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伝笑鳩

今月の一笑
７０歳の所感
「君も 70 か。そろそろ退陣だな」⇒「大
人（ﾀｲｼﾞﾝ）なんてまだまだ程遠いです」
「やることなき人だろう？」⇒「やんご
となき人だなんて照れくさいです」
東京／片岡隆

＊＊＊＊戌年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊＊
「狩りをして、風呂に入り、ゲームをして、笑う、これが
人生だ！」という落書きが古代ローマの都市遺跡ティムガド
で発見されているそうです。（「世界を変えた暦の歴史」谷岡
一郎著、PHP 文庫ｐ162）ローマの退役軍人たちが第二の人生をこんな気分で送っていたとは・・・。
私たちもローマ人同様に風呂に入り、笑って過ごしましょう。時々ゲームしましょう。では・・・。

新潟永林寺・佐藤憲雄 伝笑鳩五月号嬉しく拝しました。みなさまの益々の御健笑を祈りつつ・・
石井志津夫氏の一文が載った「元気に百歳」18 号が届いたとき老（朗）人クラブの方が来山されていたので
一文をと言われて・・・ご笑覧ください・・・
＊和尚は何宗です？ と問われると・・・男女宗（ﾐﾅﾉｼｭｳ：皆の宗）ニコニコ宗の双本山永林寺の和尚です
と答えています。サンデー毎日の生活ですので御尊来御来遊を心待ちしています。
最後に江戸時代の養生訓
健康法（1 10 100 1，000 10，000 壱拾百千万 の五つの実践）
一日一度は手を合わせる（合掌）
ありがとうと言われるように言うように 返事はハイ、漢字でハイは、拝と書くのです。
一日十回は笑う、（和顔施わげんせ＝無戝の七施の内、第一義）
一日百回は深呼吸をする（長息、長生き）
一日千回は指先（手）を使う（文字をかくのがベスト）
一日一万歩をあるく

福島・松山カオリ

バッグの中に入れて出先きでも読ませていただいております。

皆様の作品を読ませていただいて嬉しい思いです。

千葉・幸崎雅弥

伝笑鳩ありがとうございます。

少ないカンパですが大いにガンバってください 今年のカンパはいまいずこ

東京・斉藤光正
東京・高栄子

長い間ありがとう・・・楽しく夢と希望と笑いありがとう！
四月五日ロシア大使館入場。ミニコンサート、ピロシキとケーキ３個・・・

ペロッと食べて、「百万本のバラ」についてレクチャーを受ける。この歌は加藤登紀子さんやロシア人歌手
の数人がカバー。バルト三国の中の 1999 年独立した小国ラトビアの悲劇の歴史の歌。単に悲恋のロマンチッ
クなストーリーでなく、スウェーデン、ポーランド、ロシア、ドイツに常に侵略され蹂躙されているその抵抗
心理の歌だったんですね。

海郷達人
５月５日はしょうぶ湯に入る習慣がありますが、みなさんのお宅ではいかがですか。
そこで、しょうぶの湯を詠んだ名作対文俳句がありますので、ご紹介します。
腕（かいな）揉み、葉二つ折り、しょうぶの湯
ちょっと品が落ちますが、逆さに読むと、次のとおりです。
湯のブウよ、尻を伝ふは実もないか
（作者は酢崎さんという対文作家です）
さわやかな 季節がすめば 梅雨となる 大いに笑おう ジョーサロンで
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【快鳥 曽田英夫】

しば選 第 208 回ものは付け
「やだねったらやだねと思う時とは」
秀逸笑

あ～あ今のニッポン、何から何まで

埼玉

酒井典子

【評】何から何まで真っ暗闇ですね。筋の通らぬことばかり。右を向いても左をみても

金笑
銀笑
銅笑

のど自慢で氷川きよしの唄を歌うもカネがひとつの時
値段は変わらず量が減っているのに気づいた時
青春の歌を懐メロと言われた時

東京
東京
東京

樋口 七郎
阿部博
植竹 団扇

小笑
嫌な上司から氷川きよしの唄デュエットしようと誘われる時
熊本
松野信夫
弓道で的を外し、原因を聞かれて・・ずばり矢だね！
静岡
野末紳二
玄関の糞！毎日毎日掃除やで！燕君！
埼玉
石原義三
ばれたら部下のセイにする上司
埼玉
高木正明
難問数独が解けない時
千葉
皆合かず子
ヘソクリで買った株の暴落
千葉
田中清咊
苦しゅうない近う寄れと言われた時
東京
野本浩一
悪女の深情け
東京
稲葉浅冶
人格を否定するような怒られ方をされた時
神奈川 大鳥羽祐太郎
何処もかしこも観光客で溢れるＧＷの鎌倉
神奈川 藤倉由紀子
食べもの
バイキングで食べ切れない程とる姿（藤野哲康）今晩もきのうのカレーで（北沢正嗣）
同姓同名
イケメン俳優と同姓同名の時（阿部博）槍玉に挙げられた人物と同姓同名の時（大石脩）
金銭問題
借金を申し込まれた時（岡部千代松）支払いの時必ずトイレに行くヤツ（藤野哲康）
お金貸してと言われた時（浜田頓坊）同情するなら金をくれと言われた時（野本浩一）
時の流れ
今年もそろそろ半年経過！と思う時（酒井典子）平成はあと 1 年かと思う時（阿部博）

第 209 回 「幸せだなぁともらす時とは」 （出題 加山雄三） は前回案内の通り
5 月 23 日（例会の日）〆切りとなっております。ご協力ありがとうございます。
送付先：〒203-0023
東京都東久留米市南沢 2-7-6
PC メール
kazuo.shibamoto@gmail.com
携帯メール shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp

柴本和夫宛

＊金鳥及び変集鳥の都合により日程調整をさせて頂いております。
今後も〆切りが早まることもあるかと思います。どうぞご容赦下さい。そして応募して下さい。
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東京・稲葉浅治

川柳 「顔」

パスポート 10 年前は若かった
顔じゃない心だと言う三枚目

京都・大石脩

白内障オペ後驚く顔の皺
誰だっけ顔はわかるが名前でず
まだ寝顔帰ってみたらもう寝顔

ダジャ連発

「日本でデブっていうと、マツコさんね」
「海ではデブっていうと、マンモスタンカーよ」
「皆、夕食何にしよう？」「どうしよう？」「う～ん、如何にしよう」
「うん、いい蟹にしよう」「ふ～ん、財布に厳しいカニんして」
「なら、柔らカニ・・・そう、中華にしよう」
「う～ん！ あ～～良い湯だったぁ～～」
「ハイ、おビールよ！」
「おぉ！待ってましたぁ！おつまみは？」
「イカにスルメ～～!!!」
「笑う門には福来たる」
「笑ったいいね＝わ裸っ体いいね」

鎌倉極楽寺・浜田頓坊

笑う門には the nude

甘辛都々逸ほのぼのランド 〈108〉

〈「キミは『運』がいいと思うかいー」〉
◇ かつて松下 面接試験 返事次第で 不合格
◇ つくる信用 これこそ肝で 運は自分が 決めるもの
◇ 『運』がいいとは 言わない人の 行方・採用 さあてさて
◇ 二年三年 浪人しての 東大・芸大 伸び代ン？
◇ 群れず媚びずに 自分の姿勢 好きに貫き 生きる粋
◇ 頌歌オマージュ 続けるバッハ パイプオルガン 響く快
◇ ジョーク・エスプリ アイロニ・ヒューマ 笑い滑稽 どんとこい
〈話術とは『言葉の建築』 徳川夢声〉
◇「話術テーノハ 『間術』なんだ」 ウーン確かに 巧いなァー
◇ 落語・漫談 演芸話術 粋か野暮かは 芸次第
◇ 悲劇・喜劇だ 政治の小者 狭い視野では 見えぬカイ（怪・戒・拐・歌意）
◇ タクシーに ショーの引け後 ムーラン・ルージュ
「シブプレ」「ウィ」とは よい笑顔
◇ 演説か 昔エジプト 象形文字で 言葉意味する 舌に手が
◇ 噺上手は 「間」の置き方ネ ヴィタミン MA だな 良い調子
◇ 歯切れ良い声 抑揚調子 さすが名人 芸達者
◇ 除夜の鐘には 半年早く 頓坊コーナー 108 回
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片岡 隆

暴笑老人のよれよろよたよせの話

７０歳の所感・・・・さらに
昔、ハンカチ王子、今ハンカジおやじ。スーツは止めて、ブレザーにした。半分カジュアルなおやじに
なった。ハムカツも好物です。
世の大物に、「君はぼくより〇っつも若いのになかなかやるじゃないか」と言ってみたい。
おやじの遺言のせいで捕まった
おやじ（本名は大手策士・・おおでさくし）は、無一物で財産は無かったが、遺言が出てきた。それ
は、おやじの葬儀（大手策士をしのぶ会）を催し、1 億円を遺族に残すためのイベント企画書だった。
会葬者を多数集客し、多額の香典を集める企画だ。
会場は、青山斎場を借り切る。広告は、競馬新聞、競艇新聞、日経新聞、放置新聞へ。
香典の 9 割は、賞金に充当する。香典 1 万円に付き 1 枚の粗品引換券を渡すが、これが番号札になって
いる。下一桁が合えば１万円で、はずれ番号は２つだけで、８割は当たりである。高額賞金もあり、1
等１億円の当たり札は、「ね」の１３６５番と決めてある（高津の富と同じ）。
結果は大成功で、１万人を集客し、１００億円の香典が集まり、５億円の手残りとなった。
しかし、おれたち関係者は翌日、賭博罪で逮捕された。香典を装い、高額賞金を見返りに多額の出捐を
勧誘するのは、富くじであるとの罪状である。また、お返しが半返しをはるかに超え、８割の回収確実
性を予め標榜したことは、日本の美しい伝統を逸脱し、マネーロンダリング目的の誘客で悪質である
（表向きは 1 万円の香典で 80 万当たったと言い張れる）とも言う。しかし、この逮捕劇の裏には、カ
ジノ市場を食い荒らされたくないという官邸の思惑と、パチンコ業界からの政治的圧力がある、とささ
やかれている。
ひんしゅく爺ギャグ
♪かあさん お傘で叩きましょ タントンタントン タントントン♪
ブランコや滑り台は子供に何を学ばせようとしているのかな？
⇒ ブランコは、宙ぶらりんの人生、滑り台は人生の下り坂さ。
「暑い暑い、冷たい空気ください」 ⇒ 「よそよそしい空気ならありますけど」

□ Junk-Senryu ■

中川克己

□ 朝ドラの ヒロインちっとも 老けないね
■ わろてんが アンチエイジの ええサプリ
□ なぜ今年 四月うその日 流行らない？
■ 内外で うそみたいな事 流行るから
□ 何事も そだねー！で済む 良い夫婦
■ うそ！そうかー？ そんな夫婦も 良い夫婦
□ 賀状くじ 以来、はずれの 癖つけど
■ 一万名 無料お試し 当たれよな
□ 次々と 問題八角 大相撲
■ワイドショー ネタに困らぬ 有難さ
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）飛んでもない 日報に鉄砲 飛んできた
２）バッターバッターと三振の山 大谷投手
３）柳瀬秘書官とかけて 計算の下手な人ととく
その心は 何度聞いてもアッテない
４）“愛船といつまでも” 僕は不幸せだな
５）女人金星 咄嗟に土俵にあがり救命活動
６）ハリルものに触って解任
さむらい日本
７）孟母三選の教えを復唱している安倍総裁
８）MeToo 語の魂百まで セクハラ発言抗議
９）国会議員に不敵切発言
自衛官
10）セクハラの尻尾をつかまれた長尾鶏
11）林もあるぜよ 公用車でヨガ通い

平井幸雄

平成の百人一首（ヒライ流）その④

百人一首をヒライ流に現代版に替え歌（パロディー・もじり・語呂合わせ） 第 4 弾です。今回 61～80
首です。相も変わらずの愚作です。 百人一首の正確な成立は不明だが、藤原定家が嵯峨にある中院山荘
のふすまを飾るインテリアとして、西暦 1235 年 5 月 27 日に作られたそうだ。 だからこの日が百人
一首の日だそうだ・・・この日に孫と一緒に坊主めくりでもして遊ぼうかと思う。
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高木正明

コミックどどいつ瓦版 No.321 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

森友疑惑が 加計にも飛び火 学園騒ぎが 炎上中
「膿を出し切る」言ってる口は 「美しい国」言った口
国のトップが 嘘吐きならば 部下の官僚 皆ムジナ
ウソの八百八町はどこか パッと出てきた 永田町
言葉遊びの セクハラ次官 いびり脅しの 果て辞任
被害続発 セクハラ騒ぎ ＭｅＴoo運動 駆け巡る
内憂手詰まり 外遊逃避 戻りゃやっぱり 地獄攻め
頭の方から 魚は腐る 政官トップに 腐敗臭
失神市長を 女性が介護 場所が土俵で 大騒ぎ
女人禁制 チビッコ女児も 土俵に上げない 巡業中
四国・今治 脱走騒ぎ 島の空き家を 大捜査
マンガ作家が ガマンがならぬ ただで見せてる 海賊版
ハリル（ホジッチ）監督 解任騒ぎ 大会控えて てんてこ舞い
市民ランナー 川内優輝（31） ボストンマラソン 逆転Ｖ
鉄人・衣笠 記録や語録 カープの守護神 ガンで逝く
柴本 和夫

言葉の研究

１.秀吉の朝鮮出兵を辿る旅に参加
名護屋城（長崎でなく佐賀）から船に乗って釜山に着いた。
① 呼子にて（朝鮮出兵の名護屋城が近い）。 ⇒ この呼子はイカで有名
・イカの数え方の違い
海で自由に動き回る姿は、「匹」と数える。
捕獲され商品として並ぶ時には、「杯」と変化する
・このイカで有名な呼子に、しば選の「秀逸作品」候補発見！
居酒屋の看板・・・・イカで一杯いかが？
② 釜山にて
・戦国武将（加藤清正等）が築城した、多数の「倭城」がある
嬢より城 ⇒ 年金生活者はキャバクラ嬢より、倭城に興味を持とう
・韓国で一番有名な作家は遠藤周作である
コリアン先生と呼ばれ尊敬している。
・韓国の電車の「運転手」と「車掌」は世襲職である
運転手はキムだ！車掌はボクだ！
２．微妙な差異
①ア○―レ
・解任されたサッカー日本代表監督は・・・・・・アギーレ監督
・ＣＭでお馴染み＝過払い金の無料相談は・・・アディ－レ法律事務所
・酋長の娘の私のラバさんは・・・・・・・・・・・・・・・・アモレー
②ＯＭＧの日米差（米はＹ。日はＥ）
・米国のＯＭＧ ⇒ ＯＨ ＭＹ ＧＯＤ（オ・マイ・ゴット）
・日本のＯＭＧ ⇒ ＯＨ ＭＥ ＧＯＤ（オ・ミ・ゴット）
オーマイ・ゴット！オミゴト連発のジョークがいっぱい。二次会も一杯。
おおいに笑おう～ジョークサロンで
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香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳「富士仰ぎ平安祈りタワー立つ」

風一陣桜一ひら猪口で受け
流れ行く愛を集めに海に入る
事故処理も出来てＡＩ一人前
猿芝居訴追訴追と逃げ回る
ＦＢのイイネボタンは今やダメ
徘徊の噂で止めたウオーキング
老の夢夜の巷の飲み歩き
花見酒下戸が退散一気飲み
カジノ怖つ政治家ギャンブル依存症
車窓から何も見れない北のドン
鎌倉市＠若狹芳生
◆
◆
◆
◆
◆

■囲われものに関わる創作漢字

国構えの中に鳥で、篭の鳥
国構えの中に車で、ガレージ、車庫又はトンネル
国構えの中に牛で、牛舎
国構えの中に何位も書かないで、空き箱
国構えの中に煙で、玉手箱か浦島太郎

曽田英夫

◆
◆
◆
◆
◆

国構えの中に娘で、箱入り娘
国構えの中に女で、妾か又は囲われ者
国構えの中に牛二頭で、ギュウギュウ詰め
国構えの中に￥で、金庫
国構えの中に屍で、棺桶

狂歌 NEW 門

● 楽しい話 笑顔笑顔に
このサロン 一月作り 発表し
楽しい話 笑顔笑顔に
寄席行って 落語家ばかり 出てくれば 楽しい話 笑顔笑顔に
居酒屋で 気があう友と 飲み会を
楽しい話 笑顔笑顔に
職場では 朝コーヒーを 飲みながら
楽しい話 笑顔笑顔に
● 表情変えず 何も言わずに
尻さわった 女は騒ぐ 電車内
来年は 戦力外と 上司言う
隣来た 美女にお酒を プレゼント
午前様 やっていないぞ やばいこと

表情変えず
表情変えず
表情変えず
表情変えず

何も言わずに
何も言わずに
何も言わずに
何も言わずに

● 世間は一体どないなってまんねん
ドラゴンズ 広島たたき ３連勝
モヤ打ちまくり モヤモヤ消える
二刀流 すでに２勝 ３ホーマ
大リーグには まるでおおたに
セクハラが どんな物かも 知らなくて 全面否定 それ幸福田
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＜幸 裕 (=交友) 録＞
頓珍漢な会話
「 I Love 2000 形！」
(幸) 3 月末、お前随分元気無かったなぁ。何があったんや。
(裕) わての分身、京急 2000 形が引退してん。もう涙、涙の毎日でしたで。
(幸) そやけど、この会はジョークサロンで、皆で笑おうという会やで。
(裕) 分かってんねんけど、今回は特別やさかい堪忍してーな。まず先月引退した、京急 2000 形の＜詩＞
をお送りしまっせ。
(幸) 何や。いつもと違う展開やな。

大鳥羽裕太郎

『貴方がデビューした年に私は結婚した。
快速特急用に、名車旧 600 形の後継車両として生まれた貴方は、1983 年
いきなり京急初のブルーリボン賞を受賞した。生まれた長男、妻と実家に
行く時、「さわやかギャラリー号」だった貴方に乗った。快特用に 2100
形ができると、貴方は三扉化され、エアポート急行の運用が多くなった。
でもラッシュ時に快特や特急として誇り高く走る姿にしびれていた。
子供達も成人し、長男は鶴見に所帯を持った。長男の京急鶴見、我が家が
ある上大岡、母がいる実家の神武寺を、エアポート急行の貴方が結んでく
れる。
京急 120 年のうち、35 年間走り続けた貴方は引退が近いのかもしれない。
だから、貴方に会いたくてエアポート急行に乗る。
「 I Love 2000 形！」
作者のペンネーム＝熱狂的 扇(ファン)』
(幸) これ、お前が作ったんか？
(裕) そうだす。京急が 2 ｹ月毎に発行し、京急の各駅に置かれている小冊子＜なぎさ＞の 2 頁目に載せる
作品を京急が読者から募集したんや。
(幸) 残念ながらボツやったわけやな？
(裕) はいな。俳句も作ったで。
<花吹雪 警笛残し 2000 逝く>俳句の先生に「2000 は何？ 電車！？＜逝く＞は人に使う言葉です。」
て言われたけど「2000 形は親友で人間と同じです！」って言い返したで。
(幸) まぁ、お前が 2000 形をほんまに好きやったのは分かったけど＜伝笑鳩＞は鉄道雑誌とちゃうで。
(裕) 分かってますけど、2000 形引退はわてにとって、ほんまにいんたいー話でしてん。

吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「花まつり」 こ百合のひとりごと
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＊ 花まつり/お釈迦様の生まれた日
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信用亭 駒公（佐藤忠恕）

○ 同音異義川柳 no.9

◎ めいくできたと

◎ じこうがあって

女房は 名句できたと 自慢顔
女房は メイクで来たと 厚化粧

借入に 時効があって 難逃れ
果物の 時候が合って 甘くなる

◎ かんていたかく

◎ ようめいきけば

この家は 鑑定高く 値が付いた
この家は 官邸、高く 聳え立つ

曾祖父は 幼名聞けば 寅次郎
曾祖父は 用命聞けば ご満悦

◎ こうそにのぞみ

◎ ぎょうてんちかく

難局は 控訴に臨み 肚を決め
難病は 酵素に望み かけてみる

ただ今は 暁天近く 夜が明ける
ただ今は 仰天、地殻 大変化

野本浩一 お写落日記 【中学ではまってしまったビートルズ 古稀前でなおしびれるビート】
4 月 12 日（木）六本木アビーロードでビートルズ好き仲間の会合に
参加。伝笑鳩にジョークを送ってくる菅井さんの呼びかけで 10 人も集
まった。「あそこにいるのは糸井重里だよ」と彼が言うので、演奏の合
間に挨拶に出向いてツーショトを撮らせて頂いた。
ビートルズ仲間の皆さんがキョトンとして「どうして知り合いなの」
と訊いてくる。
今から 30 年ちかく前、糸井さんや氏の知人・友人たちとボードゲー
ム・モノポリーを一緒に楽しんだりしていた。時には真剣勝負もあった
のだが、参りましたと言ってン千円取られたことは黙秘していたボク
だった。
ビートルズ聴きにでかけたアビーロード
嬉しなつかし会う糸井さん
今年からほぼ日手帳使ったら ご利益ありで会う糸井さん
懐かしや来てるじゃないか糸井さん 小生の手にほぼ日手帳
ビートルズ大好き仲間集まれば 話途切れず酒も途切れず
ビートルズ聴けば若き日蘇り シャウトしながら思い出す顔
海郷達人

ショートジョーク

1．カナブン
久しぶりに息子が孫を連れてやってきた。食事になって間もなく、孫が「おじいちゃん、カナブ
ンって食べられるの？」と聞いた。私が、「食事中にそんなこといっちゃダメ」と注意した。食事
が終わってから、孫に「なんでさっきあんなこと聞いたの？」と尋ねると、「おじいちゃんのスー
プにカナブンが入ってたの。だけど、逃げちゃったよ。」だと。
2．ゴキブリ
会社の昼飯時、4 人連れだって近くの飯屋に入った。みんな同じ定食が運ばれてきて、みんな静
かに食べ始めた。と、そのうち、向かいを見ると持ち上げた箸の先、なんとほうれん草のおひたし
の隙間にゴキブリの輪切り。・・・・、シーン。後の半分は誰が食べたんだ？
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★2018 年 4 月 25 日例会参加者

１３名参加 太字は初参加

野本浩一、中川克己、門口泰宣、佐藤忠恕、曽田英夫、大鳥羽裕太郎、平井幸雄、尾垣聡子、
高木正明、片岡隆、柴本和夫、海郷達人、佐藤晃一
＊佐藤晃一さんは変集鳥と同じくビートルズファンです。そのご縁で初参加です。

このところ、参加者が
少ないのでゆったりと
座れます。
少しリッチな気分です。

女性の参加が増えれば、
もっと笑い声が溢れるので
はと思っています。
二次会はダジャレで脳の
活性化を促進しています。

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）
6 月 27 日（水）
千代田スポーツセンター
７階第２集会室
7 月 25 日（水）
千代田スポーツセンター
予定
8 月 22 日（水）、9 月 26 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
住所 千代田区内神田 2-1-8 ℡03-3256-8444
切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2018 年 4 月 17 日～5 月 14 日

切手：四尺耕一、橋本剛、中島泰志、椎名美代子、植竹団扇
カンパ： 大石脩、幸崎雅弥、浜田頓坊、斉藤光正、鳥居晴美
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。
伝笑鳩 No.344 発行 2018.5.23
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・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
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。
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