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伝笑鳩

今月の一笑
阿呆リズム＆パロディ
思いつきで平和条約 プーチン
重い突きの平和条約 安倍総理

＊＊＊＊戌年を迎え飛び立つ伝笑鳩 東へ西へ南へ北へ＊＊
9 月例会に新人男性 2 名の参加がありました。
参加者の増加、投稿作品の増加がありました。
紙幅の都合により従来よりも変集・手直しが増えました。
ご理解・ご了承をよろしくお願いします。

安倍晋三破りの丘は厳しかった 石破候補
神奈川／門口泰宣

福島・松山カオリ 寒さに向います。皆様お体大切になさって下さい。
野本さんの「お写落日記」の「脱サラ成功先輩を訪ねて」を読んで伝笑
鳩が 348 号も続いているのは挫折という言葉を振り切って伝笑鳩を飛ば
し続けた一号からのメンバーを中心に鳩舎全員の協力の結果でしょうね。
迷い鳥にならないように私も頑張らなくてはと気持を持ち直しております。

神奈川・藤倉由紀子

毎月 伝笑鳩の飛来を楽しみにしております。

毎月の発送のお手伝いもせず心苦しく思っていますが 高齢故に東京まで出かけられませんのでご寛容下
さい。日頃のお詫びに ささやかですが切手を送らせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

東京・三浦邦夫

来年もよろしくお願いします。まず鬼を笑わせておいて、私たちも笑いましょう。

愛知気晴亭・加藤勝彦

伝笑鳩 348 号ありがとうございます。

加藤ミリヤさんが通信？でシャチホコ丼のせてくれたり、ジャニーズジュニアのスノーマンが You Tube に
のせてくれてから、その席に座りたいという女の子が全国から押し寄せ、ビックリ!! その時に熱田神宮の信長
塀、空海弘法大師手植えの楠、楊貴妃の墓（参って水をかけると美人に）etc.の説明しているのに、桶狭廻行っ
てなく、初めて行きました。有松絞りの地の近く狭い宿坊町水がコンコンと湧き出、水汲み用の桶がクルクル
回るのがその名の由来とか。今川義元の首も洗ったそう・・・桶狭間もダジャレ??!

東京・樋口七郎

私は相変わらず映画三昧で 9 月は 16 本観ました。

映画館では 6 本で 10 本は図書館で観ました。
9 月 30 日現在 180 本観ております。印象に残っている映画は、飯田橋のギンレイ
ホールで観た 1980 年 5 月に起こった光州事件の目撃者を乗せたタクシー運転手の
「タクシー運転手」とクリント・イーストウッド監督・出演の「アイガー・サンクション」、
ヴィットリオ・デ・シーカ監督、出演ジェニファー・ジョーンズ、モンゴメリー・クリストの「終着駅」です。

新潟永林寺・佐藤憲雄

何時もありがとうございます。伝笑鳩 10 月号嬉しく拝しました。

別便で小納の気持を送りました 配分はご自由に！

東京・高栄子

伝笑鳩 No.348 号拝受。毎月月末に届く この脳を喜ばす伝笑鳩!!!

十月から日中友好中国語学習（毎週水曜日夕方二時間）会に入会、一～二年間は発音記号を覚えますよ!!! 今、
一ヶ月に英語十五日間、中国語六、七日間学習してます。特に後頭部が熱くて活性化しずぎてるのか、このま
ま突っ走ってよいのか先輩方教えて下さい。

秋が来て 食べ物うまく 元気出る ジョークサロンで 大いに笑おう【快鳥 曽田英夫】
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しば選

第 213 回ものは付け

「 忘れられないものとは」

秀逸笑
故郷は過疎村となるも、人情はかわらず

埼 玉

石原 義三

【評】うさぎ追いし、小鮒釣りし。故郷は遠きにありて思うもの

金笑
銀笑
銅笑

安全神話に騙された悔い
女の幸せより、仕事を選んだこと
中学生の時初めてカブトムシを採集した時

埼 玉
福 島
京 都

高木 正明
松山 カオリ
大石 脩

小笑
取調室で食べたカツ丼の味
アラスカで経験した、西の空から昇る太陽の不思議
聞くたびに思い出が甦る昭和の懐メロ
困っていた時の他人の親切
7 億円の宝くじと 1 番違いだったこと
自分の披露宴での大酩酊したこと
結婚前の女房のやさしさ
スリムだった若き頃の自分
逃走中の「樋田容疑者」と一緒に撮った写真
戦地から帰還した時の父の姿
戦後の食糧難

神奈川
神奈川
埼 玉
埼 玉
東 京
東 京
東 京
静 岡
熊 本
神奈川
千 葉

志賀
浜田
酒井
北沢
樋口
稲葉
藤野
野末
松野
藤倉
岡部

明
頓坊
典子
正嗣
七郎
浅治
哲康
紳二
信夫
由紀子
千代松

ほろ苦い初恋・デートの思い出
実らなかった初恋の相手の誕生日（大鳥羽裕太郎） 学生の時イケメン先生への初恋（高橋満子）
妻との初デートの時穴が開いていた靴下（松野信夫） 帰省列車で出会った彼の笑顔（皆合かずこ）
初デートで映画館前で待ちぼうけになったこと（山中静代）
人の恩
人様からいただいたご恩（吉永こ百合） 恩を受けた人々と恩知らずの奴ら（岡部千代松）
失敗したこと
彼女の誘いを断ったこと（北沢正嗣）
断られたプロポーズ（野本浩一）
忘れてしまいたいしくじり（海郷達人） 貧乏神と暮らした日々（高木正明）

第 214 回の題

「馬鹿言ってんじゃないよと思う時とは」
（出題：ヒロシ＆キーボー ）
今回の締切は 11 月 10 日です。
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
＊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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東京・樋口七郎

舞い上がれ伝笑鳩

麻生さんの『言いまつがい』 「あ、そう？」

未曾有（みぞう）を（みぞゆう）と読んで話題になりましたが、まだまだいっぱいあります。
措置（そち）
を （しょち）
思惑（おもわく）
を
（しわく）、
低迷（ていめい） を （ていまい）
破綻（はたん）
を （はじょう）
頻繁（ひんぱん） を （はんざつ）
踏襲（とうしゅう） を （ふしゅう）
有無（うむ）
を （ゆうむ）
詳細（しょうさい） を（ようさい） と読んだとか
安倍さんも負けじと
背後（はいご）を（せいご）
云々（うんぬん）を（でんでん） と読んだとか

鎌倉極楽寺・ 浜田頓坊

甘辛都々逸ほのぼのランド 《113》

《世界あちこち岡本太郎のこいのぼり》
◇鯉のぼり 都々逸師匠の 希望に応じ 赤白そろえて プレゼント
◇パナマ運河は 二匹を友（共）に 旅を楽しむ 夢路朗（師）
◇豪華船 夫婦そろって 「フロリダ・パナマ」 太郎デザイン 鯉の恋
◇パナマ国名 「魚が多い」 「漁師」の意味とも よく似合う
◇太郎恋 豪華客船 舞台で人気 土産話に 夜が更ける
◇フランク・フルトで 夕食のあと 都々逸朗詠 「ブラボー」と
◇「五大陸制覇しました」 すごいなホホー 南極までとは 猛暑の日
◇俳優の 池部良さん 岡本太郎 従兄弟どうしと 知らなんだ

《「HAMADA」はイスラエルじゃ鬼門》
◇世界史本気で 取り組むならば 一度は行く国 イスラエル
◇ハマダは「ムハマド」 H は読まず 警戒厳しい 「モハメット」
◇空港もちろん 楽しい筈の ナイト・ショーまで 私服デカ
◇シナイ半島（エジプト領） ある町で見た 「SUPER・HAMADA」にゃ 驚いた
◇仲間から 「ハマダさんチの視点じゃないの」 そうだそのもの ズバリ調
◇エルサレム 大使館など とてもじゃないが そこがやっぱり イスラエル
◇イスラム国では ハマダは受ける 「アッサ・ラームド・アレイクム」
（イスラムの挨拶語。神様のご加護がありますように 信者じゃないけどなあー）

東京・稲葉浅治

川柳「閑」

忙中閑鈍行の窓独り旅

閑職に就いて会社のアラ見える
閑居して不善せぬよう定年後

京都・大石脩

大賑わい山の湯治場農閑期
大地震うらみつらみの閑古鳥

ダジャ連発
「このロボット、名前あるの？」
「うん、ええロボット」
「エッエー、エロボット～～！！！」

「お父ちゃん、パンダ見に行こ」
「パンダはウチに居るじゃん」
「どこどこ？？？」
「パンダはウチでキスしてるよ」
「うそ うそ どこ？？？」
「ハハハ・・・・エキスパンダー！」

「お爺ちゃん白髪１本見付けた！」
「もう１本あれば、白髪は百本になる。
分かるかな？」
「エエ～ホンマニ？」
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門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１) 杉田るは及ばざるが如し 新潮「４５」休刊
２）災害なんでもありの日本劣島
３）ランドセル背にずっしりと今様金次郎さん
４）まだ二十歳 頼りにしてまっせ 大阪人
５）農林大臣の留任なしで溜飲下げる新内閣
６）♪このブランド何のブランド 気になる WOOO
ちょいと知られたブランドだが
名前を知らない ブランドになるでしょう♪ （日立の樹）
７）月旅行に月払いはしません
ZOZO タウン社長
８）あの人は逝って逝ってしまって遺産争い
９）♪孤高に咲く花 貴乃花
この世に親方は 数々あれど
弟子を救って 主張のままに
散るは男の 悔悟の花♪（この世の花）
香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳「天よ地よ眠れ良い子だ平安に」

成熟へ向う鏡の俺の面
有料のトイレ我慢で次に行く
世界中巡って今じゃ医者巡り
潮騒が熱波押し出し浜の避暑
借りた恩忘れ貸には倍求め
ハラハラと枯葉は秋の挨拶状
猛暑ボケ残し列島秋迎え
大豪雨きっと天じゃ水不足

鎌倉市＠若狹芳生

■風にまつわる創作漢字

・風の中に船で、風船
・風の中に子で、子どもは風の子
・風の中に舞で、富山、八尾の盆踊り・風の舞
・病垂れに風で、風邪
・風の中に疹で、風疹
・風の中に穴で、風穴
・風の中に神で、風神
・風の中に噂で、風の噂
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例会初参加の新人２人が登場
平光庸司

大歓迎しましょう

先輩よろしく！ （平光さんは変集鳥と同じ会社に勤務していました）

（変集鳥）遠路はるばるお越し頂きましてありがとうございます。
これからの顔出しは適宜、時間に余裕を見いだせる折にお願いします。
（平光） こちらこそ久しぶりに野本さんにお会いできて嬉しかったです。
みなさんの教養、頭の良さにかなり引け目を感じました。
10 月 24 日は OB 会のため JS は欠席します。
（変集鳥）次号伝笑鳩に掲載できるようなメッセージを何か送って下さい。

（平光） レベル高いのでしばらくは飲み会員になります
（変集鳥）飲み会員大歓迎です。集まって、駄弁って、脳活性化で若返りましょう。
11 月以降、お会いしましょう。よろしく３６。
（平光） Do it ash mash tee.
（変集鳥）See you later alligator, just a while crocodile
（平光）親睡眠な
曽田英夫

狂歌 NEW 門

● 何でもいいさ こだわりはない
飲み仲間 ビールの種類 皆違う 何でもいいさ こだわりはない
友達は ＡＫＢの 大ファンで 何でもいいさ こだわりはない
上の人 部下の文章 すぐ直す 何でもいいさ こだわりはない
● 一日終わり お酒がうまい
５時半に 居酒屋入り 乾杯し 一日終り お酒がうまい
金曜日 五日間無事 五時が来て 一日終り お酒がうまい
孫が来て 大暴れして 帰ったが 一日終り お酒がうまい
● 世間はいったい どないなってまんねん
稀勢の里 ハラハラさせて 十勝に よく頑張った 次はきせきが
３段目で 宇良が復帰 六勝し まだまだ続く 裏街道で
白鵬は 強い今年も 優勝し 一千勝は 誰も破れず
総裁戦 予想通りに 安倍氏勝ち 石破うえにも ３年がある
岡田真一

笑った誤変換シリーズ いかがでしょうか？
１．よろこんで板抱きます
２．すみません！トド凍ってます！
３．幼虫偉人仏
４．人膨張か楽男子たへ移動
５．ラクダ医者初石です！
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和歌る仮名？
（分かりますね）
（滞る ですよ）
◇要注意人物
◇神保町から九段下へ移動
◇落第者は追試です

片岡隆
暴笑老人よれよろよたよせ話（流行のハラスメントをイジル：マイ・ウエイでもどうぞ）
私は、塚原君とは同年配で、高校時代は体操やっていて、あっちは月でこっちはスッポンだったけど、
ちょっとエールを送るよ。山根君も内田君も似たような心境だと思うよ。
“Ｍｙ Ｗａｙ”に重ね合わせて、その悲哀を共感して欲しい。
♪ And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I'll say it clear
I'll state my case,
of which I'm certain・・・ ♪
超訳すれば、こんな感じになる。
わしは、人一倍努力し、金メダルを取り、立派な成績を残した。
後進を育成し、日本の体操を世界の一流たらしめた。
そのためには、微妙な舵取りもおこない、経験を生かして、リーダーシップも発揮してきた。
全て、良かれと思ってやってきたのだ。多少の名誉と金にはバチは当たらないだろう。
あぁ、それなのに、それなのに！！ どこが、パワハラだ？
先人、諸先輩を見習いながら、良き伝統を踏襲しつつ、大役を務めてきたのですよ。
わしのことを理解しておくれ。わしは、そんなヘボイ人間じゃない。もう、後がない。お願いだ。
まぁ、中島みゆきの「時代」じゃないが、「時代が変わった」ということだろうね。
野本浩一 お写落日記 【たのしみはゲーム仲間にゴチになり
初めての店飲み駄弁るとき】
渋谷で定年を迎えたゲーム仲間と呑む。初めて入る店はその彼
がネット検索で見つけた串カツの店。大阪から東京へ進出し格安メ
ニューで人気が出ているらしい。
ゴチになって堪能した。ゴチしてくれた彼とは地縁、学縁、仕事
縁ではなく趣味のゲームが縁となって付き合い始めて・・・30 年
余りになるが、よくも長続きするものだと思う。
「狩りをして、風呂に入り、ゲームをして、笑う、これが人生だ！」
と看破した古代ローマ人ではないが、
「居酒屋で呑み、風呂に入り、
ゲームをして、笑う、これが人生だ！」とついつい口走る小生であ
る。ゴチの訳は彼が開発・販売を予定しているゲームの応援団長に
なって下さいと頼まれたからで、無心したのではなーーーい。念の為。
大阪の串カツの味腹に染み つい口走る「これ、旨いんちゃう？」
趣味友はほんとに永くつづくもの ストレス抜きのありがたきもの
中川克己
Junk Senryu（11）
○「大江戸線」 作家の知事の 置き土産
●「首都大」と 一緒に改名 してみては？
○ 半ダース さらって輝く あの笑顔
● 天二物 与える時は 与えるね
○ 風鈴と 団扇で過ごす 夏が逝き
● エアコンで 命を繋ぐ 未来くる
○ 腹括り 取材に答える 頼もしさ
● 千歳発 関空行きを 待つ客の
○ 豪気だね 富豪の社長の 月ツアー
●かぐや姫 やだ！また日本の 追っかけよ
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柴本和夫

言葉の研究

１．問題の転化 ◆塚原氏、パワハラ疑惑の否定
⇒ 私の名はツカハラ（塚原）。パワハラではない
２．なぞなぞ
◆日本酒は「米が命」 ワインは「ブドウが命」 ⇒ ではビールは、何が命でしょう？
「麦が命」と思うでしょう ⇒ 正解は「稗と粟」 ⇒ビールは「冷えと泡」が命
◆安倍首相が総裁選で３選。首相の座右の銘とする教訓とは
・猛烈な母親の教えを大切にする・・・孟母三遷の教えを大切にする
・油断せずいつも慎重に対処する・・・選挙ではイシバ氏（石破氏）を叩いて渡る
３.○○の頭文字言葉 ◆会話の「さしすせそ」
「さ」すが・「し」らなかった・「す」ごい・「セ」ンスある・「そ」うなの
◆生き方の「おいあくま」
怒るな・威張るな・焦るな・腐るな・負けるな
◆人生は、「七味」のスパイスが降りかかる
うらみ・つらみ・ねたみ・やっかみ・ひがみ・いやみ・そねみ
⇒ この降りかかる七味をどう処理するかは、あなた次第

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.326 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》
総裁三選 ゆとりのアベに 正直掲げて 突く石破
もり・かけ汚れた 手も洗わずに アベを担いだ 自民党
いのち・財産 守ると豪語 地震・台風 では無口
返す気のない プーチン相手 外交得意の アベの策？
仕掛けられたり 仕掛けてみたり 関税合戦 米中間
エスカレートの 返礼品で ふるさと納税 練り直し
二代連続 次官が辞任 反面教師の 文科省
新学長には 女性を担ぎ 不信そらす気 東医大
子供探しや災害支援 一心太助のボランティア（尾畠晴夫氏）
ブラックアウトの 電力事情 地震に怯える 北海道
ガンを抱えて 俳優稼業 尽きた老け役 樹木希林
時の歌姫 最後のライブ 安室奈美恵の 終活版
いじめ・セクハラ・パワハラ・しごき 何でも有りきの スポーツ界
我慢で優勝 大坂なおみ お先に失礼 錦織さん
自信有るなし？ ヒヤヒヤ相撲 客もハラハラ 稀勢の里
海郷達人
川 柳 …迄
「暑さ寒さも彼岸まで」というとおり、彼岸を過ぎて漸く朝晩凌ぎやすくなってきた。この
「・・・彼岸まで」に倣って、川柳を物してみよう。
◆好景気 何故に届かぬ 我が家まで
◇パワハラに 抗い （あらがい）会見 開くまで
◆よい沙汰が 欲しくて この金 地獄まで
◇駆け落ちも やがて お金が 尽きるまで
◆この命 ロウソクの火の 消えるまで
◇オオカミが 送っていくよ お家（うち）まで
◆品定め 雨降る夜の 更けるまで
◇長口上 我慢し 欠伸（あくび）を 殺すまで
◆稀勢の里 秋は 進退 かかるまで
最後に
◇ジョークサロン 今夜も 笑いこけるまで
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大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞

頓珍漢な会話

「大坂なおみ全米オープン優勝!!」

(裕) 大坂なおみ(20)が 4 大大会の全米オープン女子シングルスで、憧れの
セリーナ・ウィリアムズを破り優勝したのは素晴らしかったなぁ。
(幸) ほんま、感動したで。
(裕) 大坂は以前は自分に厳しいあまりうまくプレーがつながらないと、
自己嫌悪に落ち込むのか自滅するパターンが見られたけど、
今回はうまく気持ちを切り替えて、ミスを引きずらず、冷静やったで。
(幸) 身体も引き締まってパワーはあるのに動きがとても敏捷やったで。
体重を 7 キロ減らしてんねんてな。
(裕)セリーナと並ぶと小さく見えるけど、身長も 180 センチあるねんてな。試合後のインタビューでも
「皆さんの望んだ結果じゃなくてごめんなさい。」という謙虚さはまさにかってのセリーナのよう
な＜王者の風格＞やったで。
(幸) セリーナの練習パートナーを 8 年も務めたドイツ人のバイン(=ベイジン)氏がコーチになったのも
大きいで。明るいコーチはネガティブになりがちで練習嫌いの大坂選手を好リードしたそうや。
(裕)セリーナ担当だった米人アブドゥル・シラー氏が大坂担当になり 7 キロ減、敏捷性アップを指導す
ると、茂木奈津子トレーナーはコンディションを整え孤独なツアー生活を支えたんやて。
(幸)ほんま 3 カ国のプロがそれぞれの役割を果たした＜チームなおみ＞はまさにダイバーシティ(多様
性)を体現してみせてくれたと言えるわな。
(裕) まぁ、真面目な話はともかく大坂は一つ<大>きな<坂>を登りはったなぁ。日本に戻っての東レ
パンパシフィックオープンの決勝は疲れのためか、ちょっとさえへんかったけど、まだ 20 歳。

＜大坂なおみだけに、なお未知数やね＞
平井幸雄

ところ変われば品変わる ： 関東（江戸）と関西（上方）の違い

土地ごとに風俗、習慣、文化、言葉が変わる。同じものでも土地が変わると名称や用途も変わる。
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吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字

芝崎満夫

笑いの笑解（紹介）

こ百合のひとりごと（54 文字の物語「ロボット」）

サラリーマン時代の思い出

某企業の改善したオフィスを見学（けんがく）した時、若い女性が見学前にパネルで概要を説明
してくれた。何度も同様な説明をしてきたのか話し方も自信を持っているようだった。
女性：最後に何か質問ありませんか？
下名：説明よくわかりましたが、ここに記載の「ハインリッヒの法則」とはどんな法則ですか？
女性：（答えられなかった。フリーズしたようだ）知りませんでした、すみません。
下名：（「ハインリッヒの法則」について、説明してあげた）
特に安全管理では、危機意識を高める為にこの法則を知っておくと便利ですよ。
どのような質問が出るかわからないので、説明パネルの聞きなれない言葉は
日ごろからチェックしておくといいですよ。（・・・・と助言）
⇒ 下名が説明したことでとても感謝された上に『皆の微笑』で迎えられた。

「ハインリッヒの法則」アメリカの損害保
険会社の営業マンの言葉からとった法則
で、「重大損害」を未然に防止するべく注
意を喚起する為のシグナルとして、比率で
表したもの
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★2018 年 9 月 26 日例会参加者（到着順）

14 名参加

太字は初参加

平井幸雄、高木正明、野本浩一、中川克己、岡田真一、芝崎満夫、曽田英夫、片岡隆、尾垣聡子、
佐藤忠恕、柴本和夫、門口泰宣、平光庸司、米岡泰
＊岡田真一さん、平光庸司さんは現在変集鳥とフェイスブック友達となっております。

信用亭 駒公（佐藤忠恕）

○ 同音異義川柳 no.15

◎ かいふくすると
病人は 恢復すると 主治医言う
病人は 開腹すると 主治医言う
◎ しさんなければ
業績は 試算なければ 成り立たぬ
業績は 資産なければ 成り立たぬ
◎ ちゅうきんによって
あの男 忠勤によって 出世した
あの男 鋳金によって 名を上げる

◎ かみきったなら
失恋で 髪切ったなら 本物だ
老人で 噛み切ったなら 歯は丈夫
◎ ごかいもとける
あの難問 五回も解ける 神童だ
親子なら 誤解も溶ける 問題だ
◎ にくしみがでる
商売で 肉染みが出る 肉屋ゆえ
商売で 憎しみが出る 儲け故

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）
11 月 28 日（水）
千代田スポーツセンター
７階第２集会室
12 月 19 日（水）
千代田スポーツセンター予定
年末は第３水曜に開催します。
2019 年 1 月 5 日（土）新年会予定です
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
切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2018 年 9 月 15 日～10 月 15 日
切手：平光庸司、三浦邦夫、藤倉由紀子

カンパ：大石脩、浜田頓坊、佐藤憲雄、三浦邦夫、藤倉由紀子
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.349 発行 2018.10.24
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・小宮三千夫
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
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