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＊＊＊＊２０１９年３月 No.３５３＊＊＊＊＊＊ 

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

 平成最後の年明けの日々は如何だったでしょうか？ 

平静に変わりなくお過ごしであれば何よりです。 

   

新年早々に発行しましたNo.352号から間が空きました。ジョークサロンのこれまでの30年はまさに

平成の日々と重なっていました。これからはどんな色合いとなるのか、それもまた楽しみです。 

 

さて、2018年の一笑で堂々一位となりました片岡隆さん、そして二位の門口泰宣さんが１月例会に参加し

ましたので、にっこり表彰と笑（小）金の授与を行いました。その折の写真です。ご覧下さい。 

 

 

 日本に大寒波が押し寄せた頃、ジョークサロンにも沢山のカンパが届きました。有難うございます。 

 

神奈川・藤倉由紀子  立春は過ぎましたのに 厳しい寒さが続きます。老人にはこたえます。 

 主人が亡くなって３ヶ月近くになりますが 訳の分からない書類の山で何から手を付ければいいのか・・・・

途方に暮れる日々です。脳が混乱しております。とうとう3月号の「ものは付け」できませんでした。柴本様

に申し訳なく思っています。お会いした際にはよろしくお伝えください。 

 早く元気になってもとに戻れるよう努力します。鳩の餌だいご笑納ください。 

 

千葉・石井志津夫  お陰さまで、笑いの医力により、元気に過ごしております。  

ジョークサロン「平成笑史」と「『今月の一笑』でふり返る」を拝受なつかしく感激に浸りました。 

感謝の気持に、近江米（えさ代）を、同封いたしました。ご笑納ください。 

3 月 5 日、千葉県旭市のシニアカレッジ 2018 の最終日に「笑いと健康」の講演を致します。100 名参加予

定。いつものようにJSのPRを行います。バックナンバー不足分宜しくお願いいたします。 

 

東京・橋本豊  新年会楽しくすごせました。ありがとうございます。 

水準が高いジョークにはなかなかついていけませんでしたが、頭の体操にはなりました。  

埼玉・北沢正嗣  ハトノネンキン２ネンブン ワタシボケテモクイツナゲ 

神奈川・前嶋昭夫 切手送付・・・端数お詫びのつもりです。本年も宜しくお願いします。 

 

極く寒い 風邪を引かずに 乗り越える 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 

元気な日本の鉄道会社！ 

こんなん知ってるか？ 

◆全身で乗っても阪神(半身)電車 

◆初めて乗っても南海(何回)電車 

◆一日運休でも阪急(半休)電車 
   神奈川・大鳥羽裕太郎 

左 金鳥から笑（小）金 

  を受け取る片岡さん 

 

右 同じく笑（小）金を受 

け取る門口さん  
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しば選  ものは付け  第217回の題 「福が来たと思える時とは」  

 

 伝笑鳩の羽音を聞いた時   埼玉 高木 正明    

  

【評】伝笑鳩の羽音だけで福の到来がわかる。 

 

金笑   ネギ背負って、カモが来た時                     埼 玉   北沢 正嗣     

銀笑   遅刻覚悟の運転中、信号がすべて青で間に合った時      埼 玉   酒井 典子                        

銅笑   犬年最後のゴルフコンペでホールイン・「ワン」達成        神奈川  浜田 頓坊 

 

小笑  思いがけなくも金笑の連絡あり・・思わず福が来たよと！  高 知  高橋 満子  

     伝笑鳩が直木賞の夢を見た時               神奈川  志賀 明                                            

     初夢で貧乏神が自分の家から出て行く夢を見た時      静 岡  野末 紳二 

   喪中にわずかに届いた「お」年玉年賀状がなんと大当たりに 埼 玉  酒井 典子 

三つ子の孫が生まれた時                 東 京  稲葉 浅治 

好意を抱いた人と横断歩道ですれ違い挨拶ができた時    神奈川  山中 静代 

豆まきで「福は内」と大きな声で言った時         千 葉  吉永 こ百合  

いろいろな人からの愛を感じた時             東 京  藤野 哲康  

     困り果ててこまった時の助け船              埼 玉  北沢 正嗣 

   コーヒーをいただく爽やかな朝のひととき         高 知  高橋 満子   

各種のフク来る 

大福持って孫来る（岡部千代松）大福を口に入れた時（吉永こ百合）孫の福太郎来る（北沢正嗣） 

お歳暮に下関から「フク」セット来る（松野信夫）待っていた注文の服（フク）来る（石原義三） 

おみくじの吉来る 

 三回の凶のあと、やっと大吉（浜田頓坊）  お賽銭10円でおみくじ大吉（野本浩一） 

吉のおみくじが多くなって（高木正明）    おみくじで大吉（藤野哲康） 

ヘソクリ発見 

地震で倒れた本棚から・・・（松野信夫）大掃除で・・・（稲葉浅治） 

小さな幸せ 

５００円玉を拾った時（稲葉浅治）ジャンボ宝くじで5等賞（海郷達人）懸賞当選（稲葉浅治） 

 

第218回の題 「わかっちゃいるけどやめられないものは」 （出題：植木等）  

 

 締切は3月10日です.  ＊ひとり３作品まで受け付けてます。 

 
 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 

 

神奈川・加畑髙治   「ものはづけ」の投稿採択頂きありがとうございます。柴本さんから 

書状並びに図書券拝受しました。引続き「伝笑鳩」送付願い度、切手を同封しお願い申し上げます。 

 

★★★ジョークサロンのホームページで 阿部博 ：「ジョークサロン 平成小史」をご覧下さい。 

    インターネット 「ジョークサロン」で検索ください。 

秀逸笑 

mailto:kazuo.shibamoto@gmail.com
mailto:shibamoto-kazu@t.vodafone.ne.jp
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お便りをもう少しご笑介します。 

福島・松山カオリ  例会の写真を見ると早く出掛けたくなります。 

メンバーの皆様方どうぞお体を大事になさって元気な鳩を沢山とばして下さい。 

 メンバーから除外されると大変なので来月からは必ず作品を送ります。今月はお許し下さい。 

  

東京・瀧口庸行 辱知 今年は伝笑鳩の会合に出席できればと念じております。 

今年も伝笑鳩の発展を祈念致します。 合掌 陽耕拝 

東京・高栄子 あちこち出かけてるので変集鳥のような日記をつくりたいな・・・と思ったことでした。 

東京・樋口七郎 いつもお世話になっております。相変らず映画にのめり込んでおります。 

 

福岡・瀬川裕志  囲碁なぞかけ・・・大盤によるプロ棋士の棋譜解説とかけて  

「七夕の夜の織姫・彦星と解く」   その心は「いつもアマの側を気にかけてます」 

 

鎌倉極楽寺・浜田頓坊  甘辛都々逸ほのぼのランド 117 

《1989年12月29日から 30年経過今日この頃》 

◇バブル弾けて 30年か 今もまだまだ 波の下 

◇あの日引け後 「天井ですね」 植草一秀（氏） が断言 

◇その後いろいろ 論争あった しかし大勢 大当たり 

◇言いたい放題 トランプ流も 反発反撃 ブーメラン 

◇やり過ぎの「アメリカ・ファスト」 国民批判 中間選挙の 票の読み 

◇トランプ独走 どんどん激化 政策変更 待った無し 

《1991年8月 ソ連崩壊寸前、旅の想い出》 

◇ソ連行きツァー・ネームは 私のダジャレ 楽器もじりの 「バラマイカ」 

◇評論家、学芸員やら テルミン奏者 インテリ集団 専門家 

◇ソ連崩壊 寸前に見た 大勢敗北 その末路 

◇ロシア革命 1917年に レーニン率いる あの事件 

◇30年前 ソ連の最期 今も鮮明 想い出す 

◇クレムリン前 デパートの中 品物ほとんど 無い空き家 

◇ウォッカ買うのも 前日夜から 長い行列 現に見た 

◇楽しみは 大谷・大坂 大物ずくめ 大の字活躍 大ブーム 

◇エピソード 少しまぶした 笑いの種を あちらこちらに 蒔く春日 

 

東京・稲葉浅治   川柳「世界」      お互いに世界一だと赤い糸 

世界観ずれて家裁で右左        鮨のネタ世界の味をかみしめる 

見るだけで暮らしたくない銀世界    トランプのきままで世界ゆれ動く 

 

東京都 菅谷信雄   ◆あれや これや なにや かにや 
 
■タモリのプラタモリで豊洲を採り上げていました。 
タモリが「前方に公園が見えます。行ってみましょう！」と声を上げます。 
そこで、私、「公園には必ずフンがある。これぞ前方公園フン！」と笑劇の一言。 
妻：大爆笑                           ＊下↓ 前方後円墳イラスト 

□今朝は晴天の太陽が燦々と輝く一日のスタートです。 
新聞も日光のため、まぶしくよく読めません。 
ところが、突然陽が陰り始め、新聞が逆に読みづらくなってきました。 
数秒後、又、陽が射してきて新聞が読みやすくなりました。 
「今日は日食の日かい？」 
隣にいた妻が爆笑。先日半日食があったばかりの出来事でした。 

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

1. インバウンド消費のおかげで元気な日本の鉄道会社！ 

<幸> わては関東編でいくで。 

   「他の部の人と一緒に乗っても東武(当部)電車」 

「西武秩父発特急レッドアロー号が飛ばして走っても 

池袋に近づくとスピードをセーブ(西武)電車」 

2． タワーマンションの柔構造 

<幸> 最近首都圏で「タワーマンション」が増えたなぁ。 

<裕> そやなぁ。ところで「タワーマンション」の定義知ってはる？  

<幸> 20階以上で、高さが60M以上やろ。 

<裕> さすが！今までのマンションと同じで柔構造やねんて。 

<幸> そらそうや。地震の時、柔構造でたわまんと＜タワ・マン＞やあらへん。 

香野好勇（こうの好太）   好太川柳    

老いてなお在家だ受賞だ挑戦者 
今日もまたマスコミ騒ぐ除夜の鐘      
食道を取って胃管で生き感謝 
老いて生き長寿時代をゴーロゴロ      
世界旅かおるシルバー青い日日 
初詣賽銭チャラン願い百 
インスタはテレビ新聞押しのける       
老いは増え子供少ない未来国  

 

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.331 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

「災」で括った 去年の暮が 明けて熊本 震度 6  
豊洲の初競り 築地を超えた 3億・大間のクロマグロ  
年々減少 宝の世代 125万の 新成人  
友だち作戦 効き目が見えぬ 北方四島 日露間  
傷を広げて 引っかき回し こんがらがってる 日韓間  
岩に食い込む サンゴの移植 総理が言うから ウソ臭い  
上が嘘つきゃ 下まで真似る 政と官との 腐れ縁  
不正発覚 統計調査 いずれトカゲの シッポ切り（厚労省）  
海で船長 空では機長 使命忘れた 酔っ払い  
無人探査機 着陸したと 月の裏から チャイナ節  
世界旅した 兼高かおる 卆寿の旅路は 黄泉の国  
囲碁の世界に新星少女 プロ棋士・中邑菫ちゃん（10才）  
吉田沙保里が 引退したが 次の狙いは 婚メダル   
初場所期待も 3連敗し 遂に引退 稀勢の里   
箱根駅伝 地元の期待 背負い初Ｖ 東海大  
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海 郷 達 人         し こ 名 考 

相撲取りのしこ名について些か考証してみたい。漢字では、醜名又は四股名を当てる。 
しこ名には、強い動物の名がよく当てられる。龍や虎のほか、鳥では、鷲。現役では、玉鷲、荒

鷲だ。しかし、強そうな禿鷲というのはない。 
高貴なものもしこ名になる。宝富士があるから、宝島とか宝船とかあっても

よさそうだが、まだない。〇〇浦というのはよくあるから、芦の浦なんてよさそ
うだが、だめか？ 
普通強そうなしこ名を付けるものだが、幕下以下を見ると、露草とか湘南乃海

とか彩（いろどり:写真右）とか強そうでないのもある。 
三段目に光源治というのがいるが、きっと色男だろう。 
最後に、稀勢の里。稀（まれ）な勢いというから、これも相撲取りとして類い

ない強さを示すものだろうが、名が体を示さなくなったら引き時だ。 
引退が公表された。ご苦労様でした。 
 

門口泰宣           阿呆リズム＆パロディ 

１）法廷で 反省せんと イノセント 

２）先取防衛予算 安倍内閣 

３）船酔いで通せないかね  ニッポン丸船長 

４）功少なくして労多し  不適切データ処理  

５）♪ゲイのためなら世界を驚かす♪ IWC 脱退   

６）長野獲得は○と思いたい 広島カープ 

７）私家政婦だけど日本むかし話はよく見たわ 

８）仏の記事も無かずば射たれまい 竹田 JOC 会長 

９）紅白出場も顔面蒼白で引退 純烈メンバー 

10）日の丸横綱の無残な姿に 牛苦市民の落胆  

11）メイ首相のEU こと聞かない英議会 

12）まぐろ高価格落札もすしドンマイ 

 

柴本和夫   言葉の研究 ニュースペーパーのギャグの紹介・・・皆さんも是非一度ご覧ください 

 ◆平成元年スタートの 30周年を迎えた、我がジョークサロン 

政治コント集団のニュースペーパーも 30周年を迎えています。 

（演出者の寺田嬢は、私のかみさんの小学校の同級生です） 

    ①小泉純一郎は、話の筋は通っていないが、鼻筋は通っている 

    ②小泉孝太郎の、初の主演ドラマが放映中。それは、CMの「ハズキルーペ」 

    ③背広を着ると裏地を見る癖がある大統領は誰？それは、ウラジミールプーチン 

④愛人三原則・・・・作らず・持たず・連れ込まず 

⑤安倍内閣は、全員野球をめざす・・・でも全員が、補欠でお粗末。 

⑥野党各党は、直球勝負をめざす・・・でも全部が、暴投か危険球 

⑦天皇とは、最古の、ゆるキャラ。 

⑧新天皇は59歳で、公務開始。一般国民は定年退職（高齢者の働き方改革の実践）   

    ⑨年号は、Ｍ（明治）・T（大正）・S（昭和）・H（平成） ⇒ 新年号のアルファベットは？ 

「K」を予測すると、観○・建○etc⇒もしキンコなら、今年は ⇒ 禁固1年  

（補足：東京六大学の慶応、明治があった、立教や法政もあり得るかも） 

平成の 30年間をジョークで過ごす。新年も更なるジョークを楽しむおおいに笑おう～ジョークサロンで 
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芝崎満夫  笑いの笑解(紹介)   古代中国の故事篇 ：守株/待ちぼうけ[唱歌] 

                                                                              

(兎)が走って来て木の切り株に当たって死んだのを見た宋の農民が、仕事を投げ捨てて毎日切り株を見張った

ものの、ついに兎は捕れなかった。そしてその農民は笑い者となるという「韓非子」の故事による。 

１.古い習慣に確執し、全く進歩がないこと 

２.臨機応変の能力がないことの意味. 

〇偶然の幸運を当てにして時間を無為に過ごすな。 

楽をして金儲けをしようと思うなというふうに教えられた。 

この歌は、満洲（中国東北部）に在住する日本人たちに、満洲にちなんだ満洲唱歌しかも格調の高い音楽教材

をほしいという満洲教育會の依頼によって1924年（大正13年）作られた。 

 

一番「待ちぼうけ、待ちぼうけ ある日せっせと、野良稼ぎ そこに

兔がとんで出てころりころげた 木の根っこ」・・・ 

このような話を思い出しながら、散歩しているとき、ふと、以前1000

円を偶然拾った場所をまた落ちてないかつい見てしまう。・・古代中国

人と同じ感覚？・・思わず苦笑（もちろん瞬間だけど） 

笑いのポイント（笑点） 

しゅ：瞬（しゅ）間的な出来事がまた起こることもなく、 

し：（し）っかりその株の番をする農夫の 

ゅ：勇（ゆ）気ある行動に他人から笑い者になっても、 

守株する姿に何となく共感を覚える。 

（参 農民が見張り番では、物は実らず、この百姓は国の笑い者になった。） 
ここから守株（しゅしゅ）という成句ができたけど、楽して収入を得たいという 

この農夫はまた起こると思い込みすぎたところが・何となく可笑しい感じ・・・ 

でも思いは古代-現代とも変わらないでは？ 

人間は改めて苦労して、成長・成果を得れるものだと思う。 

                   
小宮三千夫        俵万智｢サラダ記念日｣より ３ 
 

◇落ちてきた雨を見上げてそのままの形でふいに、唇が欲し 

◆落ちてきた雨を見上げてそのままの形でふいに、くしゃみが出る 

◇大きければいよいよ豊かなる気分東急ハンズの買物袋            

◆大きければいよいよ豊かなる気分成城石井の買物袋 

◇手紙には愛あふれたりその愛は消印の日のそのときの愛 

◆ラインには愛あふれたりその愛は既読のその瞬間（とき）の愛 

◇「今いちばん行きたいところを言ってごらん」行きたいところはあなたのところ 

◆「今いちばん行きたいところを言ってごらん」行きたいところはあなたのいないところ 

◇今何を考えている菜の花のからし和えにも気づかないほど 

◆今何を考えている蒙古タンメン辛さ十倍にも気づかないほど 

https://kotobank.jp/word/%E5%AE%8B-89084#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E6%A0%AA-46181
https://kotobank.jp/word/%E9%9F%93%E9%9D%9E%E5%AD%90-49522#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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森昤二              森先生 の 『駄洒落節だよ 人生は！』 

 

パロディー木彫 の 唯一人者   岩崎 祐司  の  世界 

 天才笑刻家 岩崎 祐司 と 転載乞免呈汰 森 昤二 の 黄金コラボ （○△×人 版） 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

アイーンは勝つ  猪木の洗濯     溺れる者は和田をも掴む     苦しい時の神田うの  

（ 一番や！）    （えっさ、エッサ、Essa）  （ワラよりましだ）     （助けて、明神様）  

 

 
 
 
 
 

 「もーいいかい」「萬田だよ」   マツコリラックス     箱根イモト            リョーマの休日 

 （知ってるよ、久おばさん） （今日は仕事なしなのよ） （イモトだ！ 逃げろ）  （イタリア旅行中ぜよ）   

 

吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「日本酒」       こ百合のひとりごと    

 

 
✨✨✨ 松山カオリ大先輩、お元気ですか。いつも、メンバー応援ありがとうこざいます。 

また、東京例会のご参加お待ちしてます。 
桜井レイ大先輩( 私が年上？ かな)1月例会ご参加、ありがとうこざいます。 
次回のご参加お待ちしてます。                                  ✨✨✨ 
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平井幸雄            さかさ文字（アンビグラム）  

アンビグラム（ambigram）は、ある文字（一文字、単語、文も含む）を本来の向きで読めるだけでなく、

違う見方をしても読める文字アートです。逆さまにしたり、横から見たりして異なる方向からも読むこと

ができたり、鏡に映すと読めたり、そのままでも２通り以上に解釈して読むことができたり、文字の隙間

が文字になっていたりするなどのようなトリックアート的なデザイン文字のことです。一つの読みの文

字に、別の文字が隠されているのが面白い。目も脳もこん がらかってしまう。 

  

 

 

 

 

 

 

佐藤忠恕            ○ 同音異義川柳 no.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉＠若狹芳生       ■年始にまつわる創作漢字 

 

「福の神」      

「お年玉」 

「風神」 

「国技＝大相撲」                    

「御 神酒」 

 

 

◎ そくせきめんで 

同僚と 即席めんで 昼飯だ 

同僚と 足跡面で 遅れとり 

◎ にゅうせんすると 

新車両 入線すると アナウンス 

油絵で 入選すると 誓う秋 

◎ ちょうへんだよと 

あの本は 長編だよと 娘言う 

あの本は チョウ変だよと 娘言う 

 

 

◎ さかだちしたら 

願を掛け 逆立ちしたら 夢叶う 

願を掛け 酒断ちしたら 夢叶う 

◎ さんだんがつき 

金繰りの 算段がつき 年越える 

肝心の 散弾が尽き 猟やめる 

◎ しゅうしょくふかく 

失恋し 愁色深く 涙散る 

留年し 就職不覚 泣きを見た 

 



- 9 - 

 

曽田英夫              狂歌NEW門       
● ゆっくりしたい 忙しすぎて 

働くも 引退近く あと三月（みつき）ゆっくりしたい 忙しすぎて 

古稀のあと 診察券の コレクション ゆっくりしたい 忙しすぎて 

寒い日も ガタガタ震え 出勤し ゆっくりしたい 忙しすぎて   

● 笑いごまかす いつものことと 

居酒屋で 足がもつれて 歩けない 笑いごまかす いつものことと   

コンビニで 判別できぬ ６と８ 笑いごまかす いつものことと  

女子店員 変な雑誌に 変な顔 笑いごまかす いつものことと 

● だれか教えて 明日のことを  

朝になり 今日も生きてた 目が覚めた 誰か教えて 明日のことを    

呑み過ぎた 山手線を ２周した 誰か教えて 明日のことを    

来年は オリンピックが 東京で 誰か教えて 明日のことを  

片岡 隆      小笑いと昔歌   まだまだやらねば  少笑すみませんが  

1.店のシャッターの張り紙（閉店のお知らせ） 

 「この度はミセシメのため、一同首切りとなりました。皆様に合わせる顔がございません」 

 「イスラム国みたいだな。すごい会社だな」 

2.求められるビジネス能力 

八艘力（跳躍力がすごい）。抗争力（どす使いがうまい）。規格力（決まったことしか 

やらない）。嗜好力（タバコやドラッグをたしなむ）。コミ力（漫画が趣味）。 

3.補聴器ばやり（昔はウォークマンだったんですが） 

「最近は、若者のくせに補聴器付けて歩いてるやつ多いよね。コードがあるのや無いのや」 

「ウィーウィル ウィーウィル ロッキューなんてのを大音量で聞き過ぎなんだろ」 

「おれなんて、今まで、そんなもんのお世話になったことはないぞ。可哀そうになぁ」 

4.核兵器企業へは融資せず（りそなホールディングスの方針） 

うちの会社は、カクセイキ（スピーカー）を作ってるけど平気か？ 

うちの会社は、カグヘイキ（家具兵器：椅子は乱闘に使われる）作ってるけど平気か？ 

5.ネッシー 

「最近ネッシーを見かけないね」「温暖化の影響かな？」「うん。熱死したのかもね」 

 

野本浩一  お写落日記 【リンゴ・スターポールに続きサーとなり サーサー来てよと待ち受けるボク】 

1月9日午後、有楽町で途中下車してリコーイメージングスクエア銀座に立ち寄り、日経新聞で

偶然見つけていた写真展を覗く。   

「1960s Rock n Roll Artists:  

Photographic Journey-甦る奇跡の時間-」  

1968年に撮影されたビートルズのぶ厚い写真集を眺めていたら、中学・

高校時代にラジオから流れてくる曲に聴き入った日々を思い出して元気

が出て来た。最後は受付の親切な女性にシャッターを押してもらってビー

トルズと一緒に遊んでしまった。 

ビートルズ何とも凄いグループよ 写真や手紙何でも値がつく 

ネガあればそれに値がつくビートルズ  まだまだ続く発掘のとき 

楽しみは偶然知ったギャラリーで  ポーズ悩んで写真撮るとき  
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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）2019年1月8日～2月18日 

切手： 久保三德、橋本豊、前嶋昭夫、加畑髙治、瀧口庸行、北沢正嗣、橋本豊 

カンパ： 久保三德、高畑傳、浜田頓坊、瀧口庸行、米谷二郎、石井志津夫、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。 

★2019年1月16日例会参加者（到着順）      15名参加   

桜井レイ、平井幸雄、片岡隆、海郷達人、曽田英夫、芝崎満夫、高木正明、佐藤忠恕、 

門口泰宣、野本浩一、阿部博、森昤二、柴本和夫、小宮三千夫、尾垣聡子 
＊「新年会に参加出来ず、申し訳ありません」と言いながら、桜井レイさんが久し振りに例会に参加です。 
お土産に持参した最中の美味しいこと、美味しいこと。表現のしようがなーーーいじゃありませんか。 

＊ 15人参加で連想したのは、15少年漂流記・・・とか、ラグビー・・・とか。いい連想ですねーーーー。                                                                                                      

                          

伝笑鳩 No.353 発行 2019.2.27       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・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） 

3月27日（水）     千代田スポーツセンター  ７階第2集会室 

4月24日（水）     千代田スポーツセンター  予定 

5月23日（水）、6月27日（水）・・・30周年記念会合を計画中です  

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  

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

