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今月の一笑

伝笑鳩

合字（複数の文字を一文字に）

＊＊さらば平成ようこそ令和 伝笑鳩は今日も飛ぶ ＊＊
今月ジョークサロンは無事に 30 周年を迎えました。
無事に 30 周年を祝うことが出来るのは、これまでサロン例会に参加
して頂いた皆様、会報「伝笑鳩」の発行に協力して頂いた同人・ユーモ
ア愛好家、そして切手やカンパを送って頂きました読者の皆様の絶大な
東京・平井幸雄
るご支援のお陰です。ありがとうございます。
さあ、次は 8 月 3 日（土）開催のジョークサロン 30 周年記念パーティーです。
プロント神田店（JR 神田駅南口から徒歩 2 分）でお待ちしております。
それでは３０周年を祝うお便り、メールをご笑介させて頂きます。

長崎・橋本剛

直前まで東京ですが長崎に戻っております。盛会お祈り申し上げます。

神奈川・飯塚広子 “伝笑鳩”・・・ほっこり、にっこり楽しみながら読ませていただいております。
30 周年とのことおめでとうございます。もう少し近ければ参加させていただきたいのですが、残念です。
皆様のご活躍たのしみにしております。
かしこ

千葉・桜井レイ

30 周年記念パーティー心よりお祝い申し上げます。

私事ですが、タップダンスに関わって 30 年になります。（７月で）一つ一つの積み重ねの
30 年で、
「あっという間」の言葉では、言い表せませんが、人生の中での貴重な年月ですね。
本当におめでとうございます。（パーティー参加です）
（＊桜井さま
30 周年をお互いに祝いあえるのは嬉しいですね。すごい偶然ですね）

東京・藤野哲康

ものは付けで名前だけ参加させて頂いている者として参加は？ と思いましたが、

今回参加させて頂く事にしました。よろしくお願い致します。30 周年本当におめでとうございます。

30 周年おめでとうございます。投稿するのみで、何のお手伝いも出来ず、
常に心苦しく思って居ります。「伝笑鳩」に参加させて頂いてますのは、老後の楽しみです。その為にも健
康でいたいと思って居ります。今後共よろしくお願い申し上げます。御盛会を祈って居ります。
神奈川・藤倉由紀子

神奈川・米谷二郎

益々の御発展をお祈り申し上げます。

埼玉・酒井典子
お目出とうございます。人生 100 年時代の今こそユーモア、ジョークは不老不死の妙薬！
50 年後も皆様同じメンバーでのご活躍を期待しております。
東京・高栄子
三十周年・・・・脳内を楽しいことで満杯にしてきた三十年の歳月。
私はこの会の 1/3 くらいの期間、関わりがありますね。これからも元気で心楽しい笑顔のシニアで有り続け
ましょう。おめでとうございます。

梅雨が明け ひまわりが咲く 夏が来る 大いに笑おう ジョークサロンで 【快鳥 曽田英夫】
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しば選

ものは付け

第 222 回の題

「捨てられないものは」 （出題：ゴミ屋敷の住人）
秀逸笑

有効期限の切れた若い写真のパスポート
神奈川 山中 静代

【評】数字旅券の有効期間は 10 年。10 年以上前のあの時、私は若かった！

金笑
銀笑
銅笑

ひと夏の経験
（山口百恵は今でも大事にしてます）
孫からの肩叩き券 （有効期限は永久に不滅です）
相性の合わない、古くからの連れ合い
（自分が捨てられないよう留意）

埼 玉
酒井 典子
千 葉 岡部 千代松
埼 玉

佐藤 重剛

小笑
男のプライドと女の意地
ゴミ扱いされている私の「ホコリ」
お金をかけて獲得した、情報・知識・人脈
赤い糸 （色はあせても・・・）
知人となった人との絆
今まで受けてきた恩義
効果に疑問がありながらの毛生え薬
平和憲法（効き目が少しでも・・・）
「由美かおる」のサイン入り色紙

埼 玉
埼 玉
神奈川
埼 玉
東 京
埼 玉
熊 本
埼 玉
東 京

酒井
北沢
田中
高木
藤野
石原
松野
高木
野本

典子
正嗣
茂美
正明
哲康
義三
信夫
正明
浩一

伝笑鳩・ジョークサロンの作品
ものは付け上位「入笑」の号（山中静代）ジョークサロンの作品（吉永こ百合）
伝笑鳩のバックナンバー（佐藤重剛・浜田頓坊）笑いの心（北沢正嗣）
過去の栄光の品・思い出・手紙・記念の品・
100 点のテスト答案（野末紳二）小学校の通知表（野本浩一）楽しい思い出（浜田頓坊・吉永こ百合）
あのラブレター（高橋満子・野本浩一）亡母からの手紙（山中静代）ヘソの緒と母子手帳（酒井典子）
思い出の写真・アルバム・年賀状等（藤倉由紀子・藤野哲康・芝崎満夫）
衣服・物品・煩悩
タンスの肥やし（高木正明・皆合かず子）着れなくなった衣服類（海郷達人・松野信夫・藤倉由紀子）
片方失くしたピアス等（藤倉由紀子・小島裕子）わが煩悩とスケベ心（志賀明・藤野哲康）

第 223 回の題

「有り余って困るものは」

（出題：若さと美貌の佳人）

今回の締切は、8 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
千葉・岡部千代松 第 220 回ものは付け銅〈笑〉に選定戴き有難うございました。思えば、１年半振りの入賞
で、感無量、大変嬉しく思っています。今後も努力してゆきたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。
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2019 年 6 月

ジョークサロン スペシャル トピックス
小島裕子
6 月 26 日例会は楽しい時間をありがとうございました。

皆さん初めてお会いする方たちなのに、以前からのお知り合いのような感じがし
たのはどうしてかな？ と考え、(あ、そうか)、と気づいたことは、皆さんの笑顔
と笑い声。自然に皆さんの笑いの渦に巻き込まれていたからなのでしょうね。
でも、(ただ笑っていられるのも今のうち、何か作品を生み出さねば・・・)
と、皆さんの作品発表を思い浮かべながらの帰り道でした。
（＊いえいえ、笑いに来て頂ければ結構ですよ・・・と皆さん言ってます）
埼玉・酒井典子

ある講座で「人生で大切なのはユーモア」と断言していらっしゃった女性が・・・

小島さんでした。それならばと翌週私は「こんな会がありますよ」と伝笑鳩のバックナンバーを数部彼女に差
し上げたという次第です。小島さんは回文が得意だそうで、お若いですし将来はきっとジョークサロンの重要
な戦力になってくれることでしょう。
またこの度は三十周年記念お目出とうございます。残念ながらパーティーには参加出来ませんが、当日の御
盛会とジョークサロンの益々の御発展を心よりお祈り申し上げます。

蓮田市シュガーこと佐藤重剛
30 周年記念パーティー喜んで
出席
7 月例会 7/24（水）
欠席
（台湾クルーズ旅行中の為）
それにしても、大勢の皆さんの宴会出欠の取りまとめや 投票結果の集結等々大変でしょう。
誠にご苦労様です。 謝々 ‼

榊原金市

阿部博

（退職挨拶状を頂いた曽田さんへかけました）たった一本の電話がきっかけで・・・
ちょっと覗かせていただこうと、参加させていただきましたが、野本さん、曽
田さんをはじめ、顔見知りの方々があんなにおられるとは驚きました。縁とはそ
んなものなのでしょうか？ 楽しませていただきました。
ユーモアが得意ではなかった私が、昨日今日、まだまだですが、フレーズが
幾つか浮かんできましたので、
今度参加させていただくときに披露させていただ
きます。今後も、よろしくお願いいたします。
「ジョークサロン」創立 30 周年記念（電子本）出版
乞う ご期待！
7 月 28 日: 全 14 点一挙 刊 行 30 周年記念パーティーで廉価で頒布予定
・伝笑鳩 10 巻
（1 号から最新号まで）
・今月の一笑全作品
・どこのどどいつ変化球
など

芝崎満夫

30 周年･･･まさに「継続は力なり」
を実践している感じですごいですね。

今後も一層『笑いのひととき』の場を継続していくことを祈念しています。
予定どおり、8/3 は参加いたします。何か手伝うことあれば言って下さい。
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若狹芳生＠鎌倉

■「にすい偏」で冷たくなる創作漢字

①おやじギャグ （おー寒っ） ②冷やし中華 ③アイスクリーム ④フィギュアスケート ⑤冷水。おヒヤ。

⑥冷や汗

⑦冷酒

東京・稲葉浅治

⑧オホーツク海

川柳「選ぶ」

⑨冷夏

⑩冷笑

選ばれる頃はニコニコ議員さん

どうしよう十八才の選挙権
選ぶ人選ばれる人食い違い

消去法選ぶいい人見当らず
福島産迷わず選ぶ震災後

鎌倉極楽寺・浜田頓坊
甘辛都々逸ほのぼのランド〈122〉
《「逝きし世の面影」外国人の見た日本人たち》（渡辺京二）他
☆売れているらし 近ごろ急に 日本人論 懐かしい
☆外（国）人が 江戸・明治に 見た国日本 彼等もびっくり 高評価
☆初めて見た国 平和な活らし 笑顔・優しさ 大らかさ
☆江戸の永あい 平和な時代 戦無い世の 民の顔
☆さほど大きな 戦も無くて 貧しいながらも 良い時代

《輿論（ヨロン） 世論（セロン）の違いの意識》
☆世論より 輿論（ヨロン）なんだな 大事なことは 衆愚政治を 避けるため
☆空気ムードに 左右をされて 判断間違え ほぞを噛む
☆気になるは ラジオ・TV や 新聞雑誌 世論・輿論の 曖昧さ
☆最近は TV・新聞 雑誌の類い どれもこれもが 世論（セロン）調
☆意見（輿論）と 気分（世論）は ずれるが普通 そこの判断 こそが肝

長野・松原伸伍

人生・・・ほんわかほん和歌

本日は伝笑鳩をありがとうございました。
私の作句を沢山けいさいして戴きありがとうございました。お陰様でとても元気が出ました。
老人会笑顔であいづち打つけれど 解る会話はごくごくわずか
友達はやけの大食うらやまし 少し食べても我太鼓腹
プールでは熟女軽々泳いでる 婆も負けじと大股歩き
食堂ではしの代りにフォークかり それでも止まぬこぼすくせかな

東京・樋口七郎

80 日間世界一周（昭和 32 年アカデミー作品賞）

80 日間で世界一周が出来るかどうかを”カケ”をして２人が出発：途中で美女を助けたり、
鎌倉の大仏が出てきたり、浅草で着物姿の日本人・・・マレーネ・ディートリッヒがちょい
役で出演していたりで、実に楽しい映画でした。

新潟永林寺・佐藤憲雄

”伝笑鳩“七月・・・嬉しく拝しました。篤く御礼申し上げます。

旅は越後の魚沼根小屋 永林禅寺は味な寺

人も仏も石ころさえも みんな一つの道しるべ
-4-

平井幸雄

合字（ごうじ、英: Ligature・リガチャ）

合字とは、複数の文字を合成して一文字にしたもの。抱き字、連字ともいう。典型的な合字の 例
に「＆」 （日本語ではアンドマークと呼ばれるが、英語では ampersand【アンパサンド】です）
がある。他にも「æ」「Æ」「∬」などあるが、日本語でも「𪜈（トモ）」、「ヿ（コト）」、「ゟ
（よ り）」などの仮名合字（合略仮名）や「浬」（海里）、「粁」（千米、キロメートル）「麿」
（麻呂）、 「粂」（ 久米）、「杢」（ 木工）、「𡍄」（ 土居）などの漢字合字がある。
元号もパソコンフォントで、 ㍾、㍽、㍼、㍻、㋿ という合字がある。
都道府県の合字（元ネタは ARAMA さんの手書き a r a m a 文字 t y p o です）
都道府県名も合字にして、一文字であらわしてみました。ヒライ流に色気をつけお洒落にデザ イ
ン化、駄洒落を付記して、親しみやすくしてみました。手紙などの宛先に普及したら面白いが・・・

＊誌面の都合で残りの都府県は紹介できません。ホームページでご覧下さい。

曽田英夫
狂 歌 Ｎ Ｅ Ｗ 門
● ぱっと笑って 楽しく終わる
金曜日 ぼやき川柳 読まれたら
ぱっと笑って
ラジオでは 寄席の番組 聞いてみる
ぱっと笑って
居酒屋で ダジャレを飛ばし 又飛ばし ぱっと笑って
このサロン 一ヶ月間 成果出し
ぱっと笑って

● 深呼吸して 呼吸整え
退職し とたんに出たぞ ２千万
報告書 受け取らないと 偉い人
年金は １００年続く 言うけれど
２千万 なんとかしてよ 偉い人
● 頑張ってみる 精一杯に
退職後 家にいるが 慣れなくて
片付けも 二ヶ月経つが 終わらない
酒うまい 呑み過ぎている 減らしたい
仕事する 夢にうなされ 寝不足に
海郷達人

・若い学生
・若い社員
・若い女性

気になる会話

深呼吸して
深呼吸して
深呼吸して
深呼吸して

楽しく終わる
楽しく終わる
楽しく終わる
楽しく終わる

呼吸整え
呼吸整え
呼吸整え
呼吸整え

頑張ってみる
頑張ってみる
頑張ってみる
頑張ってみる

精一杯に
精一杯に
精一杯に
精一杯に

最近耳にした気になる会話をいくつか。

社会人になったらギャンブルはやめるぞ。
止められないさ。何ならかけてもいいぜ。
散髪に行ってきたと思われる部長に。
部長、アタマ、イカレタんですか。
左足の人差し指にマメできちゃった。
（足でひとを指さないでくれ。）
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小宮三千夫
俵万智｢サラダ記念日｣より 7
ブーゲンビリアのブラウスを着て会いにゆく花束のように抱かれてみたく
→サボテンのブラウスを着て会いにゆく少しでも触れられたくなく

肉じゃがの匂い満ちればこの部屋に誰かの帰りを待ちいるごとし
→肉じゃがの匂い満ちればあとは食べてひとり寝るだけ
ひかれあうことと結ばれあうことは違う二人に降る天気あめ
→ひかれあうことと結ばれあうことは同じ石田純一
「スペインに行こうよ」風の坂道を駆けながら言う行こうと思う
→「スペインに行こうよ」風の坂道を駆けながら言うその前にお金返して
潮風に君のにおいがふいに舞う 抱き寄せられて貝殻になる
→潮風に君のにおいがふいに舞う ランチの餃子で貝殻になる
野本浩一 お写落日記 【秋葉原昔は電気にしびれたが 今アイドルにしびれたガール】
４月遭遇の社会学者・法政大学教授稲増龍夫氏繋がりで
久し振りに会ったのは会社後輩のアイドリアン・ナッキ
ーこと尾形昌勝君。三人で出向いた秋葉原でアイドルグ
ループ・さくらシンデレラのメンバー3 人と、集合写メ
券を購入して尾形君のカメラにしっかり収まりました。
ニッコリ、ニンマリ。
音楽ガンガン、熱唱キュンキュン、掛声ドンドンの世
界を初体験。AKB48 の前にもいろんなグループがあった
し、後からもいろんなグループが続くけど、女の子たち
は一所懸命にチャレンジしている。何にチャレンジしているかはそれぞれだけど、何かにチャレン
ジしている姿をみれば応援したくなる気持になるもの。それが結論。
秋葉原さすが電気の秋葉原

昔直流今は交流

秋葉原ときどきボクも行くけれど ゲームショップとボランティアなり
アイドルの名前も顔も分からずに 写メ券買って「はい、ポーズ」だよ
佐藤忠恕

○ 同音異義川柳 no.22
◎ たまらないから
大好きが 堪らないから 求婚し
愛情が 溜まらないから 失恋し
◎ こんきがすぎて
いつのまに 婚期が過ぎて はや初老
木彫に 根気が過ぎて 過労気味
◎ しきりにないて
うぐいすが 頻りに鳴いて 飛んで行く
親分の 仕切りに泣いて 妥協した

◎ けんとうしたが
チャレンジを 検討したが 矢張り無理
チャレンジで 拳闘したが 矢張り負け
◎ あんざんだけは
うちの子は 暗算だけは 自慢する
うちの子は 安産だけは 自慢する
◎ そうさかんだぜ
あの人は 捜査官だぜ 何時も来る
あの人は そう、左官だぜ 何時も来る
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桑原 妙子

妙子のワンダフルワールド 「一筆書き」

一筆書き (ひ とふでがき)と は、広い意味では「筆
記具を平面から一度 も離さず線図形を描く」ことで
す。狭い意味では、これに加えて「同 じ線を三度な
ぞらない(点で交差するのはかまわない)」 という条
件が加わ ります。筆記体の「 d 」は、前者の意味
では一筆書きですが、後者の意味では一筆書きではあ りません。
問題 :一筆書 きで書いてみましょう。
（回答は右）

米岡泰 「南亭琴内氏のギミックス」

◆トイレ・メンテの革命的発明「こぼれ防止シール」

南亭琴内氏は悔しがって居ます。長年暖めていたアイデアを先取りされてしまつたからで す。一昨年
に関西空港が考案し、大阪の印刷会社が商品化。トイレの汚れに悩む公共施設などに大受けしたとあり
ます。・・・ ものは何か? そうです。男性用トイレに張るターゲット・シール。いわゆるおしつこ
する時の的 (マト )なんですね。これは女性の方にはあまり分らない心理ですね。
◇最近見つけたアメリカの笑い話◇
神様が世界をお創りになった時、最後に人間アダムとイブを創ったのは誰でも知っているが、 部品
が二個余ったのは知られていない。神はその一つを示して、「これは立ったままおしつこが出来る便利
な部品じゃ。どちらに授けようぞ」 アダムが、「神よ！ それは男にふさわしい。是非私に下さい」
とねだったので、アダムに授けた。彼は有頂天になり草木や虫を狙ったり、砂に名前を書いたり大喜
び。神とイブは果れて見ていたが、「さあイブ！ そなたにも残りの部品を授けよう」
「神よ！それは何ですか？」・・・・「頭脳じゃよ」
男性はどうしてもターゲットがあるとアダムのように狙うのです。シールは直径三センチ位で便器の
排水回の上部 15 センチの所に貼ります。これによって、効果抜群！ !空港も病院も男性用トイレの汚
れが激減したそうです。メーカーの工夫で、的形にしたり、当たると温度で赤くなったりして、変化す
るものが、効果が高いそうです。
最後に大阪市内の料亭に貼ってあった素晴らしい川柳をご紹介します。
「水鉄砲 西に東に 散らすなよ 南(みなみ )る人が 北(きた)ながる」
香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳 「紫陽花が招く門前梅雨の入り」

新元号見る度テンパる戦中派
色褪めぬくちびる残し夜風去る
自動やめ手動でバックハマ電車
身勝手な人に泣かされ今不死身
残り香よ塞いでおくれ恋の傷
生き切ってセンテナリアンガッツです
優先席今やゲーマー指定席
縁切れず成り行き任せ恋の果て
失恋の涙に溺れ海に出る
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揚げ足取るのは 大好き総理 取られないよう 消す記録
忖度不足の 報告書なら 受け取りヤ～メタと 麻生節
イージス・アショアの 基地最適と 改ざん説明 ばれてチョン
イラン・アメリカ ガチンコ中に 総理出掛けて 油に火
事件あれから 30 年に 以来すっかり 天不安門
逃亡犯とは 無体と対峙 香港市民の デモパワー
大阪サミット 首脳が寄って どうするプラゴミ 核のゴミ
人生百年 年金不安 長生きするのも 金次第
「百年安心」 鵜呑みに信じ もしも詐欺なら 百年目
8050 親子の課題 ストレス抱えて 引きこもり
メダルどころか チケット取りに 五輪騒ぎの 前哨戦
アクセル・ブレーキ 踏み間違えも 免許返納 踏み切れず
免許返納 断車離決意 事故で嫌気の 高齢者
門口泰宣
阿呆リズム＆パロディ
１）低視聴率でヒットしない NHK の無打点
２）不届き２千万
麻生大臣
３）清宮選手はハムスターになれるか
４）初任給千万はひとにぎりの人 いくら寿司
５）♪訪朝一本さらしに巻いて♪も
相手にされぬ無条件会談
６）籠球の籠のトリから羽ばたいた八村選手
８）大阪は十重二十重 G２０の厳重警戒
９）イランお節介をして結果なし 安倍晋三
大鳥羽裕太郎
＜幸 裕 (=交友) 録＞ ＜頓珍漢な会話＞.
「 ＜スイカ＞等で電車に乗る時のＩＣ運賃は普通運賃より高いこともあるで！」
(幸)
(裕)
(幸)
(裕)

最近は誰でも＜スイカ＞や＜パスモ＞を持ってはるわな？
そうだす。切符買わんでも改札口をスイスイ通れてストレスたまらんしな
そやな。そやけど、ＩＣ運賃は普通運賃より高いこともあるて知ってるか？
えーほんま？そやけど山手線の中なんか 140 円区間は 133 円。
160.円区間は、154 円。170 円区間は 165 円で、皆なＩＣ運賃が安いで。
(幸) 実際は会社によるし、線区にもよるみたい。
(裕) フーン。我が愛する＜京急＞はどうでんねん。
(幸)＜京急＞はＩＣ運賃が普通運賃と同じか安いかで、ＩＣ運賃が高いケースはないで。
一方ＪＲ東日本は幹線や地方交通線でＩＣ運賃が高いケースがみられるで。 理屈分かったか？
(裕)＜IC＝Ｉsee.＞ようわかりましたわ。
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吉永こ百合（尾垣聡子）

はめ字「のぼりはた、かたつむり」

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 さけ、酒、サケ コラボ
（ 酒 は 涙か、溜息か？ 駄洒落・冗句 の 捨て所 編 ）

上を向ういて ア～ルコオオル

一生ビン

（酒も涙もこぼれないように）

（一生 ビンのまま、 退屈なり）

サケに飲まれる
（これはさけたい！）
柴本和夫

言葉の研究

○○を踏まえまして・・・・整いました！

①かぜ薬の CM・・・くしゃみ 3 回、ルル 3 錠を踏まえて、
城の見学の適量 1 日 3 城 女性の適量 1 日 3 嬢 冗談の適量 1 日 3 冗
②松坂慶子の歌の「愛の水中花」を踏まえて （あれも愛、これも愛、きっと愛）
警視庁の広報の「詐欺の集中化」の歌。 あれも詐欺、これも詐欺、きっと詐欺
③ラーメン・ツケメン・ボクイケメンを踏まえて
安倍首相のキャッチフレーズ・・・・偽造・捏造・ボク晋三
④ドリフターズの 8 時だよ！～「全員集合」を踏まえて
宴会で、飲み過ぎだよ！～全員酒豪
集団左遷で、全員の首が飛んだよ！～全員首 GO（首が飛ぶ）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇思いついた駄洒落◇
池のあたりでばったりの偶然の出合い・・・・池あたりばったり
詐欺グループ推奨の菓子の名前・・・ごまかし・だまかし・ひやかし
野球の 8 回・9 回が面白い・・・野球はやっぱり、８（や）９（きゅう）が面白い
八村塁、「塁」が出塁です・・・・「出塁」しても野球ではありません。バスケです。
駄洒落、ジョークで半年暮らす。あとの半年（駄洒落の内容を）練って暮らす。
あとの半年も、おおいに笑おう～ジョークサロンで
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★2019 年 6 月 26 日例会参加者 太字は初参加

19 名参加

門口泰宣、阿部博、平井幸雄、大鳥羽裕太郎、野本浩一、高木正明、榊原金市、曽田英夫、
小島裕子、佐藤忠恕、森昤二、小宮三千夫、尾垣聡子、海郷達人、桑原妙子、柴本和夫、
佐藤重剛、米岡泰、橋本康平
＊榊原金市・小島裕子さんお二人の来会のきっかけは本文 P3 にて笑介致しました。
本当に偶然・・・ちょっとした一言、一行動で来て頂きました。感謝、感謝です。

今後の予定：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）
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。
参加連絡は現在も受付中です。同人、旧人、新人・・・みんなで楽しみましょう。
8 月 28 日（水） 千代田スポーツセンター ７階第 2 集会室
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 6 月 5 日～7 月 10 日
切手：飯塚広子、藤倉由紀子、藤野有樹
カンパ：森昤二、野田文雄、藤野有樹、浜田頓坊

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.358 発行 2019.724
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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