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＊＊＊＊２０１７年１０月 No.３３６ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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

 みなさまお変わりありませんか。お元気ですか。 

 ジョークサロンが発行する解放的会報「伝笑鳩」に、大きな 

変化があります。「ものは付け」の選者変更です。 

 200 回に渡り選者を務められました古文亭南朝先生から、ジョークサロン金鳥（会計及び会場予約担当）の

柴本和夫さんに代わります。それに伴いまして「ものは付け」の応募先が変更します。 

 詳細は次頁に記載していますので、ご覧頂きまして引き続きの応募をお願い致します。 

また、10頁最下段に「カンパのお願い」を記載することに致しました。ご支援いただければ助かります。 

 

 では、どうぞ今号も今後もお楽しみ願います。                     

 

福島・松山カオリ     東京の水色の秋の空を思い出しております。 

毎月わざわざ伝笑鳩と資料をお送りいただきましてありがとうございます。 

メンバーの皆様の作品は益々楽しく奥深くなってジョークサロンに作品を出すのものんびりできなくなり

ました。ジョークサロンで頭のサビを落として少しでも若い気持ちになりたいです。 

 

東京・高栄子       栄子の勝手なおしゃべり・・・今回もね。 

この夏の気候変動にもかかわらず自宅にクーラーを置かない私。横になると同時に寝入ってしまうので暑さ

もわからないのです。・・・今日も元気な私。文明に遠い私。さて、大田区民待望の芸能祭に応募したところ、

総合司会の一人に選出されました。司会なんて経験したことがない分野ですが、初めてのことにトライします。 

大田区民センター10/21 AM10:00～PM5:00 入場無料、ご用とお急ぎのない方は私の晴れ姿を見に来て!! 

当日はおしゃれしてゆきますよ。 

 

永林寺＠新潟・佐藤憲雄  伝笑鳩335号拝受 嬉しく忝けなく御厚礼申し上げます。 

残暑厳しき候 切に御尊身お大事に。 

 

長野・佐久みすず    はじめて“伝笑鳩”を手にしました。 

ジョークにニヤニヤ、難解で笑うとこは??? なかなか充実した記事が満載ですね。特に「はめ字」はすばら

しい!! 頭の体操になりました。次回からはこの雑誌が50円になるとか・・・がんばれ 

  

鎌倉極楽寺・浜田頓坊   献涼・献笑  残暑お見舞申し上げます   

頓坊 北ドイツでのスナップです 

◇「少し頂だい 私にアイス」 ドイツで見つけた 伝笑蛙 

 「伝笑鳩」たくさん有難うございます。岩郷君にも送っておきました。その他あちこち・・・

もう少しメンバー増やしたいものですね。 

 そうだ丁度「伝笑鳩」に参加して100号になりました。内容の充実に努力するつもりです。 

 

秋が来る 松茸いくら 食べられる おおいに笑おう ジョークサロンで  【快鳥 曽田英夫】 

伝笑鳩 

今月の一笑 

カベに耳あり、障子に目あり・・・・ 
目アリの類似に、ご注意 

隣にメアリー、神戸にヒアリ、アメリカに
ヒラリー、ホームセンターにコメリ 

         東京・柴本和夫 
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    ＊南朝先生へ   長きに亘り「ものは付け」の選考及び図書カードの寄贈をご継続頂きまして 

ほんとうにありがとうございました。 

古文亭南朝選   第２００回ものは付け  「どうしても捨てられないものは」 

50年前に貰った恋文の束       千葉   皆合 かず子 

妻                 東京   高橋 通男 
「ものは付け」のネタ帳        埼玉    石原 義三 
手間かけた料理           神奈川  田中 茂美 
初恋の人とのツーショット      千葉   田中 清咊 
人影                神奈川  浜田 頓坊 
生年月日              東京   植竹 団扇 
形見の品              京都   大石 脩 

ウェストが入らないスーツ      東京   西川 信治 

アルバム              神奈川  藤倉 由紀子 
かざり棚のピアノ          長野   佐久 みすず 
初恋の人から頂いたハンカチ     東京   柏谷 達雄 

裏の白いチラシ           埼玉   北沢 正嗣 

子供の幼稚園時代の絵        東京   稲葉 浅治 

締め古した褌            埼玉   和久井 哲男 
「ものは付け」の入選通知      千葉   岡部 千代松 
たまりにたまった伝笑鳩       千葉   海郷 達人 
伝笑鳩と仲間たち          神奈川  武井 美雄 
伝笑鳩のバックナンバー       東京   中川 克己 
静電気のついた紙片         東京    奧苑 順子 

次回（第201回）の題   「笑いたくても笑えないものは」 

＊新選者の第一回目のお題です。奮ってご応募ください。 

＊応募に際してはひとり３作まででお願いします。 

送付先：〒203-0023  東京都東久留米市南沢2-7-6   柴本和夫宛 

メール   kazuo.shibamoto@gmail.com 

携帯メール（ＳＭＳ）  shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp 

10月10日まで 郵便・ハガキ又はメールでお願いします。  

秀逸、入選（金、銀、銅）には図書カードを進呈します。 

秀逸 

 

金のなる木          埼玉   高木 正明      

【評】もしかしたらこれから金持ちになるかも･･･と思うものねぇ 

入選 

 

禁煙中の吸い殻              埼玉   酒井 典子 

過去の栄光                静岡   野末 紳二 
自惚れ心                東京   樋口 七郎 
助兵衛根性               神奈川  志賀 明 

佳作 

 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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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〈 100！！！  〉 

〈日本語は和服と同じく国際派ですよね〉 

◇ミーハー議員が はびこる都庁 オリムピックは 大丈夫？ 

◇「月の本代」 あなたはいくら 新人議員に 聞きたいな 

◇ボランティア 草刈などに 「ご苦労さん」は どうかなあ 

◇上から目線に 気付かぬ一語 案外いるよな 無神経 

 〈知らなかったでは済まされない怖さも〉 

◇「上海する」とか 動詞が辞書に 人をさらって 連れ去る意 

◇強い国 ちょっと変った 考え方を 持った人材 いる日本 

◇生きる世界に 必要なもの 賢明・洗練 少しワル 

  ＊１００回達成おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。 

 

東京・樋口七郎   伝笑鳩飛んできて我が手にとまれ 

大相撲名古屋場所で白鵬が言いました。「宇良（うら）を裏（うら）かえしてやった」 

宇良は負けたけれどいいました。「負けたけれど恨（うら）みはないです」 

 

東京・稲葉浅治   川柳「忘れる」     忘れ物探し探して日が暮れる 

メモのメモどこへ行ったと大騒ぎ      出すハガキ昨日も今日もカバン中 

最近は黙って探す忘れ物          忘れたのいいえ憶えていなかった 

 

京都・大石脩       だじゃ連発だよ 

◆耳が無いのは芳一さんで、耳のあるのは食パンだけど、ユルキャラ然は食いパンダ。 

◆「大相撲のたびにEUの或る都市が世に喧伝されるね」 

「えー、ほんと？どこー？」 

「フランスの首都。突っパリー」                          

  ◆「あなた、タバコやめてたんじゃないの･･･今日、それは何本目?!」 

「う～ん。ジャパン、ニ・ホ・ンめ。かんにんすんません！」 

 

長野・松原伸伍    川柳ア・ラ・カルト     ああ無情退職次の日離婚の日 

女房（おんな）にはしょせん勝てない口げんか    生きてきた誰のおかげといばる夫（つま） 

嫁（も）らったら子育てすべて妻まかせ       買いものの荷物運びはいつも夫（つま） 

  喫茶店女の愚痴の捨て処              大声で夫（つま）を怒なるの見てられない 

 富める人余分なものは家にない           坂途をころんで気付く勇み足 

  

香野好勇   好太川柳      フォト川柳 朝もやに抱かれヨット惰眠中  
 
  満天の銀河帰らぬ友が増え         

遠雷が「彼女お抱き」とピカッ.ゴロ 
振り返りゃ霞む道程茜空           
レトロ調富士が風呂客よく癒し 

今や癌生きてる証拠病み上手       
目いっぱい生きて残こさぬ夢の跡 

一線を引いてもローンついて来る      
地球号呉越同船皆平和          

耳鳴りの蝉の時雨で秋感じ 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gDbpRgFA&id=60D2ED9450820EA2D152AEEADE97BDFD1731C155&thid=OIP.gDbpRgFAWb5RQB-GuvUTlQD6D6&q=%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%ab%e5%a1%94%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%84%a1%e6%96%99&simid=607990465427738165&selectedIndex=3&qpvt=%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%ab%e5%a1%94%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%84%a1%e6%96%99
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柴本 和夫              言葉の研究   
           
１．世間の出来事 
   ①安倍首相に女難の相・・・夫人の言動・議員の暴言/不倫報道 

   ・一線は越えていないとの釈明の議員（SPEEDのメンバー）。 
         ⇒ 越えたのは、一線でなく、スピード制限 

     ・今後のなりゆきは？・・スピード事件解決、スピード議員辞職、 
②自動車の運転 
   ・若者･･･暴走  高齢者･･･逆走  名僧･･･迷走  政党職員･･･党走 

 2. 身の回りの出来事 
   ①夏の各種の出来事対策 

・暑い日には・・・・・夏至（ゲス）の極みと諦める 
・ひんやりの日には・・・・冷夏（零下）何度？と確認する 
・カミナリの日には・・・・・カミナリは、もう～たくサンダーと叫ぶ 

   ②絶品の料理があります！ ⇒ 注文したのに、ないと言われた。 
・てっきり味のことと思ったら、品物が絶品とのことだった。 

③とっておきの古いワインがあります！ ⇒ 注文したのに、美味しくなかった。 
・単に、「とっておいただけ」の古ぼけたワインを飲まされたのだ 

 
ジョークサロンには、「絶品」の作品と、「とっておきの」作品をお持ちください 
               おおいに笑おう～ジョークサロンで 

 
大鳥羽裕太郎         幸 裕 (=交友) 録    

●家庭ごみの日 

(妻)あなたー、今日ごみの日なの。家庭ごみ出して来て。     

(夫)わかった。 

(妻)お父さん、帰って来ないねー。お前、何でか考えて。        

(息子)自分も家庭ごみとして出したんじゃねー。 

●トヨタ、JR○○線沿線で中途採用広告(7/29日付日経新聞記事より) 

(裕) さて、問題を一つ出すで。関東地方のJRのある線でトヨタ自動車が中途採用の広告を 

出したんやて。そのキャッチフレーズ： 

① 「えっ!?あの電気機器メーカーにお勤めなんですか！それなら是非弊社に来ませんか。」 

② 「シリコンバレーより○○線エリアのエンジニアが欲しい。」 

    ③「ネットやスマホの会社のエンジニアともっといいクルマをつくりたい。」 

(幸) その沿線にはどんな会社があんねん？」 

(裕) 東芝、NEC、富士通、キャノン何かや。 

(幸) トヨタは＜コネクテッドカー(つながる車)＞を」作ろうちゅのかな。わからん、教えてーな。 

(裕) わかるまで＜なんぶ＞でも考えてみなはれ。 ⇒ ⇒  ○○線＝南武線 

 

神代京子        はめ字         『くれなずむ』 

 

 

                             

    

 

 

 

訪 秋 く な 雲 

れ し れ が 薄 

む ず な れ く 

気 か ず ゆ そ 

配 に む き ら 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=b0lqnJdN&id=FE8468383B6E145F4529FC23D226E8BD21D501BF&thid=OIP.b0lqnJdNhK-NL2zcpK05KgDqEs&q=%e3%82%b4%e3%83%9f%e7%ae%b1%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608045814683796677&selectedIndex=4
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若狹芳生       ■魚にまつわる創作漢字 

★前回は嫁の字の左右を逆にすると「出戻り」になると書きました。で女を男に置換(ちかんですがあの 

痴漢ではありません)すると、男偏に家で「男やもめ」になるようですね。 

もともとある寡よりも分かりやすい漢字にならないかしら。 

★やもめと来たら魚のやまめで山女とありますが、山の女と間違われないように魚偏を付けて旁で上に 

山を下に女を書けば如何でしょう。 

★弱い魚と書く鰯もメザシになると４匹くらい連なり団結したようで強そうですね。漢 

字は、魚偏に縦棒で串刺しにされた目をつけますがちょっと可愛そうでしょうか。 

★怖そうな？雷魚などは、魚偏に雷をくっつけて書けは一文字に簡略出来ませんか。 

★そんな馬鹿な漢字をと嘆く人は、森を見て木を見ない人のように魚の字を森のように３つ重ねましょう。 

“ぎょ・ぎょ・ぎょ”！で驚くことであります。 

                        漢字ｂｙ変集鳥 

  

平井幸雄           縁起の良い蜻蛉（トンボ）  

 わが家に「チュオンチュオン」（ベトナム語でトンボを意味する）という竹製のトンボのやじろべ

えが届いた。また、わが家の庭に「オハグロトンボ」が飛来した。全身真っ黒のトンボは、「ご先

祖様の魂が姿を変えたもの」であると考えられ「カミサマトンボ」と呼び、「田の神の化 身」だそ

うだ。夏が過ぎ秋になると、赤とんぼも飛来する。トンボは収穫時期に飛来することか ら、実りや

幸福の象徴として大切にされている。そして、決して退かず（前進のみ）自在に空を 飛びまわるから縁起の良い「勝ち虫」

ともいわれる。 

    

 

 

 

 

合 字（ごうじ） 

 

  2 つ以上の文字を合成し

て、1 つの文字としたもの＝

合字（ごうじ）という。 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

吉永こ百合（尾垣聡子）  はめ字「おおはなび」 ～  ♥こ百合のひとりごと♥ 

 

 

 

 

 

 

 

〈お店での、変な会話〉 

♥コンビニで、 Suicaで買い物をしたところ    上品そうな店員さんから、 

  「レシートです。おSuicaをお返しいたします」   と言われました。 

   Suicaの丁寧語はおSuica  覚えました。 

♥  私     「ポテト Ｓサイズください」 

       店員  「ご一緒に ポテトはいかがですか？」 

      私     ？？？ ご一緒にポテトはいかがですか？  ････････。 マニュアル通り ････････。  

 
高畑傳（二流亭転失気奴）   落語「井戸の茶碗」 続編・後日談 

古典落語 井戸の茶碗あらすじ（必要ならば、下記ホームページで見て下さい） 

http://senjiyose.cocolog-nifty.com/fullface/2005/06/post_f8f3.html 

 
超美人の娘さんを頂いた律儀者、頑固者の高木佐太夫ご夫婦の仲頗るよろしく、日夜励んでいる内に

美人妻のお腹はみるみる大きくなり、なんと２人の男の子が授かった。細川の御殿様は殊の外喜んで養
子にして、さらに紀州家に養子に差し出す。結納金は１０００両となる。更にその紀州家養子は徳川本
家に入ることになり、徳川幕府８代将軍となる。イワユル暴れんボー将軍として活躍する。生活費のた
めに仏像を屑屋に売った事にから始まり、大変ビックリポンの目出度い話になりました。 
番外として屑屋 清兵衛は大岡越前に江戸に呼出された。江戸は紙くずは勿論のこと、人の下肥（排

泄物）まで有機肥料として、高く売れた、捨てるものがない、リサイクルする、清潔な都市で す。そ
の上江戸の人口100万（世界一）を数えます。清兵衛は世界一の人口都市、江戸の「ゴミ、下肥」総支
配役に大出世した。全く夢のような、嘘のような話です？ 
この話中国まで伝わり、高木佐太夫の夫婦の三男は中国皇帝より、請われて中国へ養子に行く。 
結納金は一兆（ドル？ 円？ 元？）を超えたとの噂とか？ 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.313 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

特区作って 友だち談義 これが得意の 依怙贔屓（えこひいき）  
チャンス到来 思った野党 民心離れる 民進党  
北がミサイル 上げると言えば 支持が上がると 言う皮肉  
六日・九日 両被爆日に 被爆者逆撫で アベの弁  
喫煙対策 五輪に向けて 嫌う自民の タバコ族  
威嚇合戦 北から脅し 受けたトランプ 倍返し  

人種差別の しこりが破裂 トランプ発言 火に油  
 
人工知能が 正直批判 腐敗している 共産党  
中国・四川で 大規模地震 景勝台無し 九寨溝       
二部に転落 廃止は回避 名門東芝 迷走中  
梅雨の戻りか もう秋雨か 日照不足で 野菜高      
盆の文化も 変化の世相 迎え・送り火 ＬＥＤ  
象亀脱走 賞金かかり 親子でゲットの 夏休み  
またも残酷 バルセロナでも  蛇行のクルマが 襲うテロ  
飾れなかった ラストのボルト 痛み絶え絶え バトン投げ  

http://senjiyose.cocolog-nifty.com/fullface/2005/06/post_f8f3.html
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野本浩一   お写落日記 【八月は漫画と映画のめり込み 暑苦し夜もガァーガァーと寝る】 

 

5日（土）朝、千代田スポーツセンターで９月例会会場予約が無事

に完了。地下鉄千代田線大手町から根津駅へ。目的地は弥生美術館。

日経新聞朝刊文化欄で「わが青春の漫画十選」を執筆した同美術館学

芸員松本品子さんを訪ねた。約束無しの突然の訪問だったのだが運良

く会うことが出来て、暫し漫画談義を愉しんだ。彼女が取り上げた十

人中、辰巳ヨシヒロ、滝田ゆう、つげ義春、平田弘史、バロン吉元、

上村一夫、林静一の七人には「わが青春」も想い出が詰まっている。 

弥生美術館で来年1月～3月に開催予定の「昭和、下町セレナーデ 

滝田ゆう展」は見逃せない。寺島町奇譚「ぬけられます」のポスター

が目に焼き付いてしまった。滝田ゆうにはまりこんだら「ぬけられま

せん」。松本学芸員に会ったのは「学芸員無用論」を吐いた某大臣が

組閣で消え去った直後。滝田ゆう風に言えば、その大臣は「ぬかれま

す」だった。 

帰省Uターンで東京の人口密度が少し減った12日（土）から14日（月）は、渋谷のミニ映画館

で立て続けに映画を観た。「ローサは密告された」はシリアスなフィリピン映画。「ロスト・イン・

パリ」はフランスのコメディ。最後は淡々とした日本のアニメ「この世界の片隅に」だ。 

  盆休み漫画でガマン映画がえーが ゆっくり鑑笑その後ゴロ寝 

笑いネタあればあるだけ幸せと ベッドの中でひとりにんまり 

 

神代京子        はめ字         『くれなずむ』 

 

 

                             

    

 

 

 

 

曽田英夫              狂歌NEW門  
● めけず頑張る 継続ちから       

通退勤 ４時間かけて 働いて めげず頑張る 継続ちから 

投稿は 没も多いが 採用も めげず頑張る 継続ちから 

ようやくに 酒のつきあい 出来るまで めげず頑張る 継続ちから   

  魚の目が できても歩く 一駅を めげず頑張る 継続ちから 

● とぼけて逃げる やばい空気が  

  電車内 隣の男 痴漢する とぼけて逃げる やばい空気が 

居酒屋で 焼き鳥の串 ごまかして とぼけて逃げる やばい空気が    

運転し パトカーうしろ ぴったりと とぼけて逃げる やばい空気が 

● 免疫力を 笑って作る   

  月一度 両国寄席へ 行っている 免疫力を 笑って作る 

酒飲めば 笑い上戸で わっはっは 免疫力を 笑って作る 
 

訪 秋 く な 雲 

れ し れ が 薄 

む ず な れ く 

気 か ず ゆ そ 

配 に む き ら 
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門口泰宣        阿呆リズム＆パロディ 
    
１）給水を取る手でつい万引き マラソン選手 
２）三月で歌手をやめます    吉引三 
３）不倫火山爆発し弁明トボケルーノ 
４）昇格・改造・転勤  隠し砦の三悪人        
５）♪学園見たさに 怖さを忘れ 
   詐欺の疑い ただ二人♪（籠の鳥） 
６）日本ファーストにワンサカ集まるか？ 
７）お天道様の気性が知れないゲリラ豪雨 
８）♪側近と思うな 思えば首よ 首でもともと 混乱人事 

    奇策に生きてる トランプの夢が 
    一生一途を 一生一途を  迷走している♪（柔） 

９）またAuf

アウ

 Wiedersehen

ビ ザ ゼ ン

  さようなら 

10）アンカーボルトに不具合発生 
11）♪競歩も走りゆく 異国の街に     
    選手よ辛かろう 切なかろう 
  我慢だ待ってろ ゴールを過ぎりゃ 

     メダル取る日も 春がくる♪（異国の丘） 
 

森昤二  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 

（焼津の偉才 天才笑刻家  岩崎 祐司） 抱腹絶倒 悶絶傑作選－７ 

（選者 兼 コメンテイタ― ：森 昤二   編集 ：鈴木 登）  
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佐藤俊一           どこの・ど・どいつ返歌球 

 

■思えば、この夏は暑いというより、熱かったですねえ。 

時計の針さえ 重なる刻（とき）に わたしゃたんしん ふみん症 

正気払いの 酒でも飲もか 浮世は夢よ ただくるえ 

■でも長雨もあって、気がつけばミンミンゼミがやたら切ない声で鳴いてました。 

恋のお相手 おめもじならず 影も見んみん みーんみん 

出逢ってないのに もうあきがきた 焦りしグレる 蝉の声 

■相変わらずの不倫報道「一線は越えていません」が流行り言葉!? 

――今井絵理子とお泊り不倫の橋本建神戸市議「一線は越えていません」だって。 

いっせんは越えていません 一緒にいても常にいっせん画します  そりゃ、隠します。 

■イージス艦がタンカーと衝突。先頃はコンテナ船と衝突。 

コンてな具合に ぶつかっタンカー イージーミスか イージス艦 

■しのびよるあき 

紅を落として おんながひとり あきの気配に 涙ぐみ 

 

笑門亭来福（西川信治）      ★ 時爺呆談    ☆ 世相呆談 

★ 政界は夏休み・・・ 

・「私は報告を受けたと言う認識はございません」 退任式、手を振り笑顔の改造一番手 (元総理後継) 

・一線を越えてない(流行語大賞？)   →   人として一線を超えている       

・議員はグリーン車では寝ない → 財務相「マンガを読んでる」  （「予算委では寝てる」） 

・必殺仕事人内閣 自民地にコツコツやっていくしかない 

・原稿読みの北方、沖縄担当大臣「戦前の生まれなので謙遜した」 

・アベ政権ジョークネタには事欠かず 

・「共産党万歳」の呼びかけに  →  中国 IT(人工知能)「こんなにも腐敗し無能な共産党に賛成する

のか」ITが当局から閉鎖 

・バノン辞任で操りトランプ大丈夫？ 

 ☆ ・マナー違反の親→騒いで破いた障子を隠し無断で帰る母親たち 

・日野原重明「生涯現役」→生涯ジョーク現役を目指そう 

 

上の空組・印南博之    大娯解    夏の風物詩 

 

・ドドンと鳴ったテポドン恐ろしや 日本海いっぱいに広がった 

・カットバセどちらへ？ 北校なら南へ 南校なら北へ 

・チアリーダーの皆さん、スカートの下取りしますよ、写真ではないぜよ！    

・明日浜辺をさまよえば センセーイ今日はドウします❓ 

・あこがれの灯は！今夜はガス灯持って来たでエ 

・兄弟船があって、なぜ姉妹船がないの、それは母船にきいとくれ 

・米空軍のオスプレイが不時着 誰が押したんだ？ 

・パリの「ショコラの旅」 「ショコラじゅうチョコレート屋ばっかり」！！！ 

・西瓜作りはムコに任せるぞ。ハイ水火も辞せずにやります。 
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・祭りの山車は行事の「出し」でんねん 

 

左：「チュオンチュオン」（ベ

トナム語でトンボを意味する）

という竹製のトンボのやじ ろべ

えを披露する平井さん。 

右：初参加の鈴木さんのご挨拶 

 

左：最近は女性の助勢が 

  少ないです。 

右：二次会は神田駅前 

 「はなの舞」です。 

  鈴木さんも参加で 

  盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切手（郵送対応分）・カンパ受領等一覧（敬称略）   2017年8月9日～9月14日 

切手：一ノ瀬善秋 

カンパ：曽田英夫、森昤二、野本浩一、浜田頓坊、大石脩、熊代清孝、信太わか 

 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8月23日例会参加者   １５名参加 太字は初参加です 

高畑傳、西川信治、高木正明、野本浩一、曽田英夫、鈴木章一、佐藤俊一、門口泰宣、森昤二、 

大鳥羽裕太郎、佐藤忠恕、尾垣聡子、印南博之、平井幸雄、柴本和夫 

＊先月に続いての１５名参加です。レギュラー陣が欠席だとやはり寂しいです。 

＊鈴木章一さんは公益財団法人「ダイヤ高齢社会研究財団」勤務です。ジョークサロンも高齢化して 

 おります。「何かの参考になるかも知れません。一度覗いてみて下さい」と声をかけました所、研究のた

めに例会に参加して頂きました。これからも時々は参加して貰えると嬉しいですね。 

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25日（水） 千代田スポーツセンター７階 第２集会室 

11月22日（水） 千代田スポーツセンター   の予定です 

12月20日（水）、2018年1月6日（土）新年会、1月24日（水）・・・・ 

＊11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.336 発行 2017.9.27             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・尾垣聡子・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・西川信治・野本浩一 

平井幸雄・藤井敬三・森昤二・門口泰宣・米岡泰 

稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・若狭芳生・菅谷信雄 

伝笑鳩マスコットカット：天野秀雄  おわらいカット：曽田英夫 

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 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/
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カンパ（会場代、印刷代対応）お願いします。鳩が喜び、♥（はーと）が感謝です。 


