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＊＊＊＊２０１８年８月 No.３４６＊＊＊＊＊＊ 

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

 暑中お見舞い申し上げます。 

皆様体調は如何でしょうか。 

変わりなく「笑い」を忘れない生活でしょうか。 

 元気に過ごされることをサロン同人一同願っています。   

 ＊西日本豪雨で亡くなられた方々のご冥福を衷心よりお祈り致します。 

 

東京・高栄子      今日（7/2）東京は日中30度とか・・・・ 

 クーラーない私は日中忙しく移動してたんですが、さすが屋外は汗ポタポタ、屋内は寒くて冷

え性になりそうです。靱帯損傷の時は体重をドーンと落とさなければ、正直治らないと今日も厳

しく言われてきました。明後日、娘と横浜中華街の食べ放題に行くんですけど。 

 

新潟永林寺・佐藤憲雄 七月号ありがとうございます。“和尚の独り言”掲載忝く汗顔の至りです。 

 向暑の砌（みぎり）、御尊信切に切にお大事にお大事に 

 

福島・松山カオリ   鳩さんたちは相変わらずすばらしい作品を書いていらして 

どんどん進化なさっていらっしゃいますね。テレや新聞で東京の様子が日毎に変化している

のを見て地方に住んでやきもきしております。時代の動きに合わせて進化している鳩舎益々元

気になられるのでしょうね。暑さに負けないでどうぞ飛び回って下さい。お元気に。 

 

埼玉・奏志朗  「伝笑鳩」いつも楽しく読ませて頂いております。 

郵便料金（二年分）お送り致します。よろしくお願い致します。        

 

東京・高畑静子 雨にぬれた紫陽花の花がきれいです。会報お送りいただきまして、有難うございます。 

 毎号楽しく、拝読して、元気を頂いております。私は夜間外出が出来なくなり例会に参加できなくて残念で

す。カンパ切手と会費1000円同封致します。今後共よろしくお願いいたします。 

 

東京・樋口七郎 楽しく読ませて頂いております。「ものは付け」で金笑になった号は特に嬉しいです。 

 私は相変わらず映画にはまっており、今年も今日まで97本観ています。（６月６日現在）  

印象に残っている映画は「サウンド・オブ・ミュージック」と「シェーン」と「そして父になる」です。 

 

愛知（気晴亭）・加藤勝彦     伝笑鳩も載せて頂くととっても嬉しいですヨネ。 

 台湾の女性 3 人が来店。帰りに写真一緒に撮ろう「サン」「サン」と言うので、そう「三人ね！」「No,サ

ン！」と言って「讃」と書いた。スマホには「好き」と出ていたが、後で図書館へ行っても出てこない。彼女

は真剣に「サン」と言っていたので「私あなた好き！」と言っていたのか、と鼻の下を長くしていますが・・・？ 

 

夏が来る 汗が止まらず 即タオル 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】 
 

伝笑鳩 

今月の一笑 

対文いろいろ （←逆から読むと） 

 
☆男の頭    ←  またあのことを 
☆よい知らせか ← ガセらしいよ 

☆熊に向けて屁 ←  屁で煙
けむ

に巻く 

           千葉・海郷達人 
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しば選 第 210回ものは付け 
  
「君も元気だせよ！と慰める時とは」     

 

秀逸笑 

就活・婚活に失敗したって、まだ終活が残っているじゃないか    埼玉 酒井 典子   

【評】そだね！終活は全員が100％成功できるからね   

 

金笑   大金で買った骨董品がなんでも鑑定団で偽物と鑑定された時  熊本  松野 信夫    

銀笑   秀樹のYMCAの踊りについていけない人を見た時          千葉  吉永 こ百合                         

銅笑   釣り船で１人だけ酔って釣れなかった時                東京  藤野 哲康 

 

小笑 

「終わった人」がなかなか始まらない時          埼玉  北沢 正嗣 

 左遷先でも旨い地酒があるぞ               埼玉  高木  正明 

  歌丸が逝ったからって伝笑鳩は健在なのだから・・・    埼玉  酒井  典子                                                          

   片山晋呉。晋呉らしくないぞ！ 態度直せばそれでよし。  神奈川 浜田  頓坊  

   オケラ街道を帰る時、隣を歩いている見知らぬ人に     神奈川 藤倉 由紀子           

 しば選の金笑・銀笑・銅笑に選ばれなかった友に      東京  樋口 七郎 

天国に行った悪友が仲間がいないとぼやいている時     神奈川 志賀 明 

ＡＴＭでオレオレ詐欺防止の声かけされて落ち込む友に   神奈川 中川 克巳 

宴も終わり酔い潰れた友と別れる時            千葉  海郷 達人  

 

Wカップの西野ジャパン 

日本が負けたからって、たかがサッカーじゃないか（酒井典子） 

惜敗結果にご苦労さん（大鳥羽裕太郎・野本浩一・藤野哲康） 

パス回しで誤魔化した消極戦法の選手に（高木正明） 

受験失敗した人にひと言 

それはラッキーだぜ！その学校を卒業した俺がこれだよ（野末紳二） 

失敗してＹＭＣＡ予備校に入学する人に（松野信夫）     大学受験失敗（岡部千代松） 

○○同士の慰めあい 

フラレたもの同士の飲み会の時（藤倉由紀子）   白髪・光頭同士の激励交歓（石原義三） 

妻に頭が上がらない仲間同士と飲む時（藤野哲康）妻に先立たれたヤモメ同士（藤倉由紀子） 

 

第21１回   「ボーと生きてんじゃないよと言いたくなる時とは」   

（出題 NHK：チコちゃん 5歳）  

 

 今回の締切は印刷の都合により 8月3日（金） と致します。 

 ＊8月9日、10日頃に次号（347号）の版下を入稿する予定です。 

ご協力をお願い致します。 

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

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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東京・樋口七郎       お久しぶりネ  伝笑鳩 

 色の三原色は赤色、青色、黄色といいますが、これらの色と金色、銀色、銅色、黒色、白色はイメージ

として想像できますが、次の色はどう想像しますか。 

黄土色、藍色、虹色、萌黄色、柿色、鶯色、煉瓦色、水色、草色、檸檬色、灰色、朱色、茜色、鼠色、

珈琲色、蛇色、雉子色、瑠璃色   色々ありますね 

 

東京・稲葉浅治        川柳 「切る」  渡り切るまでは心配ランドセル 

  咳払い一つで仕切る父がいた         しがらみを断ち切るために旅へ出る 

  使い切る領収書無し政策費          100切った頃がなつかし社用族 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド 〈110〉 

     ついに〈110〉回だけど、まだ救急車不要ですよ 

 

  〈「笑い」。脳に良く効く神様からの贈り物〉 

◇ヘップバーン「この世で一番 素敵なものは 何と言っても 笑いでしょう」 

◇「笑い療法医学界」は 楽しいらしいね、 そうだろな 

◇笑わない脳 萎むと博士 それは大変 一大事 

◇うつ病や パニック障害 治療や予防 笑いの効果は 確かだと 

◇笑いとは サプリメントだ 対談・会話 元気な人生 良い薬 

◇脳を育てる 楽しい言葉 どんとどんどん 呼ぶ笑い 

◇本の音読 すぐれた人と 会話楽しむ 悦楽の時 

◇都々逸は 笑う脳トレ 大声出してこんな良いこと 忘れんとー 

◇頓坊都々逸 声張り上げて 謳えば元気が 湧いてくる (我田引水) 

 

  〈世の中を面白おかしく生きる知恵いろいろ〉 

◇「私テレビと しゃべっているの」 一人楽しの老婦人 

◇ほゝうなかなか 生き方巧い ボケ防止に 良い薬 

◇ニュジランドに 永年住んで 外国映画も 字幕なし 

◇相対性 楽しい時間は 短く感じ 苦しい時間は 長いもの 

◇生きて来た 過去は下書き 続きは好きに 清書できれば いいけどな～ 

◇人間の レゾン・デトール（存在理由） 笑いにあると 言って間違い 無いらしい 

 

京都・大石脩         ダジャ連発！！！       名画鑑笑 

 

『すまいいだ』さんは、「ヘソが宿替えもするんでしょうか？」 

「モチのロンロン、おしゃれ神戸市の「須磨イイダ」さんと良い勝負なり」 

 

「お医者さんが、超居るとこは何処か？」 

「全然分かんない」 

「出雲多医者（大社）よ」 

  

       左：カンディンスキー 

       右：シャレデェスキー（大石脩） 
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海郷達人         対文 いろいろ（対文は、逆さに読んで応答を楽しむ文芸です。） 

 

▷人間、死ぬ身やな。      悩みぬ。真剣に。 
▷田舎新聞だね。        値段分しかない。 
▷のんきで暮らせんかい。    いかんぜ、楽できんの。      
▷意見か、対話か。       乾いた関係。 
▷改竄、万全か？        完全犯罪か。 
▷ハイはなんていう？      ウイでんな、ハイは。 
▷魚のすみかは？        バカ、水の中さ。 
最後にワールドカップ。日本がんばれ！ 

▷ワールドカップ見ずや。    休み二日取るわ。 
 

香野好勇（こうの好太）   好太川柳   フォト川柳「お日様が明日又ねと舟たちに」 

 

 酒たばこ今じゃ遅過ぎ断ったって      

 深い愛いつも控え目そよと吹く       

 アマゾンが食べてる本屋小売業 

 しゃかりきにやっても無理な北の国 

 軛（くびき）とれトタンの痛飲二日酔い 

 政治家のギャンブル依存怖いこと 

 藤井くん金詰ます手をトランプに 

 モリカケに卵落としてちゃらにする 

 若者が諭すアメフト潔さ（いさぎよさ） 
 

 

鎌倉市＠若狹芳生        ■住宅に関わる創作漢字     

① 国構えの中に屍で「棺桶」  

②  国構えの中に仏で「仏壇」   

③  国構えの中に骨で「骨壺」 

④ 国構えの中に天で「天国」  

⑤  衣偏に黒で「喪服」      

 

⑥ 花の下に墓の下部で「献花」 

⑦ 土偏に葬儀の葬で「土葬」   

⑧ 火偏に葬儀の葬で、火葬 

⑨ りっしん偏に霊で「霊感」     

⑩ 山偏に恐で、恐山 
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吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「走り梅雨」 こ百合のひとりごと～ 父 の 日 に ～ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  お 仕 事 ご ク ロ ネ シ ア で す 。 

    い つ も オ セ ア ニ ア に  な っ て い ま す 。 

    こ れ か ら も ユ ー ラ シ ア く  お 願 い 致 し ま す 

 
南亭琴内（米岡泰)   どんでん返し人生： 美空ひばり（ｂｙ 瀬戸内寂聴） 
 

瀬戸内寂聴は美空ひばりと人生の節目で三回出会っている。 

その回想シーンがヒト事ながら面白いので脚色して紹介します。 

 ★１回目は瀬戸内が新宿コマの超満員のひばり舞台を見た後で、あの

うるさい母親を亡くし、また問題児だった弟を亡くした直後のひば

りとしみじみと酒を酌み交わして､酔い潰れた涙の夜のこと。二人

とも相当な呑兵衛だったらしいですね。 

 ★２回目は人気絶頂の三人娘の一人として、江利チエミや雪村いずみに対抗して、小林旭とつま

らない結婚をしてしまい、次元の低い小林旭に呆れ、余りの才能のキャップに大いに呆れて白

けてしまい、別れてしまった話。 

 ★３回目は、あの大病後にひばりが青葉台に帰り、瀬戸内が見舞いに行ったら、ひばりが孤独の

底でしみじみと｢一人酒｣を歌う最後のひばりの姿を看取った話。 

 そのいずれも、想像を絶する、また瀬戸内でなければ、見聞き出来ないドラマでした。 

   

曽田英夫              狂歌NEW門 
● 楽しく笑い 元気一番 

親父ギャグ 寒いなんかと 言ってるが 楽しく笑い 元気一番 

テレビでも CMさえも 駄洒落あり 楽しく笑い 元気一番 

店員に 冗談飛ばし 反応を 楽しく笑い 元気一番 

川柳も 狂歌も作り 忙しい 楽しく笑い 元気一番 

● あくせくせずに ゆったり構え 

入ってから 高級店と 気がついた あくせくせずに ゆったり構え 

肛門科 看護師脱がす 我がパンツ あくせくせずに ゆったり構え 

通勤時 優先席に 若者が あくせくせずに ゆったり構え 

気がつけば 古稀を迎えて まだ元気 あくせくせずに ゆったり構え  

● 世間は一体どないなってまんねん 

ロシアでは 日本チームが まサッカー 負けて相手は 寝コロンビア  

投票で 松井珠理奈が トップ取り 名古屋は２位も 大いに栄え 
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大鳥羽裕太郎        ＜幸 裕 (=交友) 録＞  頓珍漢な会話    

1. 「 是枝裕和監督、カンヌ映画祭でパルムドール(最優秀賞)受賞！」 

(裕) 是枝裕和監督作品の「万引き家族」が、6月3日仏国・カンヌ映画祭でパルムドール(最優

秀賞)を受賞したけど、安倍首相は完全に無視してんてな？  

(幸) ホンマニ。オリンピックやノーベル賞受賞の時はしゃしゃり出るくせにな。 

(裕) 映画や小説は社会の暗部を掘り下げるものも多いから、秀作でも自分に都合の悪い作品は、

アベ首相だけにヤアベーと思たんちゃうか。 

2. 「ＡＶＳＭとはなんぞや？」 

(幸) 最近小学校でも＜ＡＬＴ＞の人を良くみかけるけど、何する人か知ってるか？ 

(裕) 知ってま。＜Ａssistant Language Teacher＞ということやねんで。 

(幸) 外国語の先生の補佐役ちゅうことやな？ 

(裕) はいな。ほんならこっちから一問、＜ＡＶＳＭ＞とはなんぞや!! 

(幸) ＜ＳＭもののＡdult Video＞ちゅうのん？ 

(裕) あほかいな。＜Ａssistant of  Vice  School  Master＞やで。  

(幸) ズバリ＜副校長先生アシスタント＞ちゃうか？ 

(裕) 正解！ピンポーン！ 

 

3.「 うかつにダムをひくべからず！」 

(幸) 税金のムダ使いを抑えるため、いっときはやったダムの新設はほんまに控えんならん。 

(裕) わかってま。＜うかつにダムをひくこ＞とはあかんのです。 

         ⇔（＜＞内逆さまに読んでください。） 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.323 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

永田町から 言われなくても 働き方なら 自分流  
働かせ方 働き方の 内で楽しむ 遊び方  
嘘で潰した 一年半の ロスの間に 溜まる膿  
関わりあったら 辞めると言って 屁理屈こねては 逃げるアベ  
証拠出なけりゃ 嘘吐き通す それが総理の 処世術  
カジノ法案 最重要で 賭場の開帳 急ぐ訳  

ボスのヤジ聞き 見習う議員 非難中傷 吐く罵声  
財務省では 日常茶飯 破棄や改ざん 塗り潰し  
重い改ざん 謝罪は軽く 厚い麻生の 鉄面皮  
悪態ついてた 二人が握手 合意？のトランプ 金

キム

正恩
ジョンウン

  
不法移民の 親子を離し 妻にトランプ 諌められ  
プラゴミ放棄で 海洋汚染 政治も忖度 膿の海  
女児に受難が 絶えない惨事 地震・誘拐・虐待死  
通学・通勤 散歩の道に 危険地帯の ブロック塀  
女性活躍 口では言うが オヤジ社会の 厚い壁  

銘菓・八ツ橋 創業バトル 井筒ＶＳ聖護院  
野球マンガの ドカベン惜しむ ゲームセットの 完結編   
何だかんだと 言っても本田 西野ジャパンの 存在感  
サッカーゲームは １面記事に 暗い政治は ２，３面  
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中川克己            □ Junk-Senryu ■ 
 

  □アメフトで 出番なかった 教授陣 

     ■危機管理 先見の明 褒められる 

  □AIが 人物像を さぐってる 

     ■お好みを ピタリと勧める 気味悪さ 

  □籍入れぬ 式を挙げぬと 親愚痴る 

     ■どうだっけ？ 「同棲時代」の 結末は        

  □愛犬と 同病の人の 話聞き 

     ■分かったよ そんな悩みが あるんだね 

  □美術展 シニア割引 ないのかね？ 

     ■来る客の 半数シニアじゃ 割り引けぬ 

 長谷川利行展 

柴本 和夫              言葉の研究   

 

１．ポルトガル旅行（５月３１日～６月８日） 

 

ポルトガル由来の言葉：金平糖・カステラ・タバコ・テンプラ・ベランダ・○○ボーロ 

①ポルトガルの女性をなんと呼ぶか？・・・・もちろん、「ポルトガール」です。 

②ポルト（第二の都市）の水上交通に利用する川の名前は・・・・なんと、「ドウロ」川, 

③世界一のコルクの生産国はポルトガル・・・９年ごとにコルクの樹皮を剥ぐ。 

    その樹皮の収穫時には、コルクの樹に感謝の言葉・・・９年中はお世話になりました。 

   ④ポルトガルの豚は冬に放し飼いにされ、コルクの木のどんぐりを食べてコロコロと太る 

    この話を南蛮人が、日本に伝え、童謡の「ドングリコロコロ」という唄が生まれた。 

⑤旅行の添乗員が一番はしゃいでいた。・・・・これでは添乗員でなく、エンジョイ員である。   

   ⑥ワインばかりを飲んでいたが、最終日に、久し振りに地ビールを飲んでみた。 

      ・小柳ルミ子の唄が聞こえてきた。・・・お久し振りビールね♪あなたを飲むなんて♪ 

  ２．北朝鮮とトランプの記者会見 

     ・金正恩～いつでも夢を・・・・夢はいつまでも見るものです。夢は実現はしません。 

     ・トランプ～デイール好き・・・気分は、シンガポール帰りのディール（上海帰りのリール） 

     ・米中の貿易摩擦は、「報復の応酬」 

・・・・その姿にヨーロッパは笑い、「抱腹の欧州」となった  

３.安倍首相の口癖の言葉・・・・（政界の）膿（ウミ）を出し切りたい 

 ・政界のウミ ⇒ そこで味わうものとは・・・・・ウミの≪苦しみ≫ 

 ・政界のウミ ⇒ 大きさに驚いて口ずさむ唄とは・・・・・ ウミは≪広いな、大きいな≫ 

 ・政界のウミ ⇒ これを作ったのは誰？・・・・ウミの≪親≫は私です（私の秘密） 

４.ｗ杯サッカーの狂騒 

① スタジアムはサムライブルーで「半分青い」。次なる目標は「全部青い」。 

② サッカー狂騒で、マスコミ報道は日大アメフトも、至学館レスリングもおやすみです。  

③ 想定外、まさかの快進撃。突然の神風が吹いた （森友でなく長友の談）    

             

ジョークやユーモアで、ジョークサロンのブランドは永遠に落ちません  

           おおいに笑おう～ジョークサロンで 
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門口泰宣          阿呆リズム＆パロディ 

 

１） 朝日新聞 かたえくぼ入選 （5/31） 

「国際交流」  イエス・アイ・キャン ―秋田犬 

２）ようい半ドン  運動会 

３）ヒジようじ 日本人投手 

４）違反タックルは日大事 

５）父の日は 父の財布から プレゼント 

６）平壌心で拉致問題に取り組んでもらいたい 

７）ロスタイム これも改ざん 麻生さん 

８）金さんのため お金のため軍事演習中止 

９）ブロック塀を不倒産化しよう 

10）最下位にテンラク 梨田監督だいナシダ   

11）米朝合意  曖昧ミーのト大統領 

12）ワンスモア  再婚の王さん 

13）半端だらけのもりとも問題もっともだ 

14）W 杯で本田のカブあがる   

 

平井幸雄         名物・名所・名品 狂歌  

落語「鹿政談」の台本を三遊亭圓王師匠からいただき稽古を始めた。この落語のマクラに「昔 か

ら江戸の名物は武士、鰹、大名小路、生鰯、茶店、紫、火消し、錦絵。奈良の名物は、大仏に、 鹿

の巻筆、奈良晒し、春日灯籠、町の早起き。」というくだりがある。 師匠は他にも、京都、仙台、

三河などの名物狂歌（五七五七七）を教えてくれた。 
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信用亭 駒公（佐藤忠恕）      ○ 同音異義川柳 no.12 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

野本浩一 お写落日記 【クリムトの「接吻」前は人だかり しっかり見ました三、四十分】 

 ６月上旬から欧州の旅に出た。音楽の都ウィーンとブダペストを眺める計画は奥方がしっかり立

てて、小生は荷物運びと現地での応酬話法担当。事故もなく無事に帰れたのは事前に明治神宮で賽

銭を奮発したからだろう。日頃の行いはとても大事なのだとあらためて思う。 

 ベルベデーレ宮殿にある美術館でクリムトやエゴン・シーレ、ココシ

カ他の絵画鑑賞。 

 □クリムトの作品で一番有名な「接吻」には黒山の人だかり。 

  写真撮って、十分鑑賞するのに三、四十分は使った感じだ。 

  □エゴン・シーレのしれーとした作品はほのぼのとして印象的 

だった。あまり知れ渡っていない画家かもしれない･･･と。 

  □ココシカの作品は数が少なく、「ここしか見られません」と 

いう感じだったが、よその美術館にもあった。 
  □イッテン（ITTEN）の作品は一点だけかと思ったら、二、三点あった。 

【ウィーンからブラチスラバ経てブダペスト 三都巡りて四の五の言わず】 

ハンガリーの首都ブダペストへ。電車での移動。ならばスロバキアの首都ブラチスラヴァを経由

しようとなり、国境を越える列車初体験。そこには３時間ほどの滞在だった

が、ブラチスラヴァ城（スタジオジブリ「天空の城ラピュタ」のモデル？）

を見た。 

 スロバキア初めて知った駅下りて ブラチスラヴァでブラブラ漫歩 

ブタペスト覚え続けて来たけれど ブダペストとは思いも寄らず 

旅ゆけばウィーンの街はカフェ溢れ アルコール抜きメランジェに酔う 

◎ たいちょうふりょうで 

在勤時 体調不良で 苦労した 

在勤時 隊長、不良で 苦労した 

 

◎ けいしょうにつき 

弁護士と 継承につき 相談す 

事故ったが 軽症につき 即、退院   

 

◎ ゆうりょうだから 

あの庭は 優良だから 人が来る  

あの庭は 有料だから 人が来ぬ 

 

◎ ようじがあれば 

接着に 楊枝があれば 使えるぜ 

猫の手も 用事があれば 使えるぜ 

 

◎ しんかのかてい 

彼自身 臣下の家庭 出身だ 

この地層 進化の過程 証明だ 

 

◎ くさいじじょうが 

庶民には 区蔡事場が お似合いだ 

裏取引 臭い事情が お似合いだ 
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   懇親会に参加して頂きました小宮さん、芝崎さんから 初参加感想メールが届きました。    

   写真左から 小宮さん、こ百合さん、芝崎さん、快鳥です。 

小宮三千夫   今日はありがとうございました。BFCに続き、 

今回も楽しいクラブで感謝しています。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

芝崎満夫  楽しいひと時ありがとうございました。とても楽しい会 

 でした。懇親会もよかった・・・そして、個性も持った方々がいて、 

 楽しいサロンを形成しているのでしょうね。第一印象は皆様方の持 

ち前のセンスと長年の経験の差が私にとって、あまりにも大きすぎるということです。会話の中 

で聞いているのは楽しいのですが、アイディアを出し、作成するのは難しいなぁと感じました。 

将棋でいう1級から初めて、皆様方の段位にどこまで近づけるかでしょうね。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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6月5日～7月12日 

切手：瀬川裕志、奏志朗、高畑静子 

カンパ： 瀬川裕志、高畑静子、野本浩一、曽田英夫、浜田頓坊、大石脩 

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6月27日例会参加者   14名参加  太字の方は初参加 

米岡泰、中川克己、柴本和夫、曽田英夫、高木正明、野本浩一、海郷達人、平井幸雄、 

大鳥羽裕太郎、小宮三千夫、門口泰宣、尾垣聡子、芝崎満夫、佐藤忠恕 

＊６月は新人男性２名の参加がありました。お二人とも６０代です。ジョークサロンも、少し若返

りましたかね。 

＊小宮三千夫さんは変集鳥とビートルズファンの集い（ＢＦＣ）でお会いしました。 

＊芝崎満夫さんは変集鳥や大鳥羽裕太郎さんと会社の同期入社組という繋がりです。 

伝笑鳩 No.346 発行 2018.7.25            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 

阿部博・印南博之・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・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・中川克己・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 

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） 

8月22日（水）     千代田スポーツセンター  ７階第２集会室 

9月26日（水）、10月24日（水）、11月28日（水）千代田スポーツセンター予定 

12月19日（水）  年末は第３水曜に開催します。 

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  

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

