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＊＊＊＊２０１９年１月 No.３５１＊＊＊＊＊＊ 

            
＊＊ 亥年来て元気溢れる伝笑鳩 飛び立ち始め３０周年 ＊＊     

 年末年始です。皆さん体調管理に十分ご留意下さい。 

   

さて、年明け早々の大イベント「新年会」を開催します。 

 2019年1月5日（土）12：00～15：00、会場はいつも二

次会で利用している神田駅西口の居酒屋「はなの舞」です。 

 

 関東地区の方には会場の地図入の案内を同封してますので、奮ってご参加下さい。会費 4500 円です。 

 ＊9頁最下段にも簡単なご案内を記載しております。ご確認下さい。 

 

 また、今号には「2018年の一笑」投票用紙を同封しています。1月号から12月号までの笑品12点か

ら、お気に入りを3点選んで○をして、変集鳥宛に送付して下さい。ファックス、メールでも応募を受け

付けています。投票は記名式です。1月3日までに到着するようにお願い致します。 

 

今年最後の伝笑鳩となります。どうぞご笑味下さい。そして良い年越しをお迎え下さい。 

 新年最初の例会は会場の都合により、1月16日（水）となります。 

伝笑鳩の発行が早くなりますので、お便りや投稿は早め早めにお願い致します。 

 

今号は誌面の都合でお便り・投稿があちらこちらにあります。よろしくお願いします。 

 

神奈川・志賀明  天こ盛りの内容に感心しきり！しば選「ものは付け」に投稿して楽しんでおります。  

  

東京・樋口七郎   バーバラ・ストライサンド、ロバート・レッドフォード・・・

「追憶」を観ました。 バーバラ・ストライサンド出演の映画は初めて観まし

たが、魅力的で大ファンになりそうです。 

神奈川・山中静代  伝笑鳩ありがとう・・・今後もよろしくお願いいたします。 

 

佐賀・野田文雄   私はぼちぼちやっています。小学校回りと交通ガードマンをやっています。 

 

東京・藤野哲康   御無沙汰しております。毎回楽しく伝笑鳩を読ませて頂いております。 

 

長崎・森岡直人   小生、あいかわらず 晴走雨読の日々を過ごしています。 

11月3，4，5日、富山で「ねんりんピック」が開催されました。（簡単に言うと、老人の国体のようなもの）

私は、マラソンの部（5km）に出場しました。思いがけないことに、60才台で3位でした。副賞が富山らしく

「ケロリン」の洗面器セットでした。昔、銭湯にあった黄色のヤツです。笑ってしまいました。 

 

寒いけど 暖かくして 風邪ひかず 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 

俵万智｢サラダ記念日｣より 
「この味がいいね」と君が言ったから  

七月六日はサラダ記念日 

「この味はまだ早いね」と君が言った
から十一月一日はお鍋記念日 
「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ 

二本で言ってしまっていいの 

「旦那さんになって」だなんてチュー
ハイ十杯も飲んで言わないで欲しい 
     神奈川・小宮三千夫 
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   しば選  第215回の題      「勝手にしやがれと思う時とは」  

                                     

秀逸笑 

 貴乃花～部屋を閉めて、離婚して、弟子が廃業して。 

この人には・・・              神奈川 藤倉 由紀子     

【評】週刊誌のネタ提供の連続で、次は何をやらかすのか、ちょっと不安 

 

金笑  何を言っても「決まりですから」とマニュアル通りに喋られる時      埼 玉   北沢 正嗣 

銀笑  「あずさ２号で私はあなたから旅立ちます」と歌う女房に対して      埼 玉   酒井 典子                        

銅笑   生活習慣病なのに、相変わらず大食漢な人に対して          埼 玉   高木 正明 

 

小笑 

  貴乃花＋昭恵夫人＋松居一代 ⇒ この人達の言動           神奈川 志賀 明                                             

広島の引き留めを振り切って、巨人に行く丸（アンチ巨人ファン一同）  千 葉 海郷 達人     

新年を迎えて「今年こそは！」との決意の内容を聞いた時        東 京 藤野 哲康  

約束は、破る、忘れる、すっぽかす を繰返す人に対して        埼 玉 高木 正明 

ＣＭを見ていいねと思った時に出る、これは個人の感想ですとのテロップ 静 岡 野末 紳二 

業績に応じた当然の金額。文句有るんか？とのMR.ゴーン        神奈川 藤倉 由紀子 

 呼び名を変えても、結局は低賃金・・・外国人労働者の本音       埼 玉 酒井 典子   

 目玉焼きには、お醤油？それともソース？それとも・・・        千 葉 吉永 こ百合 

 

家庭問題・夫婦の問題 

家庭内別居宣言（岡部千代松）  短気な夫との日常喧嘩（石原義三）  隣の夫婦喧嘩（皆合和子） 

夫婦共有カードで家内が何の挨拶もなくブランド品を購入した利用明細を見た時（大鳥羽裕太郎） 

政治家の発言 

  トランプ・プーチン・習の口論、激突、言いたい放題（浜田頓坊）  トランプの保護主義（樋口七郎） 

やめられない駄目な私 

禁酒・禁煙と年中言っても止められない時（藤野哲治）  断捨離したのに抜けぬ買い癖（高木正明） 

 

第216回の題 「思わず、巨匠！と声を出したくなる時とは」  

                （出題：堺正章＆藤倉由紀子）  
    ＊例会ひとり３作品まで受け付けてます。 

  締切は例会開催日の関係で、1月3日となります。 
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 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  お知らせ  「ものは付け」で活躍中の藤倉由紀子さんが・・・ 

1 月 14 日（月・祝）PM7：30～8：00 NHK の番組「ファミリー・ヒストリー」に出演されるそうです。

父親・堺駿二氏（コメディアン）の想い出などについてお話されるとの事です。 

そう、「マチャアキ」氏のお姉さんです。 

 永林寺佐藤住職からの「仏教のくらし」ありがとうございます。 

いろいろ参考になります。年賀状でもお礼は申し上げるつもりですが、よろしくお伝え下さい。 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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福島・松山カオリ メンバーの皆様 いつもすばらしい作品を拝見させて頂きありがとうございます。 

 今年もとうとう作品出せませんでしたが、ジョークサロンのメンバーから除外されないように新しい年には

何とかがんばります。今年一年も楽しく読ませていただきました。御礼申し上げます。 

 

長野・松原伸伍   毎回伝笑鳩とても楽しみです。皆様の御健壮と御活躍をお祈り致します。 

人生泣き笑い  人生苦あれば楽あり （その２） 

 

幼少時より人前でしゃべるとか歌うことが大の苦手でした。 
社会にでて高校の先輩と歌声喫茶やスナックへいってカラオケに聴戦（挑戦）致しました。 
音智で全く菊（聞く）にたえませんでしたが4～5年位すると何とか歌える様になり、沿海（宴

会）でも数人の前で葉無し（話し）でも、こなせる様になり自務職（事務職）より栄業（営業職）
となり瓜上げ（売上げ）に貢献できました。今は華族（家族）や狼人会（老人会）で十分楽しんで
います。   （カラオケもやり抜く程に人ぎらい音智も治り楽しくなりぬ） 
   
鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド《115》 
 
《浮世絵 葛飾北斎ドビッシーなど印象派に大刺激》 
 
葛飾北斎 なぜ今ブーム 見る読む考える 世界の美 
浮世絵・印象（派） 世界の美術 日本発祥 江戸・明治 
なんと言っても 北斎作の グレート・ウエーブ 別格だ  （GW 「神奈川沖浪裏」） 
ドビュッシー Lamer（海）の構想 北斎作品 相模沖だよ あの波浪 
印象派 ゴーギャン作品 一点なんと 億ドル単位と いやァはや 
 

《世の中何でも丸め、都々逸調に詠んでみる》 
 
現況「公路」で 地目は「宅地」 おかしな人等が 「買え」と言う 
元もとは 土地を担保に 資金を貸して 代物弁済 質流れ 
とどのつまりは 住民脅し 簡裁調停 甘すぎる 
固定資産の 税金はゼロ わざわざ支払う 悪巧み          
市長に意見書 税金返せ 資産評価の 無い道路 
いやあ御免よ 下世話なことを なんとか都々逸 笑い種(ぐさ) 
苦しみ知ってる 人達だけの 今の幸せ 無限大 
無幻境 かつて貧しい 経験をした 人達みんなに 特別賞 
いいねマチスは のんびりダンス 新年祝うにゃ 自然体 （折込「いのしし」お目出とう） 
 

東京・稲葉浅治    川柳「窓」       青い鳥平成の窓待っている 
良かったな駅弁買えた汽車の窓     初デート心の窓を開けておく 
窓際でも椅子があるだけありがたい   宝くじ一番窓に長い列 
 

東京都 菅谷信雄   笑劇な日々・・・＜＜＜夫婦の会話＞＞＞ 
 
39回目の結婚記念日。朝食後、マンションの庭を夫婦で散策しました。 

「今日は雲一つない晴天の日だね－」と言って上を見上げると、 
何と１匹のクモが上から突然降りてきました。 
「これぞ青天の霹靂！」と言って、夫婦でびっくり仰天でした。笑劇な１日の始まりでした。 
 
東京・柏谷達雄 毎月「伝笑鳩」を頂き心より感謝申し上げます。新年も笑顔で過ごすことが出来ます。 

 

東京・高栄子   前略～拝受。ほとんど一～二日で目を通して、皆様のご活躍を見聞きしています。 
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小宮三千夫     俵万智｢サラダ記念日｣より 
 

「おまえオレに言いたいことがあるだろう」決めつけられてそんな気もする 

「あなた私に隠してることあるでしょう」決めつけられてそんな気もする 
 
「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ 

「暑いね」と話しかけられても「暑いね」と答えられない投げやりな暑さ 
 

愛人でいいのと歌う歌手がいて言ってくれるじゃないのと思う 

不倫は文化と言う役者がいて言ってくれるじゃないのと思う 
 
家族にはアルバムがあるということのだからなんなのと言えない重み 

インスタ映えするということのだからなんなのとムカつく若さへの妬み 
 
 
 

吉永こ百合（尾垣聡子）   はめ字    こ百合のひとりごと 「身近な裏切り」    

          

 

 

   

 

 

 

 

 

香野好勇（こうの好太）   好太川柳   フォト川柳「お日様が霞むお舟に心配気」 

 

サア ヤルゾ ＡＩロボの世が明ける  

供白髪パズル、ナンプレ睦まじく 

流行に乗れずシニアー品がいい   

イカやタコ箸が除けてるシルバ食   

 

夢を追い探し出す前エピローグ 

紅葉を愛でる目に浮く崖崩れ     

東医大オンナ先生株をあげ 

風向きが変わりシッポを丸めさす   

  一呼吸おいてイザ行くラストラン 

たぶん、私はこれまで出会う人に恵まれすぎて誰かに

裏切られた経験がないんだけど、３年前、ひじきの栄養

素が見直され、実は、全然鉄分が入ってなかったって

言われた時には、 

何もかも信じられなくなった・・・・・・。 

秋深し。 

秋の夜長、ジョークサロン～ 春夏冬 二升 楽シム 
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門口泰宣           阿呆リズム＆パロディ 

 

１）片山大臣は武士の娘でないらしい 

２）こちとらの 独身の日は カップ麺 

３）二島を追うものは 四島を得ず  北方領土 

４）♪空を向いて アルコール♪    酒気帯びパイロット 

５）ハチの巣をつつくような大騒ぎは困る  ハチ公 

６）行ってQuestion ついたやらせ番組 日テレ 

７）ゴーン ウイズ ザ マネー  金と共に去りぬ 

８）勢が 稀な横綱 窮状に 

９）優勝のタカは高じゃなく貴の方 

10）理事も部屋も妻も卒業  貴乃花 

11）結果にドキットする 赤字のライザップ 

12）のこのこと 行けば危険な きのこ狩り 

13）中身は移民グレーション法案 入管法 

14）新人王谷サーン  

15）民意に寄り装う安倍総理 
 

信用亭 駒公（佐藤 忠恕）  ○ 同音異義川柳 no.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉＠若狹芳生       ■寒さ到来にまつわる創作漢字 

①  衣偏に厚で「厚着」 

②  手偏に袋で「手袋」 

③  首に巻で「マフラー」 

④  口を覆うで「マスク」 

⑤  にすいに舞うで「フィギアスケート」 

⑥  鍋の底に４つの点で「鍋もの」 

⑦ 酒の底に４つの点で「燗酒」 
 

 

◎ ひきょうになれて 
あの男 秘境に慣れて 逞しい 
あの男 卑怯になれて 裏切りを 
 
◎ こしょうなければ 

ラーメンは 胡椒なければ 旨くない 
あの電車 故障なければ 間に合った 
 
◎ ふかいりしたら 

色恋で  深入りしたら 命取り  
良いお茶は 深煎りしたら 猶旨い 
 

◎ きけんのさいは 
狂暴で  危険の犀は 隔離する 
派閥では 棄権の際は 村八分 

 
◎ こんざつじには 

彼何時も 来ん、雑事には 手も出さぬ 

彼何時も 混雑時には 遅刻する 

 
◎ はいかいきわめ 

わが父は 俳諧究め 賞を受く 
わが父は 徘徊極め 野垂れ死に    
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曽田英夫              狂歌NEW門       
 
● かっこいいぞと 言われてみたい 

この歳で 体型維持し 背を伸ばし  かっこいいぞと 言われてみたい 

イケメンで ないが心で 勝負する  かっこいいぞと 言われてみたい  

時々は 多くの人に 講演し     かっこいいぞと 言われてみたい 

● 現実はなれ 夢みてみたい      

毎日は 家と職場を 行き来する   現実はなれ 夢みてみたい   

金欠で 玄関チャイム ビンボーと  現実はなれ 夢見てみたい 

ストレスで 酒止められず 飲み続け 現実はなれ 夢見てみたい    

歳とって 体が弱り 先細り     現実はなれ 夢見てみたい    

● やってしまった 大いに笑う  

ほろ酔いが いいのに何故か 呑み過ぎて やってしまった 大いに笑う    

足もつれ 電車ドア閉め 出て行った   やってしまった 大いに笑う    

 狂歌読み 笑いがとれず すべってる   やってしまった 大いに笑う  

 

東京＆岐阜・亀山光昭  目黒の亀サンマ  「いやぁー めでたいね！」「そだねー！」 

いつもありがとうございます。グランプリ獲得の内

祝いも兼ね82円×20枚お送りします。 

 

＊第1回シニアのための音楽コンクールJILAの門 

 で、見事グランプリを受賞。おめでとうございます。 

 亀サンマのグランプリはシランプリできません。 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.328 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

全員野球の 組閣の中に 補欠・見習い・球拾い   
五輪大臣（桜田義孝） お粗末語り 桜田・門外漢の変  
女性大臣（片山さつき） 引きずる疑惑 言い訳するのが 初仕事  
非適材でも 閣僚ならば 仕事ともかく 資産栄え    
ポイント還元 軽減どうの 的が外れた 消費税  
移民・難民 認めぬ国が 人手欲しくて 招き入れ  
女工哀史（細井和喜蔵）や 蟹工船（小林多喜二）が きっと起きそう 国際版   
徴用工とか 慰安婦だとか 歴史をほじくり出すコリア  
ゴーンの入国 待ってた地検 逮捕で日産クーデター  
億の資産に 満足出来ず 私腹肥やしていたゴーン  
ゴーン・ショックの 余震が止まず 踊る弁護士 攻防戦   
防衛予算を やたらに増やし ティッシュも自腹の 自衛隊  
老朽インフラ ほったらかして 五輪や万博 祭り好き  
そらっとぼけが 出来なくなった 飲酒操縦 航空社  
いい夫婦（11.22）だとかいい風呂（11.26）だとか 煽る霜月 語呂合わせ  
横綱不在の 隙間を縫って あわやの優勝 貴景勝  
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大鳥羽裕太郎     ＜幸 裕 (=交友) 録＞   ＜頓珍漢な会話＞ 

1.「しずかな小径」 

(裕) 勤務先の小学校の校長室の前の廊下を、児童が大声で話したり走ったりする 

のを見かねて、生活指導の先生がその一角を「しずかな小径」と名付けてん。 

(幸) 「しずかな小径」とはなかなか雅びな名前やんけ？  

(裕) そやな、ところでこの小径、午前と午後のどちらがより静かやと思う？ 

(幸) わからんなー、どっちやねん？ 

(裕) 雅びな方が優雅に歩かれる姿を想像してみいな。その方は＜静御前＞。 

午前の方が静かに決まってるやんけ。 

 

2.「カルロス・ゴーン日産元会長、<風と共に去りぬ>」 

(裕) 1999年の＜日産リバイバルプラン(NRP)＞を推進し、日産自動車を 

  立て直したとされるゴーン日産元会長が有価証券報告書の虚偽記載の 

  疑いで逮捕されたな。 

(幸)そやな、今から振り返ればゴーン会長が日産の経営に専念していた、 

  2005年くらいまでが最も輝いていた時期やったかもしれんな。 

(裕)木枯らしが吹き始める11月下旬に逮捕とは、まさにゴーン元会長、 

 ＜風と共に去りぬ（Gone With The Wind）＞やな。 

 

芝崎満夫           笑いの笑解（紹介）   言葉の面白さ篇 

 

生産現場でたまに出てくる言葉の一つに 『おしゃか』というのがある。当初何の事かわからず。 

共通する事象を踏まえ、先輩たちに確認、『成果物：部品』を壊して、使いものにならなくなり、 

処分する事の意味であった。 

当方の疑問はなんで『おしゃか：御釈迦様につながる？』というのか？ 

調べてゆくと、一つの説として、下記があり。 

〇昔、鋳物職人が阿弥陀像を鋳るはずが釈迦像に出来てしまった。 

  原因は「火が強かった」  ⇒ひがつよかった、⇒しがつよかった、⇒しがつようか⇒4月8日 

4月8日は御釈迦様の誕生日：このことが『おしゃか』につながるという説 

 

参考；『お陀仏』：・・・仏様になるという発想？このあたりとのつながりがあるのかもしれな

いとの説もあり。 

 

笑いのポイント（笑点） 

お：御（お）釈迦様の誕生日にちなんで業界語になる 

し：しゃれた言葉から 

ゃ：やっとつながり、物が壊れることの代名詞に 

か：解（か）釈されるのに御釈迦様はどう思っているのであろうか？とふと思う 

 

よく考えすぎたこじ付けに何となく微笑が湧いてくる。 

一部の業界の言葉に定着する、御釈迦様の力は大きいなぁとつくづく感心した次第。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1543467439/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9taW5uZWtvLmJsb2cuc28tbmV0Lm5lLmpwLzIwMTMtMDktMTY-/RS=^ADBhWx_fTKQurKY0Dw9EEBis48RFjo-;_ylt=A2RCK.8vIP5blGEABBwdOfx7
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平井幸雄           18 歳と 81 歳の違い  

毎週日曜の夕方に放送される『笑 点』は、欠かさず観ている。落語や「ヒ ライ信」

のネタにしようと注目してい る。以 前、大喜利のコーナーで『18 才 と 81 才の違

い』というお題の回答が 話題になっ た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

私も長寿番組『笑点』にあやかり、長寿に 81 歳まで生きたいと思う。 
 
 

南亭琴内(米岡泰)      南亭琴内氏の時事川柳  ＋  おまけ    

 

   白梅を紅白に染め思いのまま        𠮷と吉区別のできないヨシ田さん 

   違和感のトランプ夫人の卑猥感       赤潮の海辺をおそう異国の香 

   パソコンのスイッチオフで心切れ      南亭時事（爺）気付いてみれば300回 

 

心に響く（障る）KEYWORDS → もういくつ寝ると？ 

①  サービス付き高齢者住宅 → サ高住 

②  徘徊症あるいは幻覚症あるいは認知症 

③  要介護１で17万円、３で27万円、５で36万円 

④  あとは天国？ 地獄？ 腌? 

 

おアトが宜しいようで・・・皆様お達者で～ 
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野本浩一 お写落日記 【故郷は遠くにありて思うもの 近くに寄らば写真撮ろう】 

 同窓会の秋である。長崎北高の同窓会である。 

 会場受付を担当する女性たちは全員が高校だけでなく中学

も同窓だった。ということで小生はにんまりとして 5 ショッ

トにおさまった。両手に花を超えて東西南北に花だった。 

 同窓会終了後は先輩・同学年の面々で近くの居酒屋で二次会

となり、更にカラオケへ行って三次会に及んだ。 

 二次会からかけつけた吉永こ百合さんともども伝笑鳩を配

り、ジョークサロンの宣伝に励んだ。 

半ば強引にだったかも知れないが、新規読者獲得はなんとか果

たせた。サロン例会に参加して貰えそうな飲み会が大好きな先

輩もいたが、さてさてどうなるのか。 

ともかく同窓会を終えた秋である。 

 

楽しみは同郷の人集まりて 訛り交えて語り合うとき 

古希近くなって楽しむ同窓会 先輩後輩髪は違わず 

秋深し隣は何をする人か 訊けば応える同窓会と   

 

 

高知・高橋満子   伝笑鳩が四国山脈をとび早くも一年たちました。毎号笑いをありがとうございます。 

 

広島・香川信子   今年は春風亭小朝の落語で年終りです。笑い最高でーす。 

 

新潟・佐藤憲雄  “伝笑鳩”毎々御恵投感謝申し上げております。二年分切手送付します。佳き新年を！ 

 

千葉・西山雄治   皆様の作品の見事さに圧倒されながらも楽しく拝読しております。 

 
東京・樋口七郎  おめでとう伝笑鳩 新しい漢字と読み方を投稿します。 
 

女男女＝①もてる ②暴力バー       男女男＝①みだら②チカン 
女女女女女＝ラインダンス         男女男女男＝おしくらまんじゅう 
鳥鳥鳥鳥鳥＝フラミンゴ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊        

 

新年会のご案内 

 

＊関東圏の方には別紙同封の上、新年会のご案内を 

  送っています。 

2019年1月5日（土）12：00～ 4500円 

はなの舞 神田駅前店 

住所・千代田区鍛治町１-２-７神田駅高架下電話 

０３－３２５４－９７８８ 

  飛び入りも大歓迎です。是非ご予定下さい。 
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   例会参加者は少なかったのですが、半分の方で二次会はジョーク・ダジャレ連発でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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11月20日～12月9日 

切手：石原義美 、野田文雄、松山カオリ、佐藤憲雄、西山雄治、香川信子、森岡直人、藤野哲康 

 志賀明、高橋満子、樋口七郎、柏谷達雄 

カンパ：石原義美、大石脩、浜田頓坊、西山雄治、柏谷達雄 

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11月28日例会参加者（到着順）      12名参加   

尾垣聡子、門口泰宣、高木正明、平井幸雄、野本浩一、大鳥羽裕太郎、芝崎満夫、米岡泰、 

佐藤忠恕、小宮三千夫、曽田英夫、橋本康平 

柴本和夫、小宮三千夫 

伝笑鳩 No.351 発行 2018.12.19           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） 

2019年1月5日（土）12：00～ 新年会  神田駅西口「はなの舞」 

1月16日（水）     千代田スポーツセンター  ７階第２集会室 

 会場の都合により一週間早まります。よろしくお願いします。 

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/

