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＊＊＊＊２０１７年３月 No.３２９ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

          
＊＊＊＊酉年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊＊ 

 今年は異常寒波の襲来です。 

 皆さま体調崩さずにお過ごしですか。 

 くれぐれもご留意の上お過ごし下さい。 

 ジョークサロンの招き猫のカットが快鳥・曽田英夫から届きました。是非例会にお越し下さい。 

 新年会に参加の読者のお二人から届きましたお便りをまずは笑介させて戴きます。 

 

東京・小柴常雄  楽しい会に参加させて戴きまして有難うございました。あたらしい知人が出来て感謝 

しています。記念の写真を送って下さいまして有難うございました。今後共よろしくお願いします。 

 

神奈川・藤野有樹   新年会の写真が届きました。有難うございました。古女房と写真を見ながら 

当日の楽しい一日を思い出して二度楽しんでます。 

曽田様にはいつもいろいろと御手数かけまことに申し訳なく･･･感謝しております。 

 

東京・瀧口庸行     小生を伝笑鳩にご紹介頂いた石井志津夫さんとは年に数回お逢いして 

情報交換しており時折貴会の噂を耳にしております 

昨年八月同窓会事務局長の職を退任し只今フリーの身になりましたので機会がありましたら例会に出させ

て頂くつもりでおります 今年も伝笑鳩の発展心より祈念してご挨拶と致します 合掌 平成二十九年丁酉歳 

千葉・桜井レイ          前略 今年も「伝笑鳩」楽しみです。 

林家三平・たい平・三遊亭円楽の寄席を見に行ってきました。時々、NHK ラジオ深夜便で落語を聴くこと

はありますが、生の舞台での落語家の仕草・表情・話術に即反応して笑う気持ちよさと、会場での笑いの渦に

あらためて「笑いは体に良い」ということを、実感してきました。 

今年は時間の使い方に余裕をもち例会にも参加できるようにしたいと思ってます。  早  々

 

千葉・藤森清彦  前略  立春（遠春）の候、ご健笑、ご笑活の事と笑察しお慶び申しあげます 

 先日は 「伝笑鳩」を子連れ付（３０匹）で笑送いただき有難うございました。羽

繕いしながら再笑しております。私のいろいろな活動時の話の糧（ネタ）にさせて頂

き爆笑を得ております。お礼の気持ちを伝笑させて頂きます。 

 石井志津夫さんとは、在勤中の仲間で、「伝笑鳩」を笑介頂き、それ以来 群れの

一羽として羽ばたいています。時には遠くまで泊まりながら餌捜しにも行っています。 

 例会へのお誘いを頂きましたが、365 日休みなく東奔西走、飛び回っておりますの

で笑談会への出席は無理かもしれません？が考えておきます。 

 笑報誌の更なる成長と仲間のご健笑を笑祈申しあげます。         笑送 

 

香川・彌永孝一  1年に1回だけ、切手を送るだけなのに、あっという間に1年が経ってしまいます  

 

節分は 福は内へと 豆をまく 大いに笑おう ジョークサロンで    快鳥 曽田英夫  

 

○ お惚け百人一首 （＊本歌割愛） 

 

▶まだ若い 積りでいたに わが髪の  

白きを見れば 余は老けるにける 

▶もろともに あはれと思へ 高齢者  

呑むよりほかに することもなし 

    東京・佐藤忠恕 

伝笑鳩 

今月の一笑 
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 手書きカット募集します。是非お便りやカンパと一緒にお送り下さい。 

 

昨年 11 月逝去の天野秀雄さん「あたたカット」に代わりまして、ジョークサロン快鳥から「おわらいカッ

ト」が届きました。５枚届きましたので、今月は全てちりばめました。プラス１枚は、自画像カットです。 

「狂歌NEW門」同様よろしくお願いします。 

 読者の皆様から送られて来るカットで伝笑鳩がもっと賑やかになればと思います。名刺サイズからハガキサ

イズまで、どんなものでも構いません。伝笑鳩やHPで活用させて頂きます。お待ちいたしております。 

古文亭南朝選 第１９３回ものは付け 「何ものにも替え難いものは」 

湯上がりのビール             神奈川  志賀 明 

気心の知れた名医             埼玉   高木 正明  
一家団欒                 千葉   皆合 かず子 
平和な世界                千葉   岡部 千代松 

彼女との逢瀬               京都   大石 脩 
純粋な心と誠実              東京   柏谷 達雄 
自分の歯                 埼玉   酒井 典子 

お金                   東京   稲葉 浅治 

一に健康二に命              東京   植竹 団扇 
ベターハーフ               福島   松山 カオリ 

開店した自分の店             神奈川  藤倉 由紀子 
一番風呂                    埼玉    石原 義三 

健康という素晴らしい財産         東京   高橋 通男 
人間の真心                高知   高橋 満子 

母の残した手作り袢天           静岡   野末 紳二 

女房への愛情               神奈川  武井 美雄 
ものは付けの秀逸に選ばれる        東京   柴本 和夫 

 

次回（第194回）の題    「今までに見た映画で一番だと思うものは」  

送付先：〒157-0072 世田谷区祖師谷５－７－５ 神山 徹 宛 

3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 

 

自分           東京   樋口七郎      

【評】何と言っても やっぱり これか！ 

入選 

 

糟糠の妻                 千葉   海郷 達人 
世界に誇れるリーダー           神奈川  田中 茂美 

水の星 ― 地球             神奈川  浜田 頓坊 
母の愛                  神奈川  山中 静代 

失敗の経験                埼玉   北沢 正嗣 

 

佳作 
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東京・稲葉浅治   川柳 「鳥」     平成のうちに会いたい青い鳥 

 

ヒロシマに世界平和を祈る鶴      人気店ビルに建て替え閑古鳥 

飽食の街はカラスも成人病       コンクリでつばめのお宿作れない 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊    甘辛都々逸ほのぼのランド 

〈ストーリー仕立ての都々逸〉 

◇さあてさてさて 都知事の選挙 あれでよかった のだろうか 

◇都民アメリカ 衆愚選挙 そうでないこと 願う民 

◇オバマ氏右肩 左手乗せて 話すトランプ その態度 

  〈立ち位置 角度で見えて来るもの〉 

◇時に立ち位置 切り口変えて 見える景色の 万華鏡 

◇死ぬか生きるか 危ない時に 人の情けが 見えてくる 

◇やはり優しさ 人間過去に 悲しみ苦しみ した結果            

◇苦労なんかは したくはないが すればするほど 出る丸み 

◇笑いの催促 しなくて笑う 自然体での お膳立て 

◇笑え笑えと 言わなくたって 笑いたくなる ネタ次第 

 

東京・樋口七郎       桜のつぼみがいまかいまかと春を待っております。 

 伝笑鳩キリンのように首をなが～～くして待っております。 

東京駅の老舗蕎麦屋さん“やぶ久”で食事をして表通りに出ると、変集鳥の故郷長崎県のアンテナショップ

が目にとまりました。早速入店してキビナゴ、長崎銘菓“一口香”、焼きアゴを求めましたが、カラスミは高

価で手がとどきません。宝くじで1億円当ったら買いにゆこうと思っております。 

 ４人がラーメン店に行き注文しました  

 「オレ タンメン」「ワシ ワンタンメン」「アタシ チャーシュウメン」「ボク イクメン」 

 

京都・大石脩            ダジャ連発！！ 

 

 

 

 

 

菅谷信雄       毎度毎度の瞬間芸  「トランプ新大統領誕生」 

 

♠大統領就任早々早速TPP廃止発言です。それなら、TPPからTPA（トランプ、プーチン、安倍）がお
薦めですこれで太平洋の３大大国が一致協力して、太平洋繁栄圏が築けます。 

 
♠トランプ大統領のアメリカ ファーストの狙いの１つは中国包囲網です。 

そこで、NAFTA（北米自由貿易協定）+RIN（ロシア、インド、ニッポン）＝NAFTARIN 
NAFTARIN（ナフタリン）には防「中」効果もあります（^ω^） 

 

「どういうお嫁さんが良いかな？」 

「日本一のお方がいいなあ」 

「ほう、具体的には？」 

「富を持参なさるお方」 

「名前は？ 決まってるんかな」 

「お富さん」 

 

「お笑いって、何で明るくなれるん？」 

「おおわライトが点いているからかな」 

 

「ボクんち食後に歯ブラシ使う時、BGM流れんよ」 

「どうして？」 

「歯me楽器さんだから」 
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信用亭 駒公（佐藤忠恕）   ○ お惚け百人一首（小倉百人一首もじりで諸々を謡う） 

 

（本歌  いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな 伊勢大輔） 

▶犬はしゃぐ やっぱりやったな お粗相を 今日この辺に 匂いぬるかな 

（本歌 ちはやぶる 神代もきかず 竜田川 からくれないに 水くくるとわ 在原 業平朝臣） 

▶江戸時代 動力源に 工夫して からくり仕掛けに 水使うとは 

（本歌 ひさかたの ひかりのどけき 春の日に しず心なく 花の散るらむ 紀 友則） 

▶ひさかたの 光のどけき 春の日に 沈んだおいら 片思い散る 

 

（本歌 憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを 源 俊頼朝臣） 

▶うっかりと 記念日忘れ 妻怒る はげしかれとは 祈らぬものを 

（本歌 世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる 皇太后宮大夫俊成） 

▶世の中よ 過疎化進むと 思い入る 山の奥から 鹿も出てくる 

（本歌 ながらへば またこのごろや しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき 藤原清輔朝臣） 

▶ながらえば またこのごろや しのばれむ 振ったモトカノ 今は恋しき 

（本歌 これやこの 行くも帰るも わかれては 知るも知らぬも あふ坂の関 蝉丸） 

▶これやあれ 中身も何か 分からぬが 知るも知らぬも 福袋かな  

 

鎌倉＠若狹芳生           ■記念日の雑学 

 

「ドレッシングの日」は8/24ですが何故でしょう？ 

    答：野菜の上にかける食品で、野菜の日8/31（ヤサイ）の上の日 

「かき揚げの日」は11/4ですが何故でしょう？ 

 答：饂飩の上に乗せる（天麩羅うどん）から ＊饂飩の日11/11の上の日 

「ショートケーキの日」は毎月２２日ですが何故でしょう？ 

    答：イチゴが上に載っているから15（イチゴ）の下の日 26日の風呂屋や29日の肉屋

のように毎月22日にショートケーキの割引きがあればいいですね。  

 

新潟永林寺・佐藤憲雄   寒中御見舞申し上げます  伝笑鳩嬉しく拝しました  

鎌倉若狭芳生氏御尊来下さいました。御尊身切に切にお大事にお大事に 

 ◆心に光が指し込む法話 憲雄和笑の慈しみ     

◆和尚の法話にあるれる笑い 涙を知ってる人の味 

 ◆あの子もこの子もみな佛の子 この世の大事な宝もの 

 ◆天女ふくよか欄間におわす 越後支える永林寺 

      ◆彫工雲蝶堂塔大工 今を讃える御本堂 

東京・高栄子   この間新年を迎えたと思ったのに、まことに月日のたつのは早いもの 

最近 JR 蒲田駅近くの工科大学にできたカフェテリアに入り浸りです。若者の中にシニアがチラホラ。英会

話のまとめや原稿作成など百円のホットコーヒーで二時間くらい過ごしてます。 

埼玉・奏志朗   伝笑鳩楽しく読ませて頂いております。切手お送り致します。 

 

埼玉・北沢正嗣   “クックック！”腹が減ったと伝笑鳩  ハット気づいて切手買 

京都・久保三德   楽しく読ませてもらっています。切手まともなもの（82円）買ってきておいたはず 

なのに足がはえて移動したのかみつかりません。ややこしいもの（80円＋2円）ですが、悪しからず。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lOUBHaZn&id=9D83FD455E0B6A2888FD9C4FA0DAAE6B1A451B3B&q=%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%ad+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608021599272306343&selectedIndex=1&qpvt=%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%ad+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99
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香野好勇          好太川柳＆フォト川柳     
 
 
・壮大なハタチの夢は今や星         
・妻の乱逃げて隠れて里帰り 
・罵詈罵倒怖い政治の朝ボラケ      
・完熟女席を譲られ怒ってる          
・終活で処分出来ない夢舞台 
・欲しいもの当たりジャンボに介護ロボ    
・共白髪あれほらそれで陽が沈む 
・年賀状来ないとサッサ殺される      
・老いてなお女性見る目は１８歳 

    ▶ 酉年を迎え水鳥胸を張る 

 

上の空組 印南博之    大娯諧     新年いろはカルタ集 

㋼  いつもあるけば財布を拾う   ～   ㋺  論よりしようね 

㋩  はなからダンス        ～   ㋥  二階からうめき声 

㋭  ほれたら３回         ～   ㋬  下手ねやり直し 

㋣  遠くのカレイより近くのカレー   

海郷達人         ショートジョーク 

    

1．体重計   ★体重計に乗ったワイフがお腹を一所懸命引っ込めているので、「お腹引っ込めたっ

て体重は減らないよ」というと、「引っ込めないと針が見えないのよー」だって。 

2．ドコモ   ★ ドコモショップが手持ちのガラケーをスマホに換えるようしつこく勧める。 

ドコモ悪くないのに何で換えなきゃいけないんだ。 

3．落ちた人の幸・不幸  ★恋に落ちた人は幸せ。恋がダメになった人は肥（コエ）だめに？ 

それは不幸だ。 

4．床屋    ★床屋で椅子に座ると、「頭、どうします？」と聞く。 

よくなるものならよくしてほしい。 

５．国境に壁  ★トランプ大統領がメキシコの負担で国境に壁を作るという。 

一体メキシコがそんな金を払うと思うのか。うん、そこには大きな壁がある。 

 

高橋通男 投稿 成果 選集 

 

USO放送（読売新聞）1.09   「単一市場から離脱」   メイメイで    ―  メイ首相 

USO放送（読売新聞）1.12    女の子出産       蹴りが強かった  ―  澤穂希 

USO放送（読売新聞） 通販生活「2016年 年間ベスト10」 

            ８位 2月       秘書の採用条件  お金に興味がない人 ― 議員 

週現川柳（週刊現代）1.16 「占い」   早婚と 言われいまだに 独り者 

ビジネス川柳（夕刊フジ）1.14      定年後 肩書きなんか 阿呆臭い 
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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》  

儘にならない 生前退位 民の暮らしも 儘ならず  
賛否両論 もめてるカジノ 一か八かで 賭ける法  
勤務時間に 賭け麻雀を 抗議で市長が 首になる   
あれやこれやに かこつけ総理 駆けつけ警護に格好付け  
予算有り無し お構いなしに ばら撒き外交 安倍の旅  
毒がドクドク 湧き出る豊洲 調査するたび 毒まみれ  
トヨス移転は もう諦めて 不信の都

ト

を消し 移転止す
ヨ ス

？  
就任式でも トランプ巡り 支持と不支持で 荒れるデモ  
先が読めない トランプ・豊洲・アベノミクスや 核のゴミ  
文科省組 スクラム組んで 就活していた 天下り  
ホームドア無し 転落事故死 起きた時だけ 大騒ぎ  
高齢呼ばわり 75から 年金お預け 待ての歳  
増える悪質 老人ホーム 故意に倒産 ぼったくり  
努力実って 初優勝し 晴れて横綱 稀勢の里  

 

吉永こ百合（尾垣聡子）    はめ字「松飾り～ほほ紅を」  

 

  

     

 

曽田英夫          狂歌NEW門       

 

年末年始の始末記 〈自虐狂歌〉 

ガン検査 クリスマスイブ 病院に 尻には針を 16本も 

退院時 結果発表 家族来い いよいよガンか 覚悟を決める 

ガン告知 その日となって 女房と 医者ガンいない 笑顔が戻る 

 

世間は一体どないなってまんねん 

 トランプが 大統領に 就任し 今後を占う トランプ並べ 

稀勢の里 悲願の賜杯 抱き涙 横綱めざし 強さを維持へ 

 宇良関は 居反りはないが たすき反り 大技決めて 夢の幕内 

 天皇は どうなるのかが 心配で 退位すれば 平成終る 

 鳥取で 大雪が降り 自動車が 立往生し ガソリン危機に 
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米岡泰           南亭琴内氏のどんでん返し104  ◇時事川柳  ◆どんでん返し 

 

◇トランプの暴走歯止めのない怖さ    ◇次期首相安倍の代わりは居ないのか  

◇文科省だけではないよ天下り      ◇ポケモンGしながら走るバカモンG 

 

  ◆殿方は美人がお好き、騙されても騙されても懲りない。列車の4人ボックスに 

３人の男と１人の美女が乗り合わせ、会話が弾んだが、話はあらぬ方向へ～ 

 美女 「もし貴方達が１弗づつ出したら、あたしの綺麗な足を見せたげる。」 

男達は直ぐに1弗払い、彼女はスカートをまくり、素晴らしい足を見せた。 

美女 「じゃあ１０弗出してくれたら、あたしの太ももを見せたげるわ」 

   男達は直ぐに十弗払い、スカートをたくし上げセクシーな太ももを見せた。 

美女 「もし１００弗くれたら、あたしの盲腸を切った場所を見せたげるわ」 

男たちはさらに興奮して、百弗を出した。その時に列車は終点に近づき減速、 

窓からは大きな病院が見えてきた。彼女はきれいな指でその病院を指して、 

美女 「ホラ！あそこよ！」男達「✕〇△？」 さて彼女は何弗儲けたでしょう？ 
 
野本浩一 お写落日記【「あの世まで持って行くのは想い出だ 金は使わにゃいかん」と先輩】 

 

◆2年ぶりに高校の先輩とランチミーティング。「去年タイにゴルフ 

旅行に行ってホールインワンを達成したが、保険は利かなかった」「欧

州で手配したクルーズツアーは安かった」「いろんな活動を楽しむの

はいいけど、代わりを見つけなきゃ遊べんぞ」と指導・鞭撻を頂く。

謝謝。 

◆先輩は高校時代に我が家に下宿していて、家族同然。骨折で入院し

て気弱になってるお袋に電話をかけて、元気づけて貰った。 

 息子の言葉は聞かないお袋だが、先輩の言葉で元気回復。謝謝。 

  ＊楽しみは来し方行く末あれこれと 飲みつ食べつつ語り合うとき 

 

笑門亭来福（西川信治）   時爺呆談トランプ特集♠♥♦♣   ＆  世相呆談 

♠スパイサー報道官 → 就任式地下鉄乗客数の発表で失敗（スッパイ） 

♣コンウェー顧問  → もう一つの事実だと訳の分からん混迷（コンゥメー） 

♠プリーバス主席補佐官「大統領を落としめるメディアにはあらゆる手段で反撃する」 

→ 正しい報道はフリ-パス（プリーバス）でなくなるか？ 

♦強力な味方プーチン？ → ロシアでの行状情報関知せず 

♥アメリカファースト  → 当選のお祝いファースト役立たず？ 

★ＮＨＫ２０代記者タクシー券で福島へ「仕事ならいいと思った」     

 どうやって採用？上司のチェックは無かったの？ → ＮＨＫですから 

★豊洲延期で赤字100億円/年 

→ 豊洲土地（578億円）購入元知事に対する都民賠償請求578億円に比べれば安いもんだ？ 

★救急発動過去最高 高齢化やクシー代節約 → 半分が不急の軽傷と 
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平井幸雄           健康小ばなし 

今年も一年健康で過ごしたい。笑いが健康に効果あるというが、健康だから笑える。 ① 笑いの
「オチ」が、落ちている免疫機能を正常化させる。 ② 笑いの「サゲ」が、血圧を下げ、ストレス
がなくなる。 ③ そして、血糖値を下げ、糖尿病にならず、気分が落ちつきます。  そこで、今回
は小咄をお届けし「くすり」と笑っていただこうと思います。 
 

 
 
門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 
 

１）エアバッグの制裁金はいタカタ 

２）トヨタも狙い撃ちされておカムリの社長 

３）オバマケアレスに戻すトランプ大統領 

４）プラットホームでは盲人にブラインド 

タッチして誘導してあげねば・・・ 

５）文科生に天下りを許すモンカ 

６）“地蔵尊のお供え物を食っちゃいかんよ” 

“へー、ちゃんとお礼を言いましたよ、 

どうもおじぞうさんでした” 

７）♪牛久ダラはるばる尋ねてみたら     

裏切られながらも 噂の通り 

      町中こぞって 応援団 

    横綱稀勢の里が 胸張って♪（ウスクダラ） 

８）東芝提供の番組が消えるかもしれない  

さざえのツブヤキ 

９）♪老け顔が目立つ スマホの見過ぎ♪ （王将） 
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柴本和夫       言葉の研究     今年は酉（鳥）年です 

① 飲兵衛の年です  

・酉にサンズイをつけるとある漢字となる・・・・・なんと酒となるんです 

・酉の刻とは、午後5時～午後7時です・・・・・なんと晩酌タイムです   

・二次会はいつもの居酒屋で・・・・待っとります。ひと足先にやっとります 

・酒を飲み過ぎたふつつかな娘・・・・ふつつか酔いとなっとります 

 

② 今 年の抱負・・・・○○とり（とりが語尾） 

・会話の心がけ・・・やりとり・ききとり・よみとり 

・仕事の心がけ・・・だんどり・かじとり・おんどとり 

・感情を荒げない・・・・とさかのきても、心のゆとりでかわす 

・中国のようにならない・・・他人のものを、よこどりやぶんどりしない 

・ジョークの世界で・・・・・おおとりになる 

 

③ 今年の抱負・・・・とり○○（とりが語頭） 

・言葉より行動がありき・・・とりあえずやってみる・まずとりかかる 

 ・心配は無用・・・心配することは、とりこし苦労である 

   ・失敗を恐れない・・・失敗はとりかえせばいい 

   ・自信を持つ・・・・・誰にもとりえ（取り柄）がある 

 

 ・ジョークサロンに集う絶世の美女に・・・うっとりさせられ、とりこになる 

・伝笑鳩が運ぶ珠玉のジョークは・・・・うっとりさせて、とりこにする。 

 

佐藤俊一       どこの・ど・どいつ 返歌球 

  

▽怒鳴るど！トランプ  

・タネと仕掛けが手品にゃ要るが トランプマジック火ダネだけ 

・大統領憎悪あおって火ダネをまいて ついに就任いい日だね 

▽昭和は遠くなりにけり 

・何言ってんのう残りは２年 もうへいせいではいられない 

■返歌球 

＜湯たんぽが布団の中から転がり落ちて冷たくなってる久しぶり＞ 

・湯たんぽも布団の外に転げて逃げて冷えたまんまの初春の朝 

＜こうしてこうすりゃ こうなるものと 知りつつこうして こうなった＞ 

・こうしてこうすりゃ こうなるはずと 欲にだまされ こう（幸）ならず 

・こうしてこうすりゃ こう（孝）なるものを 知ったときには 親はなし 

▽老い心地 

・ゆるやかな下りに見えてそのじつ上りだまし絵のよな老いの道 

・気がつきゃどっぷり首まで浸かるほろ酔い加減の老い心地 

・老いの坂道ゆるゆる下るつもりでいたにまだ上り～ 

▽ね～んない ちどりのォ～♪。 

・酒も飲まぬにインフルエンザで あたしゃねんない千鳥足 
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 例会や二次会の模様を写真入りでお伝えしています。もう少し賑やかになればと思っています。 

 どうかご遠慮することなく気軽にお越し下さい。笑いに来て頂くだけで感謝感激雨あられです。 
 

 

 

 

 

 

 

←おわらいカット 

 作成の曽田英夫 

 自信自身カット 

 ヨロシク 

オネガイシマス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切手・カンパ受領等一覧（敬称略）   2017年1月17日～2月13日 

 大石脩、佐々木裕子、瀧口庸行、植竹団扇、奏志朗、桜井レイ、浜田頓坊、北沢正嗣、彌永孝一 

 藤森清彦、久保三德 

 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。 

★2017年1月25日例会参加者 14人  

曽田英夫、野本浩一、平井幸雄、門口泰宣、高木正明、佐藤俊一、和田美代子、柴本和夫、 

海郷達人、佐藤忠恕、西川信治、高橋通男、尾垣聡子、米岡泰 

＊寒風の中、インフルエンザにかかってないと思われるサロン同人が集まりました。 

＊少数精鋭は笑数盛栄につながったような気もします。ありがとうございます。 

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 ） 

2017年3月22日（水） 千代田スポーツセンター ７階第２集会室 

2017年4月26日（水）、5月26日（水）、6月28日（水）・・・・・ 

＊３月以降も千代田スポーツセンター ℡03-3256-8444 で開催予定です 

伝笑鳩 No.329 発行 2017.2.22              変集鳥・・・野本浩一    
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