩
こ百合
浅治
美雄
順子

次回（第 188 回）の題
「秋を感じるものは」
送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛
9 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・青木孝

日盛りに 昼の憩の 曲ながる

霞村

お元気におすごし下さい

＊いつもカンパや激励のお便りをありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。
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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 88

《年に一度の八月がまたやって来た》
◇皇室典範 なんかはついぞ 知らぬとは言え 同じ年
《ウーマンリブは時代の流れか》
◇女性主導で 戦争避けて 世界平和を 成せば吉
◇ドイツ・イギリス 東京次は アメリカ選挙も クリントン？
《軽いリズムに乗って避暑の宴》
◇夏はジャズ調 デキシー・メヒコ マリアッチ・アメリッチ ハワイアン
◇朱い夕陽が 波間に沈む 灯台バックに 地のビール
◇落語茶漏れる 「はてなの茶碗」 話題呼び込み 金千両
芹沢春江 替歌 ★ 年をとるってどんな事 （もしもし亀よ亀さんよ）
＊替歌を作ったのは芹沢さん８４才のとき。現在は百才超です。
一、 年をとるってどんな事 忘れっぽいと云うけれど 一杯つまった知恵の箱 出すのに一寸迷うだけ

神奈川・飯塚広子から

二、年をとるってどんな事 耳は遠いし目も悪い

あらゆるものをキャッチして 私を育てた疲れです

三、年をとるってどんな事 腰が曲がると云うけれど お世話になった人々に 感謝感謝の姿です
東京・稲葉浅治
川柳「八月」
宿題を仕上げるためにパパ休暇
息子達盆に帰えるが嫁は来ず

八月になると昭和を思い出す
ヒロシマへ平和を祈る千羽鶴
熱闘に郷土をわかす甲子園

京都・大石脩
ダジャ連発
「旨い副食ものが足りないね」「雨だから少し困るの」
「よしっ、逆にピーク時が都合いいぞ」「ホントニ？」｛つまり、本降り（鰤）食べられるから｝
「そこを曲がると。彼女らが半裸で立ちハダカった」
「エエッ、大変どうしたの？」「別段どうってことないさ」
「何故？」「だってさ、牝馬の集団にすぎないもん」
「昨日彼んちへ行ったの」「どうだった？」
「物凄いバラ尽しだったよ」「ふ～ん、予測通りね」
「じゃないん。本当に荒ら屋だったの」

長野・松原伸伍

替歌
（靴がなる）
お手手つないで お風呂（日帰り）に行けば
２人楽しく 湯舟につかり
唄を歌えば 鳥がにげ
晴れたみ空に 骨が鳴る

菅谷信雄

毎度毎度の瞬間芸

厚化粧の小池百合子氏東京都知事選挙で圧勝！！ こういうのを「圧化勝」というんだね。
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神代京子

はめ字

『つゆあけて』 『かげぼうし』

青 光 つ 原 初

雲 移 か か 草

い と ゆ は な

は ろ げ な の

て け あ ゆ つ

し う ぼ げ か

ん こ け ら の

ろ 時 う 夏 に

空 む て ぎ 海

く よ し の は

香野好太

好太川柳

フォト川柳

夏が来る波が笑って大はしゃぎ

人生の幕間で演ずる夢芝居
路地裏の花がウインク撮れと言う
長待ちし挙句の診察ガンですね
揉め事で飯を喰ってる弁護士さん
八十路坂往きつく果てに夢舞台
子等育ち気が付きゃ俺と老いた妻
セールスの顔が買わせない化粧品
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
（ＰＰＫ と

☆ Ｐ Ｐ Ｋ

終活天国

★ Ｎ Ｎ Ｋ 終活地獄

若狹芳生

ＮＮＫ ）

Ｐｉん Ｐｉん Ｋｏろり

★Ｎａがく Ｎｅこんで Ｋｏまらせる

■「牛」が３つで「犇」（ひし）めく・・・・●車が３つで轟とどろく 馬が３つでも とどろく

●鳥が３つで サントリー ●魚が３つで ぎょぎょぎょ！ ●口が３つで 品が無い
●木が３つで 答えが森ではシーンとなる ●七は３つで 略字で喜ぶ
●柑が３つで みかん ●月が３つで 三ヵ月 ●日が３つで 三ガ日
●女が３つで姦かしましいが 男は３つでうっとうしい 以上でおしまい。
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）Leave して Believe しないと言われても困る
２）英国が経済危機になれば俺の出番
ジェームス・ポンド
３）バイシクジルで転倒
谷垣幹事長
４）♪牛久だらはるばる尋ねてみたら 世にもこぞって噂の通り
街は綱取り一色で これでは稀勢の里が プレッシャー♪
（ウスクダラ）
５）♪代打 打たしてちょうだいな
出させてちょうだいな
こよいの先発に♪（ダイナ）
６）ソンして得取れ ３兆円の投資
７）ポケモン族立ち入り禁止町公園

藤井敬三

ユーモア川柳「ああ、脳」<解体新笑シリーズ＞

懐メロが古びた脳を目覚めさせ

前頭葉ところどころを虫が食い

クラス会想い出話まだら呆け

脳スキャン覗かれそうな秘めた恋

ワン公の脳が便りの散歩道

未使用の脳は老後の役に立ち

小兵でも頭脳で沸かす大相撲

噺家が脳に詰め込む笑いネタ

待ったして人工頭脳に叱られる

脳トレでストレスがまた増えました

脳みそが奈良漬けになる二日酔い

脳みそを冷凍したい熱帯夜

信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕） ○ 清濁擬音都々逸 no.3
◎モシモシ・モジモジ
◎タンタン・ダンダン

◎カチカチ・ガチガチ

◎フカフカ・フガフガ

吉永こ百合

はめ字

もしもしと
もしもしと
たんたんと
たんたんと
たんたんと
かちかちに
かちかちに
かちかちと
ふかふかの
ふかふかの

見知らぬ人に 尋ねてみたが 要件忘れ もじもじと
声を掛けたは 良いけれど 余りの美人に もじもじし
離婚調停 進めて行けど 身勝手主張 だんだんと
夫婦喧嘩の 仲裁すれば 草臥れてくる だんだんと
響く太鼓に 合わせてゆけど 調子外れる だんだんと
凍った大地 暫く居れば 歯の根も合わず がちがちと
固くなったの 正月の餅 煮ても焼いても がちがちだ
時を刻んだ 形見の時計 使いふるせば がちがちに
ベッドに入りゃ 亭主すぐさま 大きな鼾 ふがふがと
布団で寝てりゃ 叩き起こされ 思わず声が ふがふがと

夏模様ああ夏模様かもめーる
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柴本和夫

言葉の研究

暑い夏が到来しました

①夏になったら食べるのを止めるものとは・・・正解は、ナッツです
そのココロは・・・・ナッツ休み（夏休み）
②夏至がすぎて、今が一番暑い季節となってます
・不適切な不倫とは・・・ゲスの極み
・不適切な猛暑とは・・・ゲシ（夏至）の極み
③軽装勤務（クールビズ）で出社
・ポロシャツ姿で出社
会社の所在地は錦町である・・・ポロは着てても、ココロは錦
・七分袖シャツで出社
健康格言・・腹八分、袖は七分で、住む処はチチブ（秩父）がいい
④健康のため昼寝をしよう
スペイン語で、昼寝はシエスタである
⇒ 昼寝をしましたか？と聞かれたら・・・昼寝はシエスタと答えよう
曽田英夫
狂歌 NEW 門
貧乏だけは 避けていきたい
老人が 増えて年金 減らされて 貧乏だけは 避けていきたい
老いてなお ずっと働く 気力持つ 貧乏だけは 避けていきたい
買っている 億円ねらう 宝くじ
貧乏だけは 避けていきたい
やるという アベノミクスは 本気かな 貧乏だけは 避けていきたい
大いに笑い ストレス飛ばす
月一度 両国寄席へ 行っている 大いに笑い ストレス飛ばす
月一度 ジョークサロンの 披露聞き 大いに笑い ストレス飛ばす
居酒屋で 笑い上戸が 集結し 大いに笑い ストレス飛ばす
職場では 世間話が 盛り上がり 大いに笑い ストレス飛ばす
世間はいったいどないなってまんねん
日本でも ポケモン GO が GO サイン リスクが高く 避難 GOGO
横綱へ 頑張ったけど 稀勢の里 白鳳駄目も 日馬富士止め
宇良関は 11 勝で 勝ち越すも 得意の「いぞり」 ついに決まらず
佐藤俊一
どこの・ど・どどいつ変化球
――まずは古典「どどいつ」への“返歌”球から。
▼「褒めて持ち上げ お酒をついで その気になる頃 水をさす」
さしつさされつ お酒を飲んで ちょうしにのって 水さされ
さしつさされつ お酒をのんで 酔ったあげくの むこうみず
さしつさされつ わりない仲に わって入って 水をさす
人が水さす うしろゆびさす 若いふたりは むこうみず
▼江戸の根付けに「天狗が長い鼻ですり鉢を擂る」愉しくも秀逸な作品が！
天狗のごますり すりこぎ要らぬ 鼻たかだかで 鉢あたり
天狗のごますり すりこぎ要らぬ 鼻たかだかで 得意赤面
▼もうツユもあけましたが・・。
ふられてもいい ぬれてもみたい 年齢（とし）のカサなど 捨ててゆこ
ぬれてみたさに あっさりふられ 心さみだれ なみだ雨
ふられたくない 心もように 年齢（とし）のカサなど 役立たず
外はさみだれ あまだれ聞いて よだれねみだれ 午睡（ひるね）かな
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祝コミックどどいつ瓦版

300 回 到達！！

高木正明 コミックどどいつ瓦版（300） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

四半世紀で ３００号に コミックどどいつ 通過点
改憲隠して 争点隠し 与党が謀った 参院選
アベノミクスに 成果が見えず 今だ迷走 道半ば
不倫でもなく カネでもなくて チャリで転んだ 谷垣氏
女性活躍 叫んだ総理 小池百合子は カヤの外
渡り鳥です 飛ぶのは得意 崖から飛ぶ気の 小池女史
無駄な選挙を 再三再四 ドジな都知事を 出したツケ
公務疲れで 天皇弱音 生前退位も ままならず
国際法など 余計なお世話 のさばるチャイナの 九段線
バングラ事件やニースの事件 防ぎ切れない テロ事件
外に惨劇 内にも悲劇 狂気凶行 やまゆり園
クイズ・お色気・政治や世相 洒脱批判の 巨泉逝く
あたりかまわず ポケモンＧＯで ゾンビもどきの スマホ狂
上げるつもりの 国威を下げた ロシアぐるみの ドーピング
カネや利権や 薬物絡み ジカ熱絡みの リオ五輪

上の空組 印南博之

大娯解

海と船

♪ 海は広いな大きいな 僕は海なしスイス人
（国名をルクセンブルグ、オーストリア、リヒテンシュタイン、ポーランド、モンゴルなど
に差し替えて歌ってみましょう）
♪ 我は梅の子
サンズイ偏だってば
海は生物の生みの親なんだねえ
名も知らぬ遠き島より
中国領にならぬように警備をしっかりたのんだぜい
金比羅船ふねおいて（追風）に帆架けてシュラ シュシュシュ
金比羅船って蒸気船だったの？
ヤモメの水兵さん
奥さんの方がヤモメだよ
呼べばすぐ来るアラヨット
人力車と間違えないでネ
今日は進水式だぞう、だれだ浸水って書いた奴は！！
がんになり 飛んでみようか バルト海
海の中にあるのに地中海とはこれいかに？
人類最大の戦争が行われたのに太平洋というがごとしサ
-7-

南亭琴内（米岡泰） 南亭琴内氏どんでん返し 99

Ⅰ.時事川柳

Ⅱ..イブの誕生のいきさつ

Ⅰ.時事川柳
①ポケモンＧ 亡国遊戯 日本にも
⑤こそ泥と カッパライいる リオ五輪
Ⅱ.イブの誕生のいきさつ
アダムが楽園で動物たちと寂しそうに暮らしているのを見た神様は 「お前に生涯の伴侶を授けよう」
「伴侶って一体何です?」
「何時もお前と一緒にいて、食事の相手をしてくれ、何でもお前の言う事を聞く、お前の喜びや悲しみを共に
し、病気や怪我の面倒を見る。お前の好きな時に寝てくれるし、起こしてくれるのだ。」
「そんな素敵なものだと、どのくらいの材料が要るのですか?」
「お前の片手と片足の骨くらいは要りそうだな」
「それは困ります。あばら骨一本くらいで勘弁して下さいよ」
「良かろう！でもかなりサービスは落ちるぞ」
……そして……今……

片岡 隆

暴笑老人の爺小話

「片岡

ｖｓ 黒田」

日銀の黒田総裁（私にそっくりと言われます。
世界に 3 人いるそっくりさんの一人）
日銀の黒田な、あいつはオレの双子の弟なんだ。黒田家に子
供ができないので、ウチに「どちらか一人養子に欲しい」と言
ってきたんで、出来の悪い弟の方を譲ったらしい。メタボだけ
ど、オレにそっくりな顔をしてるだろ。昔から頭が悪くてさ、
今でもバカなことばっかやってるよ。この前、オレに「なんかいい挽回策はないか？」と聞くから、
「そんなことはテメエで考えろ」と一喝してやったのさ。まったく困った野郎だ。
「もう、お互いに、香典とかは無しね」
最後の一人（the last man standing）となるつもりで、バカな提案をするやつがいる。
「君達が死ぬたびに香典を出して、自分の番になったら、香典をくれるやつが誰もいないのでは割に合わな
い。最初に死ねば一番儲かるけど、それじゃ、長生きする気が失せてしまう。だから、これからお互いに香
典は無しにしようぜ。おれって、けちかな？」

二流亭転失気奴（高畑 傳）生前法名（教傳院釋印熱）

帽子オジサン参上!!!

日本語面白いな！儲かるぞ！（二流亭転失気奴）変な老人！
伝さん、（君の帽子 取ってもいいなー）、B 君（そう とっても良いだろう）
伝さん、無言で帽子とりあげる。Ｂ君 ええー！ 何故僕の帽子取るのだ！！
伝さん 君が取がっても良いと言ったから！ Ｂ君 とっても良いと言ったん
だがね？
天の声 〈武士に二言なし〉 〈覆水盆に返らず〉 パックン全然わからないよ！
傳さん（高畑、通称 伝ちゃん）はこの帽子取り上げて１５年。
Ｂ君 日本語難しいな、うっかり良い帽子被って、伝ちゃんに会えないな！
参考

素材はパナマ特産のパハ・トキージャという椰子の一種でできた帽子

『モダン・ボーイ』『モダン・ガール』を略したモボ 達に、大正末期から昭和始めた頃「私が生まれた頃」）に
日本ですごく流行った帽子です。赤ん坊ながら憧れていたのですね。？

-8-

平井幸雄

とんち算数問題・・・とんちんかん？

人生は計算通りにはいかない。1＋1＝2 のように単純ではない。かけひきがあり、わりきれない
こと、いい加減なことなどいろいろです・・・漢字ひらがなカタカナを加減乗除してみたら・・・

２ ＋

２ ＝

＊夫婦（22）は向き合い、愛を確かめあいたいものだ
千 夜 一 夜 ＝ 千
＊1001 夜アラビアン Night
ひ 十 ら 一 い ＝
ひ＋（たす）ら－（ひく）い低姿勢
洋酒（ウヰスキー）
÷炭酸水（ソーダ） ＝ ハイボール
＊ウヰスキーをソーダで割ると・・最近は乾杯からこれだソーダ？

漢字＋漢字＝数字の計算式
寒＋温＝７
＊三寒四温
臓＋腑＝11 ＊五臓六腑
差＋別＝11000 ＊千差万別
発＋中＝200 ＊百発百中
転＋倒＝転＋起＝？
＊七転八倒＝七転び八起き＝15
立って考え
座って直し
歩いて捻る
ジョークかな

野本浩一

お写落日記

７月は先輩・友人諸氏との飲み会が多かった。

動詞「飲む」の五段活用を勉強して、飲み明かす日々だった。先人たちが酒を楽しんだ日々を思
い起こしつつ自分なりの楽しみを見いだす。人生は常に勉強なのだ。
■未然形
飲ま、飲も
「飲まない人とは付き合わない」「飲もうと言われれば、即乗る」
【人の世にたのしみ多し然れども 酒なしにしてなにのたのしみ
（若山牧水） 】
鶯谷・焼貝うぐいす
たのしみは 女なくても トモありて 割り勘にして 酒を
呑むとき
＊とは言え、ちょっと高かったなぁ。
＊貝を沢山食べたので、多貝（たかい）のかも。
■仮定形 飲め
「飲めば天国ですよ」「明日は仕事だ」「俺は仕事ない。無職だ」
【日常の根の枝わかれそれぞれに酒沁ませつつ会話楽しも （佐佐木幸綱）】
浅草・駒形どぜう
たのしみは 浅草に行き 駒形の どぜう食べつつ 酒を呑むとき
たのしみは 初めて出会う 人交え 酌酌み交し 語り合うとき
＊初めて会った人の名は育男。52 才で死んだ親父の名も生男。
イクオ
繋がりで親父を思い出す。飲みに行くおーー。
■命令形 飲め
「飲め。今宵は、みんなで楽しもう」
たのしみは 思わぬ時に 友が来て 今日は奢ると 口にするとき
たのしみは 昨日も今日も 飲んだけど 明日も飲める 予定あるとき
かくして７月は動詞「飲む」の「五段活用」と「冗談活用」をしっかり学んだ。
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★2016 年 7 月 27 日例会参加者 19 人

あと一人来たら 20 人、二重の喜びだったけど・・・

高木正明、佐々木裕子、野本浩一、曽田英夫、平井幸雄、森昤二、片岡隆、佐藤忠恕、阿部浩、
印南博之、柴本和夫、高畑傳、佐藤俊一、高村仁幸、門口泰宣、藤井敬三、米岡泰、神代京子、
尾垣聡子
祝 No300
高木正明様
祝 64 才
柴本和夫様
とにかく
祝えば天国

柴本和夫
64 歳の誕生日到来した
★免許の更新に行ったら、ゴールドカードを受け取った。
過去 5 年一度も運転歴がなかったので・・・・イミテーション・ゴールド！
★65 歳定年迄は、残り 365 日となった
AKB～365 日の紙飛行機の歌詞
人生は紙飛行機 その距離を競うより どう飛んだか どこを飛んだか
それが一番大切なんだ
さあこころのままに ３６５日！

ジョークサロンは、作品のデキを競うより、参加することが一番大切なんだ！
さあこころのままに！～おおいに笑おう～ジョークサロンで
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 ）
9 月 28 日（水）
千代田スポーツセンター７階
第２集会室
10 月 26 日（水） 千代田スポーツセンター７階
の 予定
尚その後は
11 月 16 日（水）、12 月 14 日（水）が年内の予定です。
2017 年新年会は 1 月 7 日（土） ＠神田多町 ラ・リヴィエール
＊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）
森昤二、大石脩、遠藤昭子、浜田頓坊

2016 年 7 月 20 日～2016 年 8 月 16 日

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.323 発行 2016.8.24
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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