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＊＊＊＊＊２０１６年１０月 No.３２４＊＊＊＊＊＊＊＊ 

          
＊＊３００回超えて飛んでる伝笑鳩 今日は南へ明日は北へ＊＊ 

 嬉しいことが起こりましたので、ご報告です。 

 伝笑鳩読者の村上信至さんから変集鳥宛に電話とメールが 

ありました。自作の笑品がメールに添付されて届きました。 

その村上さんのメールを笑介致します。例会にも参加して貰えそうです。楽しみにお待ち申し上げます。 

 

さあ皆さん、外に出ましょう。思いっきりいい空気を吸いに出かけましょう。 

内神田で例会を開催しているジョークサロンにも是非お越し下さい。。 

 いろいろな楽しみを見いだす秋にしましょう。笑いに飽きは来ませんよ。 

 

神奈川・村上信至     本日は突然電話を差し上げまして、大変失礼いたしました。 

いつも、「伝笑鳩」を拝見させて頂いて、私もいつか皆さんのように投稿したいな、と思っておりました。

どうか御笑覧ください。なお、原稿はファイルで添付してありますので、宜しくお願い致します。 

例会には、都合がつけば参加させて頂きます。楽しそうですね。 

 

目黒の亀サンマ こと 亀山光昭    猛暑も 「もうショ」ットの我慢です。 

楽しく笑わせていただきました ここを直していただくと もうショット笑いが増えるかと・・・。 

 

京都・大石脩  伝笑鳩323号をお届け下さいまして、真にありがとうございます。 

暑中見舞いの分までご掲載の程を感謝甘蔗（食べころかな）の我が心。次号の324号は、四半世紀を超えて

の二十七年に成ります carね。正に、継続は力なり。笑談積もれば笑々々々と････、鳴くは蝉さん笑い蝉さん。 

 

東京・高栄子  今月もこんにちは。（No.323）8ページの片岡氏「もう、お互いに香典は無しね」に 

「その通～り！」と頷いています。自分が長生きすれば、友人を次々失ってゆき、だんだんと孤独に耐えなけ

ればなりません。長寿の恩師を見ていて、そんな覚悟をもう三十年もしてますが、世界一長寿国の日本人はい

かに対処しているでしょうか（？） 

ジョークサロンの先輩方は全く問題はありませんよ。愉しくゲラゲラ笑っている内にあちらにお渡りになる

にちがいありませんから。 

 

千葉・石井志津夫     「300回を超えて飛んでる」 に最大の敬意を表します。 

心友の柏谷達雄さんがNo.322号（8月号）のものは付けで秀逸を獲得、喜んでおります。９月にふるさと秋

田で小学校の同窓会あり、伝笑鳩を配りたいとのことで、手持ちのバックナンバーを全部差し上げました。伝

笑鳩のPRもしてくれるようです。8/22～24 能登・輪島の旅を楽しんできました。「笑いでガンを克服」と

小生の笑介があり、笑いの医力について話をして参りました。 

 

福島・松山カオリ    皆様の作品を見て私も落ち着きません。今月からがんばります。 

 

 夏が去り 実りの秋が やってくる ジョークサロンで  大いに笑おう 【快鳥・曽田英夫】 

どこの・ど・どどいつ変化球  

よねんごの メダルラッシュの  

東京五輪 めざし今から よねんなく 

ポケモンＧＯって 何のことやら  

聞いた私は ぼけもんＧ～。 

          埼玉・佐藤俊一             

伝笑鳩 
今月の一笑 
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新潟永林寺・佐藤憲雄  伝笑鳩三二三号嬉しく拝し御厚礼申し上げます。御尊体切にお大事に～ 

都々逸  天下随一 雲蝶作を 仰ぐご苦楽 永林寺 

和尚の独り言「一語一会」 「成功」の反対は「失敗」ではなく 何もしないことである 

古文亭南朝選 第１８８回ものは付け 「秋を感じるものは」 

壊される海の家             神奈川  阿部 浩 

風は芒のささやき            京都   大石 脩 

買い物カゴにうっかり松茸を入れた    千葉   高木 正明 

目黒のサンマ祭り            東京   高  栄子 

氷結めぐり               東京   樋口 七郎 

庭に鳴くすず虫             高知   高橋 満子 

夏物一掃セール             東京   植竹 団扇 

焼き芋を食べる             東京   藤野 哲康 

鮭の遡上                東京   柏谷 達雄 

女房の肥えと亭主のやつれ        千葉   西山 雄治 

釣瓶落しの夕暮             神奈川   志賀  明 

アズナブールを聴きながら書く長い手紙  千葉   吉永 こ百合 

爽やかな風               千葉   岡部 千代松 

白系から茶系に変わるファッション誌   神奈川  藤倉 由紀子 

紅葉                  神奈川  武井 美雄 

すれ違う赤トンボ            東京   高橋 通男 

金木犀の香り              千葉   海郷 達人 

うろこ雲                千葉   皆合 かず子 

すきま風                神奈川  山口 栄子 

夏の日の想い出             東京   野本 浩一 

錦秋への旅のお誘い            埼玉    石原 義三 

コスモスの花               東京    樋口 七郎 

 
次回（第189回）の題       「指を折って考えるものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

10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 

 

落 蝉         東京   奧苑 順子 

【評】一所懸命 訴えていたけれどなあ 

入選 

 

空になった燕の巣            神奈川  山中 静代 

女心                  東京   稲葉 浅治 

財布の夏ヤセ              神奈川  浜田 頓坊 

妻との間に吹く風            埼玉   北沢 正嗣 

祭り太鼓の稽古             静岡   野末 紳二 

 

佳作 
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初登場 村上信至さんは新人さんです 

 

村上信至  あほえびす川柳「この夏いろいろあったなァ」 

 

祖父と孫一緒に食べるソフトクリーム     祖父よりも福沢会いに孫来る 

蝉脱皮これがほんとのセミヌード       眠れない夢からさめたら朝だった 

ほっとする今日の尖閣舟来ない        グレてやるそれならジジはボケてやる 

 

東京・稲葉浅治    川柳「立」   役不足わめく人ほど役立たず 

  

子が巣立ち二人それぞれ一人部屋    電話鳴る出たいけれどもすぐ立てぬ 

高齢者顔の寝ぐせに腹を立て      ウチのパパいざという時役立たず 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊     甘辛都々逸ほのぼのランド 89 

〈朝から元気印の声が響く街角〉 

◇地元朝市 花屋のおかみ 「負けろ」「負けない」 よい啖呵 

◇瓜を売ってる 外国人は 立派な髭面 ハンガリー 

◇大声出しては 腕など振って テンポ早める 卒寿翁 

◇由比ガ浜より 江の島目指し 徒歩の英人 日本語 

 

 〈日本語はなかなか味わい深い〉 

◇かつて天神 ひら仮名広め 今やカタカナ 国際派 

◇元は「トウケイ」 東京呼び名 外国人には 「KOKIO」派 

◇「吾」と「我」とは いずれも「わが」で 同じようだが 違う味 

◇「恨」と「恭」とが 並んで辞書に 載っている怪 心の部 

◇あまり後味 良くない話 たまにあるけど 嗤い捨て 

◇「。」や「、」にも 命があって 下手に手折ると 花咲かず 

 

京都・大石脩         ダジャ連発 

「オリンピックでメダル云々あったけど、常にびりだった海の生物は？」 

「エッ、エエ～？？」 

「ハハハハ･･･ベッ蛸よ」 

 

「コソ泥ちゃんを発見・110番したお手柄中学生」 

「しょっぴかれれるのに対し、『悪漢ベェー』」 

 

「ユカちゃん、テレビ消しといて」 

「どうしたん？」 

「TV消しなさい！」 

「エエッ、私ってそんな魔法使いの役じゃないのに」 

 

「君に惚レターと、彼氏からおほほほレター届いたのよ」 

「嬉し顔のあまりに浮かれて、お酒を戴くのは避けよ（酔）うね」 

https://www.bing.com/images/search?q=%e9%ad%94%e6%b3%95%e4%bd%bf%e3%81%84%e5%b0%91%e5%a5%b3%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&view=detailv2&&id=5DD85F8E72EB97AC8FF36971FDD0980A02CAFCAC&selectedIndex=10&ccid=pXpLMYGZ&simid=608009156569465118&thid=OIP.Ma57a4b318199862855892ff2be314c37o0
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佐藤俊一       どこの・ど・どどいつ変化球  

 

袖すりあって 出逢ったふたり 袖にしあって 別れます 

いくらせがまれ ねだられたとて ないそでふれず ふられたよ 

三味線を ひくは至難（指南）よ わたしゃクシャミで 風邪ひくだけの バチあたり 

 

▼「大」の字を分解したら「一」と「人」 

手足のばして 「大」の字に寝る 別れて一人の わびずまい 

■酒飲みの大義名分 

▼「失楽園」アダムとイブの楽園追放（Ｊ・ハミルトン） 

失楽園は 食べたからだぜ 呑んでりゃずっと 天国よ 

▼ビクトル・ユーゴー：「神は水をつくったが・・」 

人がつくった 美酒には酔うが 神の水では 酔えやせぬ 

▼オマール・ハイヤーム（イスラムの詩人はうたう） 

天国さびれて 人影もなく 地獄は満員 日々祭り 

▼ギリシャの樽のなかの哲人ディオゲネス 

どの酒が好き？ いまさら聞くな 人さまの酒に きまってら 

 

信用亭 駒公（世田谷 佐藤 忠恕） ○ 清濁擬音都々逸 no.4 

 

◎ カンカン・ガンガン  かんかんと 日差しは強く 熱中症に   俺の頭は  がんがんだ 

かんかんに 怒る理由が 分からぬうちに 頭殴られ  がんがんし 

かんかんと 鳴る鐘の音が 余りに近く  耳に響くよ がんがんと 

◎ サクサク・ザクザク  さくさくと 示談交渉 進んで行けば   費用は嵩む ざくざくと 

さくさくの 料理希望で 腕ふるう時   野菜を刻む ざくざくと 

さくさくと 営業開拓 進むと見たが   難問課題が ざくざくと 

◎ ハラハラ・バラバラ  はらはらと 俺のエラーで 流した涙   チームはこれで ばらばらか 

はらはらと 散る花に似て 俺とお前は  気持ち離れて  ばらばらに 

はらはらと させる試合の 原因探りゃ  攻撃・守備が  ばらばらだ 

◎ ホロホロ・ボロボロ  ほろほろと 崩れる肉が 余りに旨く   感激涙で   ぼろぼろに 

ほろほろと 花が散る様 失恋したら   私のハートは ぼろぼろに  

ほろほろと 零れる涙 垂れる鼻水    彼女の化粧  ぼろぼろに 

 

高橋通男（奈菜子）  小噺（99.9％真実です）  小学校同級生（初恋の人）のお通夜で・・・ 

 

彼女の微笑んでいる遺影写真を見たとたん・・・恥ずかしながら、胸一杯になった。彼女の誕生日会に毎年

参加した事を思い出す。私が東京勤務に返り咲い（当時 29 歳）た時は、彼女の家で栄転祝いをして貰ったの

だ。そのときに「娘と結婚してほしかったと（笑）」と仰った母上が、ご健在で・・・私（高橋二人いたため

通男君と呼ばれていた）は号泣してしまう・・・同級生のマドンナ「末ちゃん」が優しく私の肩を叩いて慰め

てくれた。少し落ち着いてから・・・ 

通男  「末ちゃん ありがとう 優しいね！」 

末ちゃん「いいのよ通男君 だって次は通男君だから！」 

通男  「・・・・・・・・」 
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香野好勇        好太川柳   ＆   フォト川柳 

 

・ねばり腰再起が未来の夢開く       

・腰痛が教える老化深化論 

・リオ五輪ゴタゴタ尻目にファンファーレ   

・遺産ナシごたごた無しの茜空 
・微笑みは我が家一番のおもてなし 

・波しぶきヨットに架かる虹の橋 

・売る人の顔見てやめたお大福     

・シルバー席なぜかよく寝る若い奴 

・夏定番ステテコ ヤングファッションに         

・ポケモンの歩きスマホで天国ゴー 
 

海郷達人               ショートジョーク 

 

◆夕食前、パソコンに向かってジョークサロンの作品作りに取り組んでいたところ、ワイフが声

をかけてきた。「ねー、今夜のおかずはポークの生姜焼きだけど、汁もんは何にしよ―」と。 

なま返事で「しるもんかー」と応えたら、後ろからフライパンで、頭にガーン。 

◆夕食後、テレビを見ているうちに眠くなってうとうとしていた。  

すると、ワイフが「あなた、起きて、起きて」と揺り起こす。 

「なんだい」と目を覚ますと、「睡眠薬を飲む時間よ」だと。 

◇［付録］ 名作「対文」紹介 

 潮鳴りや のどごし 夏こそ ビイルだけ （逆さに読むと） 

              けだるい日 粗忽な 仕事の やり直し 

               

笑門亭来福（西川信治）     ■時爺呆談～□世相呆談「高齢者の一日（川柳調）」 

 

■仲良し大臣残留で待機議員70名  →大臣が何かを出来るわけじゃなし 

■爺達の回顧談（飲み放題2,980円で）→「ドンとか元知事失言と息子の対応あれじゃだめだよ」

「野党候補もあれじゃあな」「文春はすごいよ」 

 

□最近意外と人気のゲートボール  → 復活か和気あいあいに球を打つ 

□炎天下でも１人で散歩する男性  → 長生きは一途に歩きわが道を 

□午前中テレビ          → 桟敷席見るのは主に健康長寿 

□俺はテレビは見ない       → 安新聞スミからスミまで読みつくす 

□毎日の日課が増えた定年後男性  → ゴミ出しに洗濯たたみアイロンかけ 

□インターネットサーフィン    → 検索はスポーツ芸能政治ネタ 

□「毎日何してんの」ときく友人  → そんなこと俺に聞くなよ何かせねば 
□毎日ジムで汗を流す人      → やり過ぎて倒れないようほどほどに 

 

  入道雲スックと立って世をねめる 
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藤井敬三        ユーモア川柳「ああ、爪」<解体新笑シリーズ＞ 

マニキュアを虹色にして夏の恋       何かある鼻唄で爪磨く妻 

嫁入りのときは隠した角と爪        爪だけはすくすく伸びる定年後 

缶ビール栓を抜くとき爪伸びる       ポケモンＧＯ出来ぬ爺は爪はじき 

能なしの鷹はやっぱり丸い爪        水虫の棲み家となった足の爪 

太鼓腹足の爪切り邪魔をする        風呂上り素直に切れる足の爪 

空蝉は幹にしっかり爪を立て        鷹の爪余りの辛さ腰が伸び 

爪の差でメダルが逃げるタッチ板      弱くとも爪の先まで虎フアン 

逆転されテレビを消して爪を切る      爪に火を灯せばやはり熱かった 

 

吉永こ百合   ～こ百合のひとりごと  ＋   はめ字～   

 

  小池百合子さんが、新都知事に!!    なにやら こ百合さんと 名前が 似て、にっこり。 

   ほほえみて 絵日傘くるり さようなら／こ百合 

  これは、good bye  ではなく see you again の 合図です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
上の空組 印南博之       大娯解   
   
  ♪ 山男よく聞けよ山女に惚れるなよ 二人そろってよおお  雪山遭難ってステキネえ 

ウサギ美味しい「かの山」            歓迎新しい郷土料理店開設   

磐梯山の頂上に宝くじの販売所ができるんだってサ それで宝の山ってわけか 

  米山さんから雲が出た              ありゃ火事だ 早く１１０番！ 

山伏山岳救助隊発足 六根清浄組  金剛杖、ほら貝にザイルとピッケルを装備に加えました  

誰だ「不要の高値なんて書いた奴は！」      芙蓉の高嶺・・・立大 

東富士には双葉山だぞーい！           そんな山には登れません 

ワタシタチ 金竜山行くのが大好き 楽しみです 

      オイシイモノ イッパイ 江戸土産素晴らしい  （金竜山浅草寺） 
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曽田英夫          狂歌NEW門  

浮き浮きとする 楽しい時間 

 居酒屋で 冷酒にさしみ 大笑い   浮き浮きとする 楽しい時間 

 気を抜いて 昔の友と 久しぶり   浮き浮きとする 楽しい時間 

 趣味が合い マニアの言葉 通じあう 浮き浮きとする 楽しい時間 

 職場では 見渡す限り 女性だけ   浮き浮きとする 楽しい時間 

笑ってすまそう 苦しい時も 

 満員の 電車のなかで 片足で    笑ってすまそう 苦しい時も 

 小遣いを むやみに使い あとわずか 笑ってすまそう 苦しい時も 

 遅刻する 駅まで走る 足もつれ   笑ってすまそう 苦しい時も  

世間は一体どないなってまんねん 

 イチローが ３０００本の 安打打ち 異国で開花 イチから苦ロー 

 千代の富士 強い横綱 病いには 負けてウルフは 大神となる 

 都知事選 百合子が勝って 女知事 小ではなくて 大胆にイケ 

 リオ五輪 ４連覇した 伊調では 良かったそうだ 胃腸の調子が 

 沙保里では ４連覇なく 大涙 それでも銀だ それでもよしだ 

 陸上で ４人で取った 銀メダル 飛鳥がいれば 飛ぶ鳥のよう 

 卓球で 力を合わせ ３人で あい・かすみ・みま サー銅だみま 

 カンボジア 国旗を背負い 猫走る 完走したが ブービー賞だ 

 リオ五輪 盛り上がったぞ 夏の日は 寝不足忘れ メダルに歓喜 

 高木正明 コミックどどいつ瓦版（301） 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

小池都知事に 期待の都民 舛添薄い毛 よりコイケ  

五輪絡んだ 都政の行方 ドンが牛耳る 伏魔殿  

都民の暮らしに 絡んだ築地 移転騒動 収まらず  

使途が不明の 都税の行方 都議の黒塗り 領収書  

六日、九日 原爆慰霊 その日限りの 核禁止  

核廃求める 被爆者よそに 改憲意欲の 安倍総理  

核という名の 絶対悪を 必要悪だと する政治   

護憲・改憲 意見の相違 天皇・総理と 食い違い  

悩む天皇 生前退位 巷じゃ お払い箱の歳  

男どもには 任せておけぬ 党首選挙に 蓮舫氏  

丸め込まれた 地検の弱み 秘書も甘利も 不起訴晴れ  

所かまわず ポケモンＧＯが 場所によっては ポケモンＮＯ  

治安悪しと ブラジル便り やれば出来ると リオ五輪  

金だ銀だと 騒ぎのメディア 取れりゃ銅でも いいメダル  

五輪終わって 引き継ぎ式に パフォーマンスの アベマリオ  

独りコツコツ 重ねた記録 イチロー安打の ３０００本  

https://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%a4%e3%83%81%e3%83%ad%e3%83%bc%e5%86%99%e7%9c%9f&view=detailv2&&id=A9ADF54650545820DB4584B0D6AEA15E04049541&selectedIndex=19&ccid=TGqmLN0L&simid=608007292550777632&thid=OIP.M4c6aa62cdd0befcd310cd888a65edce1o0
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祝 １００回  お・め・で・と・う・ご・ざ・い・ま・す 

南亭琴内（米岡泰） 南亭琴内氏どんでん返し100 Ⅰ.時事川柳  Ⅱ.バイクの英雄 

  

 
★リオ五輪 掏摸カッパライ 新記録  
★ロボットの 運転事故の 責任は 
★難民の 金メダル数 カウント０ 
☆ポケモンG 輪っぱを持つな 命がけ 
☆筒香の 16本は 好都合 

 

 
高橋通男（奈菜子）      奈菜子の世界 
 
20160805 読売新聞USO放送  民進代表戦出馬へ   ２位じゃダメです      ―蓮舫 

20160808 読売新聞USO放送  ゴルフ用具事業撤退  パーになった          ―ナイキ 

20160815 東京新聞笑ケース   ３大会ぶり金     ２位じゃダメなんです  ―体操男子日本 

20160815 毎日新聞ふんすい塔  ２連覇        タイソウな逆転でした  ―内村航平 

 

平井幸雄    

今更ながら算数を学んでみようと思い立った。３歳の孫が「1・2・3・4・5・・・・」

と数を 数えているのをみていて思った。孫に算数を上手に教えられるかな？ 算数

はどちらかというと 私は苦手で「数が苦」だったが、楽しい「数楽」なら・・・  

数学時計 まずは、四六時中数学に親しむために、我が家の掛け時計を変えてみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

化学工場が大爆発。逃げ遅れた従業員が一人いたが、消防隊も入れない炎。 

そこへ一台のバイクが颯爽と現れ、アッという間もなくその中へ飛び込み、従業員はそのバイクに飛びつ
いた。そのまま疾走したバイクは火だるまになりながら、工場を通り抜け池にザブン！バイクの青年も従
業員も火傷は軽く奇跡的に助かった。社長は感動して謝礼金5万ドルを出した。 

 マスコミも駆けつけて、早速インタビュー。「こちらがヒーローの青年です。立派でしたねー」 

「それ程でもないっす」 

「5万ドルは何に使いますか？」 

「今度はちゃんとブレーキの効く車を買います」「✕〇△！」 
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阿部博   アベ ノミ クス クス 川柳 
 
◆ゆるやかに眼下の花火海に入る 
◆大自然ポケモンどこにいるのかな 
◆鈴虫と寝つけぬ夜を聴き語り 

 
◇世界一なつても妻は馬鹿みたい 
グーグルマッ プ投稿写真で週間、 月間の 

アクセス新記録のお知らせメ ールを見せたときの言葉。 
 
◆時刻表空 自埋めて秋近し 
曽日英夫会長の 『発掘:明治初頭の列車 時刻』 (交通新聞社新書)を手にして。 

◆GPS俺の居場所がわからない 
◆防水かメダ慇 マホ気にかかる  リオ五輪閉会式を見て 

 
  
野本浩一      お写落日記 
 
【キョウリュウに追われて出会うサメを避け 生き延びて飲む酒の旨さよ】 
 
8月12日（金）夕刻から国立科学博物館に出向き「海のハンター」展をのぞく。 
誘ってくれたのは会社の先輩・同僚グループで、納涼会の前にアカデミックにと
アホデミックな小生に声をかけてくれた。その国立科学博物館の地下は恐竜達の
巣だった。そうとは知らず脳天気に覗くと、恐竜が襲いかかってきた。あの猛獣
格闘家百獣の王武井壮から、対処方法の伝授を受けていない小生には「逃げるが
勝ち」しかなかった。 

 「海のハンター」展ではシロワニに逢い、ホホジロザメに遭遇して目が覚めた。 
 これがウミノメザメだ。その後ハチワレの鋭い尾びれを手刀で受け、命からがら 
の逃避行だった。 

 
恐竜の名前なかなかでて来ない ワカランドンやシラノザウルス 
恐竜のオスの人生つらいかも 巣に戻ったら恐妻怖い 
恐竜もかなわぬものが二つあり 謎の隕石異常気象よ 

 怖かったなぁ。 

 

 

若狹芳生  ■漢字「子」が１２・・・「子子子子子子子子子子子子」 は何と読む？ 

 

●答：「ねこのここねこ ししのここじし（猫の子仔猫 獅子の子仔獅子）」 

●連続漢字「御御御付け（おみおつけ）くらいは知っていたのですが・・・。 

●「子子子子子子子子子子子子」の出典は、宇治拾遺物語４９話・小野篁広

才の事です。その中で、嵯峨天皇のナゾナゾに小野篁が見事に答えた

ものです。子の字は、「こ」と「し」と「ね」の３通りの読み方がある

からです。 

■「子子子子子」で何と読むでしょう。 

●答：「この子猫の子（このこねこのこ）」で、前からでも後ろから読んで

も同じ回文にもなっています。これは私の作文です。 
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★2016年8月24日例会参加者 16人  ＊太字の方は初参加です 

野本浩一、佐々木裕子、曽田英夫、阿部博、佐藤俊一、和田美代子、高木正明、海郷達人、平井幸雄、

阿部浩、印南博之、佐藤忠恕、高橋通男、米岡泰、藤井敬三、尾垣聡子 

＊佐藤俊一さんのお知り合いの和田美代子さんが初参加で楽しんで貰いました。 

＊下記写真は例会で実施している伝笑鳩の封筒詰めから始まり、笑作品に笑う皆様の様子です。 

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 ） 

10月26日（水） 千代田スポーツセンター７階  第２集会室   

11月16日（水）   ＊第3週です   千代田スポーツセンター７階  の 予定 

12月14日（水）  ＊第2週です     千代田スポーツセンター７階  の 予定 

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 

伝笑鳩 No.324 発行 2016.928                 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8月17日～2016年9月20日 

 大石脩、植竹団扇、浜田頓坊、石井志津夫、森昤二、山本千鶴子 

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。 

訃報        長きにわたり伝笑鳩をご愛読頂きまして真にありがとうございました。 

読者・市井雅敏氏  謹んで追悼の意を表しご冥福をお祈り申し上げます。 
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