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今月の一笑

伝笑鳩

狂 歌 N E W 門
＊＊さらば平成ようこそ令和 伝笑鳩は今日も飛ぶ ＊＊
ジョークサロン 30 周年記念パ
ーティーの会場決定です。
JR 神田駅南口から徒歩１、２
分の所～～～「プロント神田店」
２階貸切です!!・・・何とナント
100 名超 OK の広さです。

平成になった時は暗かった
令和になって気持ち新たに
ＡかＢ考えていたがＲとは
令和になって気持ち新たに
令和ではしゃ令和どんと多発する
令和になって気持ち新たに
埼玉・曽田英夫

今号には 30 周年記念パーティ
ーの案内を同封しております。平成 30 年と重なるジョークサロンの歴史をふり返りながら、これ
からの活動のエネルギーを蓄えるような楽しいパーティーにしたいと思っています。
サロンに集う同人だけでなく、読者の皆様の参加も是非お願い出来ればと願っております。
＊郵送、メール、ファックス等で出欠確認をさせて頂きますので宜しくお願いします
それでは、今号もお楽しみ下さい。そして今後もお楽しみ頂ければ有り難い・・・です。
香川・彌永孝一

新緑の候～新元号「令和」を表したような季節になりました。

いつも「伝笑鳩」を送って戴き有難うございます。毎回、傑作な「笑品」に笑い転げて
おります。忙しさ（？）に紛れて、切手をお送りするのを忘れておりました。令和の時代
もどうぞよろしくおねがいします。
吉永こ百合さんの「はめ字」は、毎回、感心します。どうしてこんなことが出来るのか、
不思議です。森先生の「駄洒落節だよ人生は！」面白いです。若狭芳生さんの創作漢字、
平井幸雄さんの漢字の話いつもおどろきです。

静岡・野末紳二

季節はずれの厳しい暑さが続いておりますが、いかがおすごしですか。

いつも「伝笑鳩」飛ばしていただきありがとうございます。鳩もこの暑さにばてないように栄養カンパを少
しお送らせていただきます。今後も、会報がとどくのを楽しみにしています。

東京・志賀康一

うっかり失念しており遅くなりました。

新潟永林寺・佐藤憲雄

御報愛忝く感謝～“伝笑鳩”六月号 356 号勉強させて頂きます。

東京・樋口七郎

グランプリ女優～京マチ子逝去～享年 95 才

小学校 4 年生の時に木村恵吾監督、京マチ子、三船敏郎出演の「馬喰一代」という映画を観ました。
演技の素晴らしさ、ストーリーのわかりやすさ、私の映画鑑賞の原点になった映画です。
～～～この映画が私の観た映画で最高の映画だと思います。 私は京マチ子の大ファンになりました。

東京・高栄子

はや 30 度越えの気温が・・・・五月に・・・・エアコン使わず、耐えます。

知人のバイト先のカラオケ・・・料金は「昼五時間千五百円」安い・・・お陰ではまりそうです。

六月に なったら雨で うっとしい ジョークサロンで おおいに笑おう
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【快鳥 曽田英夫】

しば選

ものは付け

第 221 回の題

「待ちどうしいものは」 （出題：夏休み～弘田三枝子）
秀逸笑

「老いらくの恋」の初デート
神奈川

志賀 明

【評】困っちゃうな♪デートに誘われて。どうしよう。まだまだ早いかしら？
金笑
銀笑
銅笑

うそをつかない首相の出現
発毛剤の効き目
日本人口・幼児増勢への転換

高 知
埼 玉
埼 玉

高橋 満子
高木 正明
石原 義三

小笑
同窓会～その理由は、50 年ぶりだから
同窓会～その理由は、初恋の人に会えるから
しびれを我慢しながら聞いている読経の終了
夕闇迫れば・・・晩酌タイムの到来
ゴルフのエイジシュート（ハマちゃん 85 歳！）
田舎の駅でひたすら待つ電車の到着
5 時間待ちのレストラン行列の順番到来
ジョークサロンへの取材申込
2020 年 米国トランプの大統領選での落選

東 京
神奈川
埼 玉
神奈川
神奈川
東 京
東 京
東 京
神奈川

樋口 七郎
藤倉 由紀子
酒井 典子
志賀 明
浜田 頓坊
藤野 哲康
稲葉 浅治
野本 浩一
大鳥羽 裕太郎

待ち望む日の到来
年金入金の日（吉永こ百合・岡部千代松・藤倉由紀子・松山カオリ）
旅行の日（山中静代・藤野哲康）
退院の日（高橋満子）
ギブスの取れる日（山中静代）
入歯の完成の日（酒井典子）
改装中の風呂の完了日（石原義三） 予約図書の届く日（山中静代）
初孫の誕生（吉永こ百合）
ひ孫の誕生（稲葉浅治）
待ち望む物の配達
伝笑鳩の飛来（高木正明・樋口七郎・藤倉由紀子）
ふるさと納税の返礼品（高木正明・藤野哲康）
待ち望む季節の到来
燕君の飛来（石原義三）季節の山菜（高橋満子）異常な真夏日の解消（岡部千代松・酒井典子）
第 222 回の題 「捨てられないものは」

（出題：ゴミ屋敷の住人）

今回の締切は、7 月 5 日とします。今回も締切日を少し早めてます。 何卒ご理解をお願いいたします。
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
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東京・菅谷信雄

マンション長屋のアレ・コレ・ソレ・ナニ談義

＜或る日の夫婦の会話＞

夫：
「腰を痛めたので、一緒に押しっこしよう！」
妻：
「それなら一人でトイレに行って！」
東京・稲葉浅治

川柳「遺産」

無遺産の写真の父にお線香

見も知らぬ兄弟増え遺産分け
子供には残したくない負の遺産

長野・松原伸伍

お砂糖に群がる蟻の遺産分け
分けるもの無くてももめる遺産分け

人生ほんわかほん和歌

般若顔意外とやさしい人がいる
鼻炎かな咳とムズムズ止まらない
投げられた円盤めざし口で取る
やみくもに健康器具を買ったけど
娘からピンピンコロリすすめられ
食べるもの一つの皿にごちゃまぜだ

恵比寿顔でもだます人いる
すぐに底つくティッシュの在庫
犬の演技に思わず拍手
やると疲れて粗大ゴミ増え
やっと始めたプールの歩行
かっこは捨てる八十路の食い気

鎌倉極楽寺・浜田頓坊 甘辛都々逸ほのぼのランド〈121〉
☆
☆
☆
☆
☆
☆

《93 歳現役・漁師・大部屋俳優二足のわらじ 加藤茂雄さん》
漁師・俳優 立派に役を 演じる楽しさ 奥深さ
その昔 「春のめざめ」で 初めて舞台 かつて東宝 大部屋に
黒沢監督 「七人の侍」 本多猪四郎 「ゴジラ」にも
すし屋 豆腐屋 それぞれ技術 役になりきる その努力
「好きなんだ」 主役ではない 役割こなし 厚み持たせる 「芸の虫」
わしもやっぱり 二足のわらじ ゴルフ・都々逸 続けるか

☆
☆
☆
☆
☆
☆

《頓智ユーモア笑いの種をあちこち蒔く人 「福の神」》
先が見にくい 時代の標（しるべ） 北斗七星 あの光
戦後歩んだ 人生ときに 獣（けもの）道では なかったか
むつかしいかな たまには ちょっと 真正面（まとも）な会話が 良い薬
突っ込みの アンテナ鍛えて 会話に華を 添えてみるのも 乙な味
浅草で お膝送り（＊）が ３～４回も あった昔が 懐かしい
＊詰めて貰うこと
「悪カツタ」 巧い言い方 勝ったのうちだ 負けたようだが 背負い投げ

京都・大石脩

ダジャ連発！！！

「寿命って分かんなのね」
「そうねぇ、『輪ゴム』のようなものだね」
「どういうこと？」
「古くなるほどにのびて輪が大きくなるし、色
も黒ずむし、弾性なくなってしまうよね」
「そうなのね。弾性ある男性がいいな」
「なんだ、そんなこと・・・・か」

「あの花は咲いてるかしら？」
「咲いてたら、季節はずれの『忘れ花』かもね」
「我が家では満開よ」
「うそ、でしょ。きっとフェイクね」
「『忘れじの 行く末（すゑ）までは 難ければ
今日（けふ）を限りの 命ともがな』
ということ。百人一首よ」
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曽田英夫
狂 歌 Ｎ Ｅ Ｗ 門
● 冗談を言い 笑う毎日
定年で 毎日家に いるときも
冗談を言い 笑う毎日
団地内 旦那は多く 退職し
冗談を言い 笑う毎日
居酒屋で 知らぬおやじと 乾杯し 冗談を言い 笑う毎日
手続きに 役場へ行って 役人に
冗談を言い 笑う毎日
● 酒は飲めども ほろ酔いがいい
ご近所で 飲み会やれば 気が緩む
酒は飲めども ほろ酔いがいい
議論となり 酔いが激しく 目が座る 酒は飲めども ほろ酔いがいい
若い美女 次々飲ませ なにをする
酒は飲めども ほろ酔いがいい
日帰りの 名所を巡る 旅のバス
酒は飲めども ほろ酔いがいい
小宮三千夫

ビートルズ・ファン・クラブ

銀座と言えば聞こえはいいが、四丁目にもかかわらず、三原橋の交番の裏の、ほとんど昭和通り裏と
も言える、かなり取り残された雰囲気の路地にその店はあった。
後悔はしていないが、期待もしていなかった。目の前のビルの狭さと古くささを見たときに、がっか
りするわけでもないが、ワクワクもしていない自分を感じた。「まあ、楽しんでみるか。」
５人は乗れないだろう小さなエレベーターのボタンを押すと、すぐに後から一人入ってきた。
｢えーと、３階か、３階ね。○×△＃＞＜？！｣。独り言らしい。変な親父
だ。ひょっとしてこの親父もビートルズ・ファン・クラブ？大いにあり得
る、年代的に。
扉が開くとほぼ想像通りの懐かしい風景。昭和のスナックの再現だ。目の
前にはありきたりなカウンター。左奥にもカウンターがあり、その横にはボ
ックス席が二つ。客はボックス席に４～５人ほどいるのみで、他にはカウン
ターあたりに年齢不詳の美女が一人。
例のエレベーターの親父はなれた仕草で、｢やあやあ！皆さん。もうひと
つ言うと、ヤーヤーヤー。なんてね｣などといきなりの親父ギャグ。先が思
いやられる。
ボックス席の壁際に座っていた少し押し出しのある、優しげな目のにこやかな紳士がすぐに席を立
ち、｢小宮さん？｣と訊いてきた。僕は｢はいコミヤです。｣というと、紳士が握手を求めてきたので応じ
ることに。握手の本場の欧米では、ビジネスに対する本気度と、自らの気力体力を誇示する意味もある
らしく、思い切り強く握ってくるやつがいる。
この人はやや強めだが、まあ、普通の部類に入るだろう。
集まったメンバーは全部で８人。すべておじさんで早い話がほぼ高齢者。自己紹介が始まる。
紳士は、一橋大出身で三井物産 OB。通称ボブ（ここでは欧米風なセカンドネームを持つルールらし
い。本名はロバートだからではないのだが、何故ボブなのかは聞き忘れた）エレベーターの親父は三菱
重工出身。通称、ジョーカー。まてよ？ジョーカーってセカンドネームというより、ニックネームだよ
ね、などと考えていると、ジョークが好きで、ジョークの会を主催しているとのこと。（一応納得）
しかしこのグループはとんでもないエリート集団だな、と密かに後悔した。
仕方ないので僕は自己紹介の時、セカンドネームをミックと名のった。
すかさず、｢それじゃ、ローリングストーンズじゃねえか！｣と、エリートな割には超平凡な感想をの
たまう御仁もいたが、｢私は、下の名前が三千夫なので、外国人と知り合ったり仕事をしたりするとき
は、３文字をとってｍｉｃと呼んでもらうように話しています｣
残りの５人は、ディック、サンディー、ハギー、イケジー、・・・・。ハギー？、イケジー？
僕は自分がミックであることの意味を蕩々と語ったことを後悔した。

続く、かどうか不明。
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香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳 「鳥達が祝う令和の朝ぼらけ」

新元号見ては起立の戦中派
上皇が科学するハゼ跳ねている
夢を追い探し出す前エピローグ
余白増え人生百に老いつけず
春雨に昔相合今取り合い
失恋の涙に溺れ枯れる愛
戻れない甘い残り香傷の跡
十連休シルバー連に留守居させ
逆境を全て丸呑み泳ぎ切る
鎌倉市＠若狹芳生

■５月の雨にまつわる創作漢字

① 梅雨

② 時雨（しぐれ）

桑原 妙子

絵かき歌

③五月雨（さみだれ）

④雷雨

●つるさんは
マルマルむし
①つ
②る
③さん（三）
④ハ
⑤マルマル（○○）
⑥ム
⑦シ

●やかん
①マルちゃんが
②棒でぶたれて
③こぶ出して
④お口とんがらせて
⑤やかんです

●たこ
①ミミズが三匹おったとさ
②たまごが３つおったとさ
③雨がザーザーふってきて
④あられがパラパラふってきて
⑤あっという間にタコ入道
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芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

歳をとったと感じる瞬間篇（65 歳過ぎてからの異変）

① 外出時クーラーの電源切ったつもり。違うボタンを押していた。変化に気が付かない
② 歩道のわずかな段差につまずき、転ぶ。脚が上がっていない。わずかな変化に対応できない。
③ バスの行先を間違える。何故かあわてる。 行先に NO.を勘違い。よく見ていない早とちり。
④ ホテルで朝寝坊。慌ててムースをシェービングと勘違い。何故か慌てる。よく見ていない。
⑤ 薬を 1 週間分５粒ずつ分けて入れて飲むが『1 粒』残っている。再確認不足
Ａ：わずかな対応への変化①②、B：あわてる事での勘違い③④、C：再確認不足③④⑤
ばかりおこってしまう・・・・・・いろいろあり苦笑い。

笑いのポイント（笑点）・・・・注意をうながすアイウエオ
あ：あ（ア）わてず、落ち着いて行動
い：い（イ）ろいろと考えない。急（イ）がばまわれ！
う：疑（ウ）たがってみる：自分はきちんと行動したか再確認
え：笑（エ）顔で対応 ：明るい方が前に進む
お：思（オ）いこみはしないように心がけ：横（オ）着しない！

平井幸雄

上（前）から読んでも下（後）から読んでも同じの文句あるいは音節になるものを、回文とい う。
通常ひらがなで同じ文章になるものが（例：しんぶんし、たけやぶやけた）多いが、今回は 「漢字
の回文」を集めてみました。どちらから見ても同じ字面になります。
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柴本和夫

言葉の研究

★安倍首相の言葉

① 令和の改元 （かいげん）の儀式が無事終了しました。
・私の次の仕事は、改憲（かいけん）の準備
・非友好国の防衛に有効な対策には・・・戒厳（かいげん）令
・秋田犬（あきたいぬ）に続き、
プーチンにプレゼントする飼い犬・・・甲斐犬（かいけん）
・常備薬としている風邪薬の名前は・・・・改源（かいげん）
② 辞任した桜田議員の暴言癖が、維新の会議員に伝染しました・・・・維新伝心（以心伝心）
③ 大化から令和迄の年号が、順番に整然と並ぶ姿・・・年号序列（年功序列）姿
④ 令和おじさんと呼ばれる菅官房長官～あの顔の表情は、菅菅（スガ・スガ）しい顔
⑤ 令和関連の商標登録・・・中国に先を越されないように急ぎましょう
お酒の関連・・令和の蔵元がお届けする究極の品、令和の仕込み・令和の酵母が生きている
令和一番・令和搾り・令和の泉・令和の誉・令和の鶴・令和自慢
お米の銘柄・・・令和小町（秋田）・令和ヒカリ（コシ）・令和錦（ササ）
居酒屋の名前・・・・令和の舞（華の舞）・令和の民（和民）・和れんち（フレンチと和食の店）
★日本の読み方～ポンとほん
・憲法・・・ 大日本（ニッポン）帝国憲法・日本（にほん）国憲法
・鉄道・・・ 西日本（ニッポン）鉄道（いわゆる西鉄）・JR 西日本（にほん）旅客鉄道
・航空・・・ ANA＝全日本（ニッポン）空輸 ・JAL＝日本（にほん）航空（四季報はニッポン）
・所変われば「日本橋』が変わる・・・大阪の「ニッポン」橋と・東京の「にほん」橋
・目で確認できるポン・・・日本（ポン）郵政（切手）・日本（ポン）銀行（お札）・日本（ポン）ハ
ム（球団）
【ニッポン】派の企業・・・日本電気（NEC）・日本放送協会・日本郵船（四季報はにほん）・日本水産
【にほん】派の企業・・・・日経新聞・日本大学・日本女子大学（ポン女）・日本石油・日本交通公社
日本酒の数え方・・1 本（いっぽん）2 本（にほん）3 本（さんぼん）8 本（はちほん・はっぽん）

ややこしい日本語に疲れたら、「令和の舞」の二次会に繰り出して
空ける日本酒、1 本、2 本、3 本と。おおいに笑おう～ジョークサロンで
佐藤忠恕

○ 同音異義川柳 no.21

◎ のうきおくれと
安易だぜ 納期遅れと コスト高
安易だぜ 農機、お呉と ねだるやつ
◎

しんでもうまく
あいつなら 死んでも上手く 立ち回る
洋梨は 芯でも旨く 食べられる

◎

ほうこうしたら
あの男 奉公したら 独り立ち
あの男 放校したら 更にワル

◎ たからないので
島内に 宝ないので 諦める
蠅などが 集らないので 安心だ
◎ はくしゃをかけて
勝負だぜ 拍車をかけて 頑張るぞ
勝負だぜ 薄謝を賭けて 博打する
◎ やけいしにみず
所詮ダメ 焼け石に水 って言うじゃない
あの人が 夜警、死に水 取ったのよ
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野本浩一 お写落日記 【かにかくに同巣会（どうそうかい）は懐かしき 想い出の人想い出のとき】
同巣会トークサロン「ビジネスジョークの会」が発進したのは
1989 年 7 月 28 日（金）でした。会場は神田小川町のとあるビル
の７階の一室。軽く食事をしながら語り合うスタイル。
発起人山下廣蔵氏曰く「ジョークは、食事をおいしくし、人と人
とのつながりを明るくするものです」成程。すきこそもののジョ
ークなり･･･。初回は 6 人（含撮影者）集まりました。⇒
時は流れて 30 年余。「ビジネスジョークの会」は「ジョークサ
ロン」と名前を変えて今に至ります。発起人だった山下さんが所
属していた親会社ともいうべき同巣会は、所属メンバーの高齢化
に伴い、会員の逝去が続きました。毎月第 2 水曜のランチを楽し
んで来ましたが、5 月 8 日の会を以て解散することになりました。
小生も年会費を払い続けてまして解散に伴う精算処理により、幾許かの払い戻しを受けました。加
えて有り難いことに、ジョークサロンへのカンパとして大枚諭
吉さん 2 枚を頂きました。
改めてジョークサロン発起人山下さんに感謝するとともに、
解散を決意された同巣会の皆様方に厚く御礼申上げます。
（右上写真・前列左が山下氏）.
三十年前に出会った先輩の ジョークの効を未だ忘れず
会の名を「どうしょうかい？」と尋ねれば どうそうかい（同巣会）と即座に返る
今は亡き山下さんに感謝して 笑いは和来ふり返るいま

吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「令和にて、かぜおよぐ」 こ百合のひとりごと

ひとりごと ～ 美 大 卒 業 生 作 品 展
Ｇ
私
色
同
楽
来

Ｗ
と
、
じ
し
年

の
同
い
年
い
も

後
年
ろ
月
時
ま

半
代
、
を
間
た

、
の
彩
生
で
～

～

方 々 の 作 品 展 にで か け ま し た。
、あ ざ や か な 絵 画 、 彫 刻 にう っ と り。
き て き た 作 家 さ ん 達 と お し ゃ べ り。
す。
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門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）増税がリーマン級です サラリーマン
２）失言防止マニュアルは黙読 自民党議員
３）杉たるは及ばざるが如し
屋久島豪雨
４）条約は口に苦し 日米地位協定
５）府民のかまどは賑わうか 仁徳陵
６）金の延べ棒をアキスに盗まれタカスぎた被害
７）令和お自賛です
菅官房長官
８）♪戦争を知らない君たち議員さ♪
９）軽傷じゃなかったので再休場の新大関
10）FARAWAY に置きたいトランプ大統領
11）広島は五月の鯉の首位登り

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.335 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

一夜明けたら 時代は令和 あれはこれはと せわしない
国を挙げての 改元騒ぎ 政治利用も ほどほどに
令和天皇 表に立てて 政教分離は 棚に上げ
女性天皇 賛否は有るが 参賀じゃ人気の 女性陣
退位果たした 上皇夫妻 肩の荷降ろして 散歩する
令和初日の 駆け込み婚が 午前零時に 出す届
中元商戦 デパート各社 令和に因んで アイデア品
北へ南へ 東へ西へ 物見遊山の 十連休
日頃混み合う 都市部が空いて 地方が混み合う 十連休
チャイナ憎けりゃ 製品までも ファーウエイ排除の トランプ氏
貿易摩擦や 核問題で 疑心暗鬼の 米中北
要るの要らんの イランと合意 トランプ見捨てた 核合意
拉致に条件 出さぬと総理 北はあれこれ 出す構え
寄り添う事なら 得意な総理 北のボスには 利かぬ技
税収狙いと 返礼狙い 泉佐野市の ふるさと税
作り放題 捨て放題の プラスチックに 泣く地球
酒で抑えが 利かなくなって 戦争暴言 吐く議員
暴言議員が 絶えない政治 街に絶えない 暴走車
大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞ ＜頓珍漢な会話＞. 「オータニィッサン・ショウ(翔)タイム」
(幸) 今シーズン、大リーグの開幕で出遅れた大谷選手、打者としてはもう
完全復活ちゃうか？
(裕) そやなぁ。大リーグ通算 100 安打達成で打率 3 割、5 月 13 日には
今シーズン初ホームラン。やっぱり並みの選手とちゃうで。
(幸) 好調の理由はなんやろな？
(裕) それが、意外なことに日本に昔からある＜胃腸薬＞のおかげや言う
人が多いねん。
(幸) なんちゅう薬やねん？
(裕) ＜太田胃散（オータニィッサン）⇒いい薬です＞
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★2019 年 5 月 22 日例会参加者 太字は初参加

16 名参加

曽田英夫、佐藤重剛、大鳥羽裕太郎、平井幸雄、野本浩一、山口文秀、高木正明、芝崎満夫、
佐藤忠恕、桑原妙子、阿部博、小宮三千夫、尾垣聡子、柴本和夫、門口泰宣、橋本康平
＊佐藤重剛さんはつい２年ほど前から読者になりまして、例会を覗きに来てくれました。
＊山口文秀さんは変集鳥のなんと小中高校の後輩・・・十連休の長崎ハタ揚げ大会で出会って
変集鳥が少しだけ強引に誘った所、参加してくれました。嬉しいですねぇ。

写真左中央：佐藤重剛さん、上写真左列中央：山口さん
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）
7 月 24 日（水） 千代田スポーツセンター ７階第 2 集会室
8 月 3 日（土）12：00～15：00
30 周年記念パーティー
プロント 神田店２階 ℡03－3254－8202
パーティー参加費 4500 円
＊会場はとても広いので・・・皆さん是非お越し下さい。
出欠確認を行っています。同封の案内状への返信をお願い致します。７月 20 日までにお願いします。
8 月 28 日（水）、9 月 25 日（水）、10 月 23 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

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2019 年 5 月 14 日～6 月 4 日
切手：彌永孝一、佐藤重剛、志賀康一
カンパ： 大石脩、佐藤重剛、浜田頓坊、野末紳二

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.357 発行 2019.6.26
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
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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