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＊＊＊＊２０１８年１２月 No.３５０＊＊＊＊＊＊ 

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

 ジョークサロンのホームページ閲覧者が 1 万人を突破しま

した。いろんな方に見て貰っています。 

 ホームページを見て、ジョークサロンに顔出ししてくれた方もいます。ありがとうございます。 

 「ジョークサロン」で検索してご覧下さい。 

 ◇米岡泰さんからメッセージが届きました。◇一万人の良心の微笑みが感じられて温かい気持ち
になりました。何か世に働きかけが出来そうな気もします。75才じーじ・ばーばの建設的なアイ
デアのやりとりをしてみませんか？・・・知恵の蓄積はあるはずですね😅😄 
 

 またフェイスブックでジョークサロングループも立ち上げています。 

 こちらもFB上で「ジョークサロン」と検索して参加ご連絡をお願いします。 

 それでは今月の伝笑鳩をお楽しみ下さい。12月例会後は忘年会ありますよー。 

 

愛知/気晴亭・加藤勝彦 伝笑鳩349ありがとうございます。掲載して頂き、恐縮ありがとうございます。 

 信長が熱田神宮に勝利祈願して桶狭間出陣、奇跡的大勝利、そのお礼に熱田さんに信長塀を寄進。皆さんよ

く見落とされるので是非行って見て下さい！ というと皆さん「へェー?!」と言って、暫くして自分のダジャ

レに気付いて苦笑い。楊貴妃の墓に参ると美しくなる、というと、喜ぶ人、もう襲いという人、これ以上美し

くならなくていいという人各1/3ずつ。女性って面白い！ 

  

東京・土屋秀雄  いつも伝笑鳩をお送り下さり、ありがとうございます。 

過々、過密スケジュールが続いたため送金がおくれしまい申し訳ありませんでした。   

 

静岡・野末伸二  街路樹の葉も日ごとに赤や黄色に彩りをましています。  

いつも「伝笑鳩」を飛ばしていただきありがとうございます。来年の鳩の餌代と鳩が喜ぶカンパを少し送ら

せていただきます。今後も、会報が届くのを楽しみにしています。 

 

東京・高栄子   10/30大田区民大学第一回「世界で一番さみしい日本のオジサン」の 

共著・岡本純子さん公開講座で足立区より絆づくり担当係長瀬崎正人氏にたまたま持っていた伝笑鳩コピー

あげたので後日取材入ったら協力してあげて下さい。 

 

東京・樋口七郎     私は相変わらず映画三昧で10月は21本観ました。 

 映画館で7本、14本は図書館で観ました。10月31日現在で201本観ており200本の大台を超えました。 

 10月は天下の二大美女、グレタ・ガルボ、マレーネ・ディートリッヒの映画を観ました。 

 まず、飯田橋ギンレイホールでサイレント映画特集があり、現在高い評価を得ている、澤田翠さんの弁士に

よる、グレタ・ガルボ酒宴の「肉体と悪魔」（1926年）と図書館で「アンナ・クリスティ」（映画会に先だっ

て見ました）です。 マレーネ・ディートリッヒ出演の「嘆きの天使」を観ました。 

  

秋深く 薄くなってる カレンダー 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 

     好太川柳   

慈父の歳越えてなお生き孝を上げ 

電車内老若男女スマホ病 

ここにあり日本男児とオプジーボ 

埼玉／香野好勇 
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   しば選  第214回の題      「馬鹿言ってんじゃないよと思う時とは」  

                                     

 

秀逸笑 

 

若い女性の結婚条件＝育メン・家事メン・親の介護なし         埼 玉  酒井 典子     

【評】相手の容姿・収入より、自分の家事負担が軽減されることを優先するなんて。 

 

金笑   立場・視点の異なる人との討論における、相手方の言い分のすべて     神奈川  浜田 頓坊 

今月は銅笑に代わり「同笑」です・・そしてこれは日本人全員の思い 

同笑   徴用工判決の報道を聞いた時                           千 葉  皆合 かず子                        

同笑   元徴用工を巡る韓国最高裁の異常判決を聞いた時               静 岡  野末 紳二 

 

小笑 

  伝笑鳩が渡米してホワイトハウスで「笑いファースト」と宣言する時   神奈川 志賀 明 

  （チコちゃんの願望は）毎日ボーと生きていたいと知った時       埼 玉 酒井 典子    

  「どいて」だよ、「抱いて」じゃないよというオヤジギャグ       埼 玉 北沢 正嗣                                                 

   病床の友の弱音を叱り、元気づける時                埼 玉 石原 義三          

  馬鹿チョンカメラが放送禁止用語と聞いた時              千 葉 海郷 達人     

相手が調子に乗って「ついでにこれもやっといて」と言われた時     東 京 藤野 哲康  

「シッカリと真摯に説明する」と言って、しらばっくれる人に      埼 玉 高木 正明 

浮気は二度目まで許してねと言われた時                熊 本 松野 信夫   

一度だけで良いから20歳の誕生日に戻りたい              神奈川 藤倉 由紀子 

宝くじ・馬券の当選 

馬券を買ってないに当たりましたとの電話（樋口七郎） 

宝くじに当ったら最初にしたいこと（藤倉由紀子） 

史上最高金額の宝くじがあたらないと嘆く～買ってもないのに！（浜田頓坊） 

1700億円の宝くじが当たったと言われた時（松野信夫） 

政治家の発言 

 失言・暴言・悪態を吐く議員たちに（高木正明）どこかの国の大統領の大風呂敷発言（浜田頓坊） 

トランプがきちんとしたニュースをフェイクという時（大鳥羽裕太郎） 

詐欺の電話 

振り込め詐欺の電話を受け騙されたふりをした時（野末紳二）オレオレ詐欺の電話に（樋口七郎） 

原発稼働 

馬鹿言ってんじゃないよ原発再稼働（高橋満子） 原発安全神話の復活（志賀明） 

 

第215回の題  「勝手にしやがれと思う時とは」  （出題：沢田研二）  

    ＊ひとり３作品まで受け付けてます。 

   今回の締切は例会の開催日の関係で、12月5日となりますので宜しく。 

 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《114》 

《シリア・ヨルダン遺跡巡りの旅を想い出す》 

◇ 安田さん ほんとに良かった とにかく生きて 帰って来られて 良い話 

◇ シリア・ヨルダン 遺跡を巡る 旅の写真も生きている 

◇ 砂漠とは言え 昔は雨が 降って流れた ワジ（涸れ谷）の跡   

◇ 古い遺跡で 階段状の 野外劇場 へぼ詩吟 

◇ 土地の人だか どこかの国の 旅の仲間が 「ブラボー」 

◇ 現地老婦が 水筒の水 一杯注いでは 「さあどうぞ」 

◇ 中国の 新疆ウイグル イスラムここも 人の優しさ お接待 

《平山郁夫氏あの有名なシルクロードの絵の数  々 歩いた道》 

◇ パルミラの 遺跡今でも 残っているか 時に心配 想い出す    

◇ 真昼であっても 砂漠の空に 月が輝く パールミラ 

◇ 平山「パルミラ」 絵画と同じ 夜も昼でも 光る怪 

◇ パルミラの 遺跡バックに ラクダの列が ゆるり静かな あの詩情 

◇ 今は亡き 平山郁夫氏 宝物殿で ご挨拶した 想い出も           

◇ パキスタン ウズベキスタン 足跡追っかけ 確かめた 

 

京都・大石脩       ダジャ連発～！！！ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

東京・樋口七郎  寒くなってきたね伝笑鳩  「結婚するなら、やっぱり年上がいい」 

 キンさん、ギンさんが100才になったとき、インタビューを受けました。 

 結婚する意思がありますかと尋ねられて、二人ともあるあると応えて 

「やっぱり年上がいいね」と言ったとか。 

 

長野・松原伸伍   人生泣き笑い  人生苦あれば～ 楽もある～ 

 私は幼少の頃より小児麻痺と数年前骨大腿骨骨折で右足が不自由である。数年前歩行中数十回も転倒した。 

 今は①100 円均一で買った杖を両手でついて家の中でも外でも歩いている。②スリッパや草履でなく。外で

も家でもスニーカーをはいている。③歩くときは小巾で歩いている。そのお陰で店頭は激減した。寝床の中や

座ってできる運動を工夫してやっているので体調もいい。家族も地域の人も皆優しくしてくれる。 

 

東京・稲葉浅治    川柳「顔色」   両親の顔色見つつ子は育ち 

     顔色を忖度しつつ黒を白     顔色を見られぬように厚化粧 

顔色を変えず答弁嘘交え     顔色を見ながら話題変えてゆく 

 

東京・菅谷信雄        或る日の夫婦の会話 

赤羽にある緑道公園を夫婦で訪ねました。途中歩いていると、急にくしゃみが出始めました。 

上を見上げると、何とハナミズキの木でした。これぞ「鼻水の木」と大爆笑でした。 

「晴れの時か、雨天時か？  

如何なる時に食が進むでしょう？」 

「ハイッ！ 食うもりもり。曇りの時ね」 

「残念でした。正解は、お腹がすいた時です」 

「うちのこと好き？」 

「ウン、大好き～！」 

「なら、愛を頂戴よ」 

「じゃぁ『どんも愛だ』を捧げます」 

「なぁ～に???」 

「君はきっと大喜びするよ」 

「ホントに～??? わかんない???」 

「逆だよ」 
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香野好勇（こうの好太）   好太川柳   フォト川柳「茜空祈る鴎の平安を」 

 

猛台風襲う列島いまや馴れ      

ズブ濡れで相会傘も悲鳴あげ 

鎮魂の秋雨恋しい去年今年      

政官済 教育界も地に落ちる     

雨降って土地固まらず崖崩す     

押し問答してる出っ腹せめぎ合い    
 
小宮三千夫        懐かしのキャッチコピー  

 

「モーレツからビューティフルへ」  1971年 TVCM  富士ゼロックス 

東京オリンピック、万博と、高度経済成長をひた走った反動、反省を 

込めたメッセージ。企業イメージ広告として先駆的。 

「恋が着せ、愛が脱がせる。」   1989 年 ポスター   伊勢丹 

恋をすると、誰もがお洒落をしたくなります。そんなときは、伊勢丹へ。 

愛が盛り上がれば・・・  

   

「多くの夢は、かなえられた瞬間に失われる。」  1991 年 雑誌広告  キューピーマヨネーズ 

名匠、秋山晶がトルーマン・カポーティの世界を描いた作品。 

 

吉永こ百合（尾垣聡子）   はめ字    こ百合のひとりごと（54文字の物語「ミサ曲」）    
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曽田英夫              狂歌NEW門       
 

● たまにはいいさ あなたまかせも 

居酒屋で 若い男が 注文し たまにはいいさ あなたまかせも 

応募した バスのツアーで 旅をする たまにはいいさ あなたまかせも  

女房に 酒を買ってと お願いし たまにはいいさ あなたまかせも 

 

● 笑顔笑顔で これからさえも  

ストレスを 解消のため 演芸へ  笑顔笑顔で これからさえも        

川柳や 狂歌を作り 披露する   笑顔笑顔で これからさえも 

酒飲めば 笑い上戸が 揃ってる 笑顔笑顔で これからさえも    

 

● 楽しい時間 すぐにお開き  

寄席へ行き 大いに笑って もうトリだ 楽しい時間 すぐにお開き    

飲み放題 ２時間かけて 飲みまくり 楽しい時間 すぐにお開き 

カラオケで 調子良すぎて 拍手来る 楽しい時間 すぐにお開き  

 

 

中川克己           Junk Senryu（12） 

 

□どこ攻める？ ソフト・トヨタの 提携で 

■まず行ける 自動運転 霊柩車 

□豊洲には 築地のネズミ 移転せず 

■どこからか 土壌汚染の 噂聞き 

□外人さん いなきゃ回らぬ 国になる 

■語学力 力士手本に 磨いてね 

 

□中川」は 中途半端に 多い姓 

■呆けた時 心配 患者 取り違え 

□積水さん 喉から手が出て バケツ掘る              博多人形作家 

■社長以下 コロリ騙され 皆反省！             下川貴士さんの作品 
 

 

鎌倉＠若狹芳生       ■「行楽と食欲の秋」にまつわる創作漢字 

 

①  笠が３つで、道中の「三度笠」ご存知「てなもんや三度笠」ですね 

②  食が3つなら「三度の飯」 

③  米ヘンに国構えの中に●で「日の丸弁当」 

 

④  幕の下部を内にして「幕の内弁当」 

⑤  丼の中に天で「天丼」 

⑥  丼の中に牛で「牛丼」 
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柴本和夫           言葉の研究   

１．世間の話題 

①原監督の三度目の監督就任。 

・二度あることは三度ある   ⇒ 原の場合は、四度目もあるかもしれない。 

・再々登板する原監督の言葉  ⇒ 再々の監督なんて、オチャノコ再々。 

・パワハラ決別宣言     ⇒ 略称は、「ハラタツ」。「パワハラ」にはなりません。  

②安倍首相の消費税の増税の決意表明 （増税は法律で決定事項であり、導入は不可避） 

・二度あっても、三度ない ⇒ ２度の増税棚上げはあっても、３度目はない！ 

・仏の顔も三度まで  ⇒ 国民（仏のような心）の顔は、棚上げは三度まであると期待 

③武士道（礼） V.S 財務省（税） 

・武士道の精神（礼の場合） ⇒ 礼に始まり、礼に終わる 

・財務省の本音（適用税率） ⇒ （3％の）税に始まり、（10％）の税では終わらない？ 

   ④積水ハウス事件の地面師の巧妙な手口 ⇒ 百戦錬磨のプロを騙す 

      ・所有者に成り済ましの、羽毛田正美（はけたと読む）。でもその嘘は、はげた。 

      ・地面師（ジメン）が謝る時の言葉は？ ⇒ ゴメン 

   ⑤沢田研二のドタキャン 

      ・不満をぶちまけのファンの声も聞いての言葉 ⇒ 勝手にしやがれ 

     ・ファンの悲鳴を背中で聞いての言葉 ⇒ あばよ 
２．佐久の鯉料理を堪能 
①鯉といえば、広島でなく信州佐久の鯉  ⇒ 佐久の鯉は、「サクサク」として美味しい 
②鯉料理のお代り自由ですと言われて   ⇒ 「鯉も二度目なら」とつい唄ってしまった。 

  ③鯉料理を食べ過ぎでお腹が苦しくなった ⇒ 「鯉わずらい」になってしまったようだ。 
④くびれが消えた妻の姿が鯉に見えた   ⇒ 恋女房、くびれが消えたら、鯉女房 

 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.327 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

訳有り閣僚 集めたチーム 叩く前から 出るホコリ   
不正献金 見つかりゃ返し 訂正済まして 澄まし顔  
政治見ていりゃ 企業も真似る 破棄や改ざん 嘘データ    
免震あざむく ＫＹＢは 国中・揺るがす・罰当たり  
障害者雇用 悪意の役所 病欠・死人も 数合わせ  
 
玉城デニー氏 沖縄知事に 苦虫噛んでる アベ総理  
本庶 佑氏 ノーベル賞は ガンに期待の オプジーボ  
五輪経費は 天井知らず なのに無給の ボランティア  
築地閉幕 開幕豊洲 ネズミの引っ越し先不明  
その日暮らしの 庶民をよそに 月へ旅行と はしゃぐ人  
騙す地面師 騙され役の 積水ハウスは 有頂天      
日本一周 無念の中止 ばれた万引き 脱走犯  
 
キノコ探しで 山路に迷い キノコ採りより 命取り   
藤井聡太（１６歳）が新人王に 福田啓介（１１歳）オセロ王  
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大鳥羽裕太郎     ＜幸 裕 (=交友) 録＞   ＜頓珍漢な会話＞ 

1. 「京浜東北線の上下線に遅れ!!」 

(裕) 10/20(土)のNHK-TVニュース・鉄道案内で「京浜東北線の上下線が事故で遅延!!」って言う訳。 

 (幸) ようあるな。大船・大宮間とか。 

(裕) それが「上下線が事故で遅延」って6時と、7時のニュースでも同じことを言いよんねん。 

 (幸) お前の言いたいのは、京浜東北線と山手線は東京駅を通過するから、前者は＜北行、南行＞、後

者はく外回り、内回り＞という特別な表現があるいうことやろ？ 

(裕) ハイナ、それもNHKのアナウンサーが言うんではなく、アナウンサーから聞かれたJR東日本

の職員が何の悩みもない顔で言いよんねん。 

 (幸) 各線の特徴に対応した独特の表現が教育されてないんかな？ 

(裕)ことは＜北行、南行＞にとどまらんと思うで。一事が万事、事故防止のノウハウもきちんと伝わ

ってないんとちゃうか？1時間後にもお詫びも訂正もないのにもまいったで。 

JR東日本は大きすぎるし、ドル箱の東京近郊区間を与えられて,図に乗っているとしか思えんわ。 

 (幸) 確かにJR東日本は過＜北行(保護)＞やな。 

(裕)ほんまや、JR東日本の改善は＜南行(難航)＞しそうやな。 

  

2.  「オセロゲームで、最年少世界一！！」 

(裕) 小5の11歳、神奈川県の福地啓介君が#42世界オセロ選手権で 

なんと最年少で優勝したんやて。」 

(幸) ノルウェーの首都オセロでやったやつか？  

(裕) オスロやなくてチェコの首都プラハや。 

(幸) 帰りの全日空の機長さんが、それまでの最年少世界一やったとはな。  

(裕) ワテも福地君に頼もう、「オセロゲーム、オセロー!!」 

 

 

野本浩一 お写落日記 【たのしみは友の入選祝いつつ カフェ立ち寄りて語り合うとき】 

 

芸術の秋である。 

「第48回公募 全陶展」に入選した学友・吉

田茂樹さんの作品を鑑賞する。 

左写真の「631 胡麻斑紋青磁長壺」だ。 

本人曰く「ちょっと釉薬のとびがあり、完璧と

は言えず、出展すべきか否か一晩悩んだ後、初心

に帰って『出展することが大事』と上野の東京都

美術館に搬入したもの」とのこと。とは言え厳正

な審査結果を経て入選したのだから、これは祝

すべきことなのだ。展覧会初日に会場を訪ね鑑賞しました。 

学友達に彼の入選案内をメールで連絡すると陶芸を楽しむ仲間がもう

一人いることが分かった。我が学友達は「トウキ」と聞けば「陶器」ではなく「投機」や「登記」

を連想する人が多いのではなかろうか。そんなことを思った「冬季」前の芸術の秋である。 

◆ともかくも悩んだ後は原点に 戻れば何かいいことあるかも 

◆入選と聞いて浮かぶは若き日の 応募エッセイ落選通知 

◆芸術の秋を楽しむ人の中 我は楽しむお洒落日記よ 
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芝崎満夫           笑いの笑解（紹介）   美術館めぐり篇 『藤田嗣治展』 

 

東京都美術館では『シルバー』デイを設定している。 

この日は65歳以上はフリーで。9/19（水）『シルバー』デイで平日だし、早めに行けば、 

混むけど大したことないだろうとはじめてなので、気軽な気持ちで行ってみた。 

行ってみると、並んでいる人ですごい行列・・・思わずびっくり：どうしょうかと思ったけど、 

とりあえず並んで鑑賞してどうか確認みようと今回はあえてトライしてみる。 

  実際 提示 

並んだ時間 60分 90分 

鑑賞時間 90分   

・具合悪くなった方もいた・・暑さ、立ちぱなし→65歳以上なんだよね！ 

・ご夫妻もいたけど、女性同士の集まりが多いように見受けられた。 

女性同士の集まりは会話ははずんで、並んでいるのも苦にならないみたい。皆さん元気！！ 

 

 

平井幸雄          じゃんけんの掛け声  

 勝ち負けを手っ取り早く決める方法として誰にでも馴染みのある「じゃん

けん」 ですが、その「じゃんけん」の掛け声はいろいろあります。まさに

ところ変わればじゃんけんの掛け声も変わる。  そのベスト 5 → 

グー、チョキ、パーで勝敗を決める「じゃんけん」は、地 域によって「じゃいけん」

「いんじゃん」など、英語圏では "Rock-paper-scissors"と呼ばれている。  

「最初はグー」を最初に言い出したのは「志村けん」さん。 ＴＶ「8 時だョ!全員

集合」の中で「最初はグー、またまた グーいかりや長介、頭はパー、正義は勝つと

は限らない、 じゃんけんぽりぽり、加トちゃんペッペッアイーンじゃん けんぽん」の長いセリフの最初の部

分が普及した。 

 

掛け声でどこの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

県かわかる？ 

都道府県別 

「じゃん県」を 

調べてみました 
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海郷達人        おっとっと   （出展 http://www7b.biglobe.ne.jp/~joy/ototo.html） 

◇ネットで拾ったおもしろスライドショー。怪我がなければ幸いですが、労働安全義務違反ですね 

 

ワォー つり上げろよー 

 

 いいじゃん、もう少し！ 

 

 

 

 アチャー  ドボンだよー 

 

なんとかしなきゃねー 

 

でかいの来たー だいじょぶ 

 

 

   こんどはダイジョブだって 

 うまくつり上げろよー！  

 

アーアーアー 落ちちゃった！ 

 

 

 

 

南亭琴内(米岡泰)          南亭琴内氏の時事川柳     

  

白梅を 紅梅に染め 思いのまま 

吉と𠮷 区別分かるか 𠮷田さん 

南亭時事 気付いてみたら 300回              

違和感の トランプ夫人の 卑猥感 

赤潮の 海辺を襲う 異国の香 

休日の 工場の恐怖 ライトオフ 

パソコンの スイッチ・オフで 心切れ 

夕食の メニューによって 機嫌それ 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~joy/ototo.html
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                        ものは付け賞品の授与も実施。上左は奥さんの代わりに貰う海郷さん。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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10月16日～11月19日 

切手：松山カオリ、野末伸二、指田忠雄、中川克己、土屋秀雄 

カンパ：大石脩、浜田頓坊、野末伸二、土屋秀雄 

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10月24日例会参加者（到着順）      14名参加   

尾垣聡子、野本浩一、高木正明、芝崎満夫、曽田英夫、中川克己、平井幸雄、大鳥羽裕太郎、 

柴本和夫、海郷達人、米岡泰、高村仁幸、東省三、小宮三千夫 

伝笑鳩 No.350 発行 2018.11.28           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・小宮三千夫 

佐藤俊一・佐藤忠恕・芝崎満夫・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・樋口七郎・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） 

12月19日（水）      千代田スポーツセンター  ７階第２集会室 

2019年1月5日（土）12：00～ 新年会  神田駅西口「はなの舞」 

1月23日（水）     千代田スポーツセンター  予定 

2月27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  

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

