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＊＊＊＊２０１８年７月 No.３４５＊＊＊＊＊＊ 

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

５月例会でサロン同人平井幸雄さん

の「平成の百人一首（ヒライ流）」最終

20作品が披露されました。 

楽しいイラストと平成の世相とが交錯する笑撃的なものでした。 

 「全作品100作が掲載された冊子も作ります」とのこと。敬服するばかりです。 

  

 百作をまとめさらなる飛躍かな  今後もますます笑わせて下さい。 

 

 4月に続いて5月も例会参加の佐藤晃一さんから、「例会と二次会を楽みしました」

とのメールをいただきました。どうぞ今後ともよろしくお願いします。 

◆創作活動もせずに、昨夜も楽しんでまいりました。 

皆様、センスの良い笑いの型をおもちで、感服いたします。 

未熟者ですが今後ともよろしくお願いいたします。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄     伝笑鳩 ダンケ！ 益々のご活躍を！ 

ボケ帽子 廊下防止 のため お笑い下さい 

  

 サロン同人一同 ⇒ 佐藤和尚へ  永林寺越後一会の和尚さん 語れば檀家みなダンケシェーン 

    

東京・高栄子      伝笑鳩344号受け取りましたよ。 

4/5ロシア大使館入場の記事、葉書にチマチマ書く文章の読解はタ～イヘンでしょう（？）いつもお世話にな

ります。6 月から雑色クリーブランド英会話教室のイングリッシュカフェに入会します。【告白】もう三度三

コース無料体験に行ってきました。 

シニアになって新しい事をスタートするのはドキドキ、ワクワクの反面、クセのあるシニアもいてなかなか

タイヘンですよ。 

 
 いつもお便りありがとうございます。ご活躍のご様子が伺えてこちらも元気を貰えます。 

 
梅雨となり 雨が止んだら 夏が来る ジョークサロンで 大いに笑おう 【快鳥 曽田英夫】 

伝笑鳩 

今月の一笑 

平成の百人一首（ヒライ流） 

東行法師 

 嘆けとて月日のたつは早いもの 

   いつやるかより今でしょ！かな 

        東京・平井幸雄 

一語一会、越後一会   和尚の独り言   若年と老年 

若者は無鉄砲な所が魅力だが それで    ばか者にならぬよう 注意！ 注意！ 

お年寄りの物忘れは 長寿のしるし     こうしてエネルギーを節約 長生き（息）に 

若い時は 一日が長い 一つ一つ 新しい  経験を 積み重ねているのだから 

老年の月日は アッという間の       人生の完熟期 一日は濃く そして短い 

若者の 二身同体は 互いに        傷つけ合うことがある つかず 離れずに 

老人は 酸いも甘いも 受け入れて     その身は 大自然に溶け込んでゆく 
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しば選 第 209回ものは付け 
  

 
「幸せだなぁともらす時とは」     

 

秀逸笑 

秀樹も由里子も・・・・・でも俺はまだ元気なんだと思った時  埼玉 北沢 正嗣   

【評】名前の通りに星？となった星由里子。永遠のヤングマンの秀樹。ありがとう！   

 

金笑   二人で一緒に入る墓を求めた時 （死んでも君を離さないぞ）   神奈川  中川 克巳    

銀笑   思いもよらずものは付けで入笑し伝笑鳩を眺める時         静岡    野末 紳二                         

銅笑   竿の洗濯物が陽に浴びているのを見る時               神奈川  山中 静代 

 

小笑   私の前の席の人が下車した時              千葉   吉永 こ百合 

 笑いのジョークがこみ上がる時             埼玉   高木 正明 

   他人の不幸という蜜の味を堪能している時        埼玉   酒井 典子                                                          

    家庭・職場に自分の居場所があると思える時       静岡   野末 紳二  

    母なる地球に抱かれし今に感謝する時          京都   大石 脩 

生後から今日迄多くの人々との長い親交に感謝する時   埼玉   石原 義三  

戦中、戦後の食糧難を思い出す都度           千葉   岡部 千代松  

超旨い食事が超安かった時               東京   野本 浩一 

      同窓会で好きだった女の子に愛の告白をされた時     東京   樋口 七郎 

健康  

健康に生き、喜寿の祝いをもらった時（海郷 達人）今日も健康で生活出来た時（藤野 哲康） 

朝元気で目覚めた時（稲葉 浅冶 ）       快調、快腸の一日であった時 （吉永 こ百合） 

ビール 

一日の終わり二人でビールを酌み交わす時（皆合 かずこ）  

湯上りにビールを飲んだ時（志賀 明）    ささやかな年金で500mlℓの発泡酒を飲む時（北沢 正嗣） 

夫婦関係 

冷戦中の妻からの和睦の申し入みが来た時（大鳥羽 祐太郎） 

久し振りに妻の機嫌が良い時 （北沢 正嗣）   亭主元気で留守の時（酒井 典子） 

自然と平和 

時時々の花に出会う時（浜田 頓坊）        旅行先で自然と温泉と食事の満足した時（藤野 哲康） 

 

第210回の題    「君も元気だせよ！と慰める時とは」  （出題 YMCA：西城秀樹）  

 

 今回の締切は 7月10日で通常通りです。 

   

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

PCメール  kazuo.shibamoto@gmail.com 

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

 

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 〈109〉 

 

 〈「百笑」。（どめく、どよめく）高知方言だがー〉 

◇ ちゃんとある 郵便番号 7桁ついた 中村百笑町 四万十市 

◇ 会社名にも 「四万十百笑」 株式会社が 元気だね 

◇ よくもまあ 当字考え 地名に生かし 今も元気な 百笑町 

◇ ことに依るとね ブラジル移民 ポルトガル語の 里帰り？ 

◇ 大勢集まり 酒呑み笑い 騒ぎ賑やか 土佐の町 

◇ どめきゆうがよ まっこと百笑 こじゃんと集まり たまあるか    

◇ そうだこの際 伝笑鳩も 負けず元気に 百笑調 

 

 〈世の中いろいろあるから面白いよなあ〉 

◇ そうだなあ 大工左で ノミ持つのだろ 飲むに掛けての 左党とか  

◇ 辛口ワインは 「トロッケン・ビッテ」 ドイツではこれ 笑顔呼ぶ 

◇ 人生芝居だ それぞれ役者 シナリオ監督 自前持ち  

◇ 魚には鰆（さわら）・鱈（たら）・沙魚（はぜ） 発音同じ 揕・惚・櫨 木偏にも 

◇ 絵画って 買ってみないと 判らぬらしい 判らないけど 買ってみる 

◇ 国民民主党 蝉だな正に ミンミンミンミン サワガシイ 

◇ 平和だね 猫を探して ポストにレター 八才以上の 黒の猫 

 

京都・大石脩         ダジャ連発！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京・稲葉浅治        川柳 「緑」  みどりの日昭和は遠くなりにけり 

 

緑内障オペ後驚く顔の皺          屋上に緑育てる大都会 

みどり児の未来を祈り植樹する       リハビリの杖にやさしい緑風   

 

鎌倉市＠若狹芳生        ■住宅に関わる創作漢字     

木偏に家で、木の家    

石偏に家で、石造りの家 

草冠に家で、茅葺屋根の家 

家と家の間に縦線で、塀か垣根 

木偏に床で、フローリング   

布偏に床で、カーペット  

門構えの中に灯で、門灯 

上に家三軒下の両端に家二軒で、向こう三軒両隣り 

耳偏に壁で、壁に耳あり 
国構えの中に庭で、坪庭か箱庭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

「あなたに威張る方って、どんな人です

か？」 

「勿論のこと、ライバルですよ」 

「何見てるの？」 

「ホシさ」 

「今、真昼に見えないやろ」 

「エヘヘ・・・ウメボシさ」 

「なんよ。それ～」 

「ハハハハ・・・真昼でも見える君って

いうスターさ」 

「うふふ、星である私ホシい」 

「風邪ひいちゃったの」 

「う～ん、カメラアイやめてねぇ」 

「どういうこと？」 

「つまり、写真とらないで、うつさないでねェ、てよう」 
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平井幸雄      平成の百人一首（ヒライ流）その⑤ 最終 

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 5 弾（最終）です。

今回 8１～10０首です。長い間お疲れさまでした。 人生百年の時代を迎えた。私も後期高齢者にな

った。平成の時代が終わる。 ヒライ流百人一首を作り終えたところで、これを「平成百人一首」（人

生百年の 一生を詠む）という冊子にまとめてみたい。また「歌留多」にしてみたい 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
南亭琴内（米岡泰・ゆたか) どんでん返し人生： 何歳でボケるのか？もうボケている？😅😄 
 

私は満州の奉天で生まれましたが、蒲柳の質で何度も死にかけてます。我が家
は終戦で命辛々内地に引き揚げ、横浜で進駐軍に職を得て、座間キャンプで建築
見積で生計を立てていました。家は洋式で畳無し、言葉や習慣も米国式、食べ物
も洋食、趣味もボウリングにビリヤード。 家には大きな電蓄があり、父母はタン
ゴでダンス。母は卓球の名手で短距離の選手。洋裁に洋食、英語に洋画に洋楽と
言う珍しい家庭でした。 

  私も西欧音楽に惹かれ、NHKのラジオ歌謡から始まって、芸大出身の音楽教師の声楽やコーラスには
まり、ハーモニーに酔いました。その頃に培った音感や音程は身に付いて、一生忘れません。 
 私は電気通信技師です。NTTでは、何と我が国初の携帯電話を開発していました。今も開発途上国の携
帯電話導入の支援に当たっています。文科と理科の狭間にいて、音楽の感性と工学の理性とが矛盾せず
に私の身体の中を駆け巡っています。 反面、落語や漫談も好きですから、日本笑い学会やジョークサ
ロンにも顔を出して、川柳や狂歌も楽しんでいます。笑うこと、歌うこと、歩くことは非常に身体に良
いし、ハーモニーや歌唱は脳の働きを活発にします。 
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曽田英夫              狂歌NEW門 

 

● 気合いを入れて 気持ちで勝負 

月一度 狂歌を作る 面白く 気合いを入れて 気持ちで勝負 

通勤時 電車が遅れ 超ラッシュ 気合いを入れて 気持ちで勝負 

昼飯に 来た定食が 大盛だ 気合いを入れて 気持ちで勝負 

階段を 見れば薬と いうけれど 気合いを入れて 気持ちで勝負  

 

● やってしまって 笑うしかなく 

居酒屋で 徳利倒し 酒流れ やってしまって 笑うしかなく 

歩きすぎ 両足つって 立ち止まり やってしまって 笑うしかなく 

自販機で 飲み物出たが 釣りが出ず やってしまって 笑うしかなく 

写真撮る シャッター下りず 電池切れ やってしまって 笑うしかなく 

 

● 世間は一体どないなってまんねん 

西城に 星 朝丘と 大物が 時代沸かせた 巨星がおちる 

遠藤に 休場されて 目玉消え あと栃ノ心 大関なるか 

監督が やめてよい訳 ないだろう 危険タックル 相手は母校 

 

吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「五月晴れ」 こ百合のひとりごと― 県人会 ― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わ 巣 さ 泳 な 

す の つ ぐ つ 

れ ば き つ さ 

ま し ば ば そ 

じ ょ れ め う 

四月二十八日、多摩川六郷土手にて、 

龍踊りを楽しみ、ハタ揚げに心躍りました。 

 

おてんばで、 

子どもの頃、従兄弟の指導のもとに 

ハタ揚げをしていましたので、 

すぐに空高く揚げることができ。 

「意気揚々」 

 

幾つになっても、 

「一旗揚げたいもの？」です。 
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門口泰宣          阿呆リズム＆パロディ 

 

１）私にも問題ありますか 単身不妊者 

２）セクハラ研修に代返して欠席か 麻生大臣   

３）伊予伊予出番の愛媛県知事  加計学園 

４）証拠が出てきても性懲りなく否定の安倍総理   

５）黒塗りが 間に合わないと 白を切る   

 

６）米大使館のエルサレム移転は許されむ パレスチナ  

７）秋田犬にまさる贈り物ない ザギトワ選手 

８）辞任するMayor のかけらもない狛江市長 

９）格段の違いを見せる藤井聡太七段昇格 

10）カンサイと言い違える日大監督の感性 

 

11）ギャンブル依存性に  カジノ開設は異存ない 

12）最上秀樹のヤングマン 

13）イラク日報問題で減給処分 イクラ？ 

 

大鳥羽裕太郎        ＜幸 裕 (=交友) 録＞  頓珍漢な会話    

 

1. 「＜笑点＞５３年目に突入！！」 

(幸) わてらの大好きな＜笑点＞が5月15日で５３年目に突入したそうや。 

(裕) ５３年目突入の直前の5/13(日)の放送が2,612回やから仮に1年52週で 

割ると  50.23年．要は回数にカウントされない特別番組が結構多いと 

いうことやな。 

(幸) ＜笑点＞の魅力は「マンネリ」と「斬新さ」が共にあることや思うで。 

(裕) わてらの大好きな＜笑点＞が53年目で降参ということにならんよう、 

＜笑点＞!! がんばれー！ 

 

2. 「＜山田姉妹＞ 1周年記念コンサート開く！」 

(裕) 神奈川・逗子出身の＜山田姉妹＞が5月12日に逗子のなぎさホールで開いた1

周年記念コンサートをお母はんと一緒に聞いてきたで。 

(幸) ＜こまどり姉妹＞とどうちゃうねん？ 

(裕) ちゃうで。＜山田姉妹＞は1991年のクリスマス・イブ生れの二卵性の双子ソプ  

ラノデュオ。姉は東京藝大声楽科卒で2011年度のミス鎌倉やし、妹は国立音大 

声楽科及びオペラ・ソリストコースを主席卒業した本格派で、4オクターブ出る 

んで。 

(幸) コンサートはどんな構成やってん？ 

(裕) 第一部は＜あなた＞＜雨やどり＞＜2つで1つ＞など時代を超え、世代を越えて生き続ける日本の名 

歌を歌ってくれはった。 第二部は＜レハール＞＜プッチーニ＞＜モーツァルト＞の歌劇から、クラ

シックの名曲をマイクなしで聞かせてくれはった。うまかったので即ファンになったで。 

(幸) 一言でいうとどんな感じのデュオやねん？ 

(裕)＜華麗＞につきますな。姉は＜華＞、妹は＜麗＞という名前やし。 
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柴本 和夫              言葉の研究   

１.芸能界の話題     ヤングマンの姿 

・去ってしまったヤングマンに哀悼・・・・西城秀樹  

・これからのヤングマンに期待・・・将棋の藤井七段、野球の大谷翔平 

２．政治世相～麻生流答弁 

 ①セクシーヨガに通う林大臣の行動・・・・あれはナイトスポット巡りをしただけ    

    ②福田次官のエロトーク・・・・伝笑鳩の「言葉の研究」という「言葉遊び」を楽しんだだけ 

③ちょっとキスを迫った程度で、セクハラと騒ぐのは如何なものか 

・「唇へのキス」はサービスに過ぎない・・・・・・英語では、リップ・サービス 

    ④野党合流で新党結成・・・・北朝鮮と韓国のマネをして、「統一チーム」を結成したのかな 

３．金正恩と文在寅の会談    金正恩のあの行動はなんと表現しますか？ 

・金正恩が、国境を跨いで、韓国へ侵入・・・これって脱北じゃないの？ 

        ・金正恩が、文在寅を連れて、北朝鮮へ帰還・・・・これって拉致じゃないの？ 

４．働き方改革 

    ①野党が国会審議拒否し、職場放棄・・・１8連休取得とは     

・前代未聞の長期休暇取得～裏技・ウルトラＣであり、【働き方改革】の見本と言える 

 ②裁量労働制・働き方改革 

        ・政府は、「裁量労働制」は、残業を減らす、「最良労働制」と言う 

・政府は、【働き方改革】は、表向きで実態は、「働かせ方改革」だとは言わない 

    ③来年の 5月から新年号が開始 ⇒ 平成では無くなる・・とても平静ではいられない 

       ・新天皇は 59歳から公務開始となる・・・世間では定年退職する年代 

・「高齢化日本」における、シニアの【働き方改革】の見本？ 

５．前代未聞の日本大学のアメフト悪質タックル事件 

・QBはアメフトでは「クオーターバック」の略 ⇒ 理髪のQBハウスは、何の略？ 

・ヤングマンは、爽やかに謝罪 ⇒ 監督と大学側は、責任逃れ・逃げの姿勢で往生際悪し 

・日大は鳴り物入りで、昨年【危機管理部】を新設 ⇒全く役立たず、【危機放任部】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ジョークやユーモアで、ゆううつなど吹き飛ばして、君も元気出せよ （YMCA）  

                 おおいに笑おう～ジョークサロンで 

 

香野好勇（こうの好太）   好太川柳     フォト川柳「昼の月覗きうらやむ花見酒」  

        

流し目の愛のサインで今がある 

化粧品売子の顔が買わせない 

大得意演歌唸って身振り入れ        

美人にはつい伸ばしてる鼻の下 

演歌歌手甘いセリフで勝負する       

運命に掉さし夢の万華鏡           

長待ちの患者顔見ずモニタだけ 

深い愛いつも控え目そよと吹く        

花筏栄枯盛衰波模様 
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.322 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

 
五月始めは 連休模様 気温もいきなり 夏模様  
連休呆け明け ドカンとショック 女児の無惨な 遺棄事件  
ダメな政治と 分かっていても 突つき切れない ダメ野党  
嘘や誤魔化し ばれても辞めぬ 一強一座の 猿芝居  
佐川氏喚問 虚偽でも不起訴 地検も忖度 したのかも  
記録取らない 報告しない 思い出さない 柳瀬秘書  
喚問するなら 議事堂よりも 嘘の舌抜く 閻魔堂  
何処の社会も セクハラ・いじめ 有ると豪語の 麻生節  
太宰治も 呆れる麻生 人間失格 でも大臣  
働き方なら 議員も同じ 成果主義なら 成果給  
死者が出ようが 強行移転 エルサレムへと 大使館  
南北合意と 偽装の握手 直ぐにちゃぶ台 返す北  
ずさん融資をシェアハウス向け 成らぬ徴収 スルガ銀行  
桃の種から 邪馬台国や 卑弥呼の暮らしが 畿内説  
狛江市長の セクハラ事件 やはり要るかも セクハラ罪  
「万引き家族」が カンヌで賞に 年金生活 元気付け   
元気カンゲキ 西城秀樹 病気癒えずに 逝くショック  
女人禁制 解禁してる 女相撲や 角突き場  
違反タックル 監督指示か 揉める日大 アメフト部    
野球観戦 忙しいフアン 日本・アメリカ 駆け巡る  

 

信用亭 駒公（佐藤忠恕）      ○ 同音異義川柳 no.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ ばんせいだから 

父親は 晩成だから 苦労人？ 

父親は 蛮声だから 野蛮人？ 

 

◎ できあいみれば 

陶磁器の 出来合い見れば  納得し 

陶磁器の 溺愛見れば 首傾げ 

 

◎ しはいをうけて 

大国の 支配を受けて 雌伏した 

優勝者 賜杯を受けて よろめいた 

 

◎ せいかいないと 

妥協には 正解無いと 割り切った 

ドン選び 政界内と 割り切った 

 

◎ だんちょうのおもい 

あいつなら 断腸の思い 判る筈 

落ちてきた 団長の重い 図体が 

 

◎ たんかをきれば 

商売で 啖呵を切れば 直ぐ喧嘩 

商売で 単価を切れば 直ぐ破産 
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野本浩一 お写落日記 【風呂入りゲーム楽しみよく笑う これが人生これぞ人生】 

 

 5 月 8 日午後初めての我孫子訪問でゲーム講習に励んだ。今回は平均年齢 75 才ほどのシニアの

方 2々4人に紙・ペンゲーム４種類と超シンプルなダイスゲーム（シ

ャット・ザ・ボックス）を遊んで貰う。 

行きの車中読んでいた「世界を変えた暦の歴史」（谷

岡一郎著、PHP 文庫）ｐ162 で、古代ローマの都市

遺跡ティムガドで発見された落書きを偶然に発見し

た。 

「狩りをして、風呂に入り、ゲームをして、笑う、こ

れが人生だ！」 

「ここで笑介せずしていつ紹介するんだ」と早速借用させて頂く。 

 この発見は今後のゲーム講習において重要な意味を持つだろうと、気分は

トロイ遺跡発掘のシュリーマンだった。 

 この本を教えて頂いた内神田・東(ｱｽﾞﾏ)書店の東（ﾋｶﾞｼ）社長に感謝・・深

謝・・多謝です。 

 

 わが人生風呂にゲームに笑いあり 狩りはないけど借りならあると 

いにしえのローマの人を見習って 風呂とゲームと笑い楽しむ  

 

楽しみは親しき人に教わりて 思いも寄らぬ発見するとき 

シュリーマン知ゅりませんでは収まらぬ 知らなきゃトロイと言われてしまう 

 

中川克己            □ Junk-Senryu ■ 
 
 

 □ うれしそう ９日休み 取れるヤツ 

■ 連休を 待ち兼ねた日  々なつかしい 

 

□ イシグロさん 貰っておいて よかったね   

■ 村上さん 今年は静かに ノーメル賞 

 

□ 分からんぞ！ だぼだぼズボンか スカートか 

■ 本人が 気に入ってんだから マァいいか    

 

 

□ 母の日に バラ贈る人 増えたとか  

 ■ 花言葉： カーネー振り込め 頼まない 

 

□ 思い出す ベルリンの壁 崩壊を 

■ どうなるか 板門店の 鉄条網 

 

小湊鉄道      

 

いすみ鉄道 
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         楽しみは笑い仲間が集まりて みなで元気に語り合うとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2018年5月15日～6月4日 

カンパ： 大石脩、浜田頓坊、曽田英夫、野本浩一 

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。 

★2018年5月23日例会参加者   11名参加  

柴本和夫、高木正明、門口泰宣、中川克己、尾垣聡子、佐藤忠恕、曽田英夫、大鳥羽裕太郎、 

平井幸雄、橋本康平、佐藤晃一 

＊仕事が入ったり、急な用事が発生したり、夏風邪だったりで常連の欠席が多かったですね。 

 それでも何とか二桁人数の参加で賑わいました。作品もしっかり集まりました。 

伝笑鳩 No.345 発行 2018.6.27            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・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 

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） 

7月25日（水）     千代田スポーツセンター  ８階第３集会室 

8月22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  

橋本さんや佐藤晃

一さんが、笑いに

来てくれて十人超

えました。ありが

とうございます。 

mailto:knomoto922@hyper.ocn.ne.jp
http://www.jokesalon.com/

