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＊＊２０１９年１１月 No.３６１ ＊＊＊＊＊ 

            
＊＊令和元年ジョークも新規 心機一転笑稼働 ＊＊  

 令和元年の秋は地球温暖化の影響による気候変動を
まざまざと考える秋となりました。日本列島に甚大な被
害を及ぼした台風 15 号、さらに 19 号による被災地区
の皆様が一日も早く元気を取り戻すように、そして復旧
がすすむように祈るばかりです。 
 そんな思いを抱えつつ、体の中に明日へのエネルギーを感じて進みましょう。笑いましょう。 
  
東京・三浦邦夫 伝笑鳩のおかげで楽しくすごさせて頂きありがとうございます。 
来年もよろしくお願い申し上げます。 

 

千葉・石井志津夫   この１年大過なく・・・生活を送ることができました。 
家族はじめ、皆様のお陰と感謝でいっぱいです。これからの人生も、PSK（ピンとして、シャン

として、コレカラを楽しく）で過ごすことができればと思っております。 
過ごしやすくなって参りました。ご自愛専一にご活躍下さい。 

 

熊本・松野信夫  毎月、伝笑鳩を有難うございます。最近はものは付けを楽しんでいます。 

今日は、関電のあまりの酷さに怒り心頭となり、駄洒落思いつきました。 

     ◆最近巷で流行るもの      何たらペイ              

◆関電付近で流行るもの     インペイ 

     ～～～他所の電力会社にも飛び火か  イヤー感電しました      

 

福島・松山カオリ  女性メンバーも秀れた才能の方々が増えてうれしいことですね。 

若い方とご一緒させて頂ければ勉強になると思いますのに参加ができなくて残念です。 

伝笑鳩誌面も益々充実して・・・実力あるメンバーが揃っていらっしゃるので何よりも 

力強いと思われます。東北のはぐれ鳩も元気を出して前向きに進みたいと願っております。 

 

東京・高栄子     「1964年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」市川崑監督をみてきました。 

全通しははじめてです。マラソン金メダルアベベ・ビキラ選手はその四年前ローマオリンピ

ックで金メダルを取り、東京では二度目の金メダルです。来年、私は東京都大田区のオリンピ

ックボランティアなので参考にみに行ったのですがずいぶん参考になりました。 

 

神奈川・藤倉由紀子 郵送のお手伝いも、例会も出席出来ず、感謝すると共に心苦しく思っております。 

お礼とお詫びを兼ねて、わずかですが切手代値上げにお使い頂けますように切手を送らせて頂きます。 

お役に立てればと願っています。      （変集鳥：ありがとうございます。助かります） 

新潟永林寺・佐藤憲雄 冠省  御寛恕下さい。 何時も御報愛を賜り御厚礼申し上げます 

伝笑鳩360号 御恵投の栄を篤く御礼申し上げます      不一  合掌 

 

秋の夜 名月見上げ 熱燗を 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 

 
コミックどどいつ瓦版 

被害報道 ほったらかして  

メディアも踊った 組閣ショー  

日韓こじれて 水差す政治  

悲鳴上げてる 観光地 
講義聴くより 抗議のデモへ  

香港学生 炎上中   

      埼玉・高木正明 
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 しば選  ものは付け  第 225回の題 
 

 「大丈夫と思うものは」  （出題：バカ殿の志村けん）   
 

脳みそなんか、少しぐらい無くなくても大丈夫だ！ 

           神奈川 藤倉 由紀子  

   【評】ものは付けへの投稿で毎月脳を刺激しているから大丈夫    

 

金笑   日本では愛知県・愛媛県、世界ではアイルランド・イタリア・インド       東 京 三浦 邦夫 

        （瀬戸の花嫁：アルファベットの Iと漢字の愛があるから大丈夫なの♪） 

銀笑   彼が休んだ？じゃあ俺がその仕事を代わるから （代 JOBだから代 JOB）    埼 玉 佐藤 重剛 

銅笑  ジョークサロンの将来 （メンバー全員が団結して支えるから大丈夫） 埼 玉 小島 裕子 

 

小笑 

  笑国日本は永遠に不滅 （笑国は、ジョークサロンが支えるから大丈夫） 神奈川 志賀 明 

  伝笑鳩が飛んできて心が癒される （伝笑鳩で今日も安心・大丈夫だ）  千 葉 吉永 こ百合 

赤い糸の絆と親子の縁    （夫婦関係も親子関係も大丈夫）     東 京 稲葉 浅治 

大丈夫と思うことは、大丈夫と思う（友人の三好武氏の投稿）      高 知 高橋 満子 

賞味期限切れに無関心おやじ（期限のデジタルより、臭いのアナログ）  埼 玉 高木 正明 

青カビの餅 （餅のトッピングと思えば美味いもの、オツな味）     千 葉 岡部 千代松 

増税前に購入した1年分のトレペ（公衆トイレ利用も対策です）     熊 本 松野 信夫 

糟糠の妻との仲（笑味期限が切れても、笑費期限はまだあるから大丈夫） 埼 玉 北沢 正嗣 

妻への愛 妻からの愛は？（妻からの愛を感じて返す妻への愛）     神奈川 大鳥羽 裕太郎 

   奴が婚約者として連れて来た彼女～前回と違うぜ。大丈夫なの？     埼 玉 佐藤 重剛 

  空中降下の鬼蜘蛛 尻の糸一本で （一本筋が入っているから大丈夫）  埼 玉 石原 義三 

少しの傷や、規格外の野菜や果物 （食糧難の時代に比べたら贅沢品）  東 京 藤野 哲康 

今日の健康は大丈夫。明日は不明。（神様明日も健康をお願いします）  福 島 松山 カオリ 

居酒屋はなの舞の割り勘 （ジョークサロンの2次会は酒豪ぞろい）   東 京 野本 浩一 

 重複・類似の作品 

老後 2千万円 

  老後資金２千万円（稲葉浅治） 2千万円なくても大丈夫だ。その前に旅立つ予定（藤倉由紀子） 

2千万円のない老後でもなんとかなるさ・足りなくても大丈夫（高木正明・大鳥羽裕太郎・吉永こ百合） 

関西電力は大丈夫なの？ 

 関電のガバナンス・コンプラインス（大鳥羽裕太郎）大金をも経ってもバレないと決めた関電役員（松野信夫） 

  

第 226回の題 「じゃまをしないでと思うものは」  

 （出題：ピンクレデイ：ペッパー警部）  

 

 今回の締切は、11月5日です。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 

秀逸笑 

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 〈125〉 

 

《大宅壮一 日本初の雑誌図書館 パトロネージ設立》 

☆ 瑞泉寺（鎌倉）大宅壮一墓石の傍に 名刺受けあり ご挨拶           

☆ かつて奥様 礼状ハガキ ゴルフ場では 映子さん 

☆ 日本初 雑誌図書館 存在支援 大宅壮一 その文庫 

☆ タレントの スカルノ・デビさん 代表に就き 呼びかけその声 よく響く 

 

 《生誕100年藤本能道（よしみち） 生命描いた陶芸家》  藤本能道：元・東京芸大学長 

☆ 菊池寛美・智（とも）美術館の 親子三代 結実展 （ホテル・オークラの隣） 

☆ 藤本能道 生命描き 生誕100年 陶芸家 

☆ 菊池「寛土里（かんどり）」 優れた作家 励まし育てる 「智（とも）」と「節（せつ）」 

☆ 先代が 若い陶芸 作家を選び 青磁研究 台湾へ 

 

《難しいけど 現に有った厳しい話を5章》 

☆ 未必の故意はいけない 密室の恋 となると如何か やゝこしい        

☆ 処刑寸前 薬を呑んで 医師は助けた あと死刑 

☆ アメリカで 心臓手術し 翌月やはり 死刑執行 されたとか 

☆ ある判事 人が他人を 裁くの止めて 魚捌いて 板前に 

☆ 温暖化 小女のあの声 世界に響け 人を動かす バイタリティ 

  

東京・稲葉浅治        川柳  「腹」 

抱きついた胸より先に腹がきた    バイキング今日も別腹元気よく 

顔と腹笑いと怒り難しい       言い訳を聞けば聞く程腹が立つ 

 

若狹芳生＠鎌倉  ■残暑見舞いまがいの創作漢字 

 

① ゆかた  ②夏至    ③半夏生  ④ヨット ⑤ハーフタイムデー（365日の折返し日） 

 

 

香野好勇（こうの好太）   好太川柳     フォト川柳 「岩騒ぐ大台風の風猛威」 

 

不気味気に覗く鏡の俺の面       

残り香を残し忽然消えた恋 

増税だキャッスレスだと攻め立てる 

約束を守る地球に星キララ        

新涼にカンナ綻び空青く 

彼岸花咲いて手招く祖先達      

潮風に抱かれ黒髪揺れている 

八十路越え増えた知り合い医者ばかり  

供白髪パズル数独睦まじく 
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高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.340 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》  

進次郎から セクシー談話 中味空っぽ 迷セリフ  
台風一過で 鉄塔倒れ 大規模停電 起きた千葉  
甘い復旧 東電後手に 原発事故並み 想定外  
千葉の他にも 被害は多発 伊豆の島々 神奈川県     
ブルーシートで 停電続き ブルーになってる 千葉県民  
水際作戦 遅れが祟り 入れてしまった 豚コレラ  
一国二制度 不信が募り デモが暴走 香港島  
酸素供給 地球の肺の アマゾン地域が 灰の危機  
待ってられない温暖化には 黙ってられないグレタ嬢（16歳）  
愛児の名前に「愛」の字付けて 虐待していた 鬼の親  
踏切事故には 線路を高架 費用も高価で ままならず  

 

門口泰宣          阿呆リズム＆パロディ 
１）自分らも ゴーン語道断 不正受領 
２）世界ラグビー観戦にはラガービールを 
３）新婚の 大臣にして セクシー発言 
４）停電で県民の目がチバしってる 
５）ぼくゎ 運転しない時が一番幸せだ  若大将          
６）イグノーベル賞に思わず生唾をのんだ    渡部教授 
７）モロコシの 国からコーン 爆買いへ 

 

森昤二  森先生 の 『駄洒落節だよ 人生は！』 
天才笑刻家    岩崎 祐司 と 
   転載乞免呈汰  森  昤二  の  妖怪コラボ （ パロディー 妖怪 編 ） 
 

 

 

 

 

 

 
ねずにおこと                牛のコックまいり      高熱妖怪 おカンが走る     
（水木先生、24時間弾いてます）    （丑三つ時の楽しみだ）  （体温計振切れ中！） 

 

 

 

 

 
転車草魚                 冥土喫茶モエ              信じる者はスクワット 
（倒産懸念企業お助け急行中）     （秋葉原でお待ちしていま～す）          （信じなければスクワレン） 
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阿部博       れいわ 川柳 ア・ラ・カルト 

  

野分あとブルーシートの波悲し 

金髪のトウモロコシへ票を盛る 

セクシーはおもてなしだけにしておけ 

 暗黒やアマゾンに火事千百八つ （暗黒や関東平野に火事一つ 金子兜太） 

ドラクエの妖怪魔物踊るヒト 

消費税あおり運転の如くに 

異国人昭和の暮らし訪ね来る 

 天空の参道のはてレンゲショウマ 

 

曽田英夫                 狂 歌 Ｎ Ｅ Ｗ 門 
● 笑って過ごす 元気わき出る 
川柳の 傑作できた 面白い 笑って過ごす 元気わき出る 
落語聞き 漫才も聞き 漫談も 笑って過ごす 元気わき出る 
一合も 笑い上戸にゃ すぐに効く 笑って過ごす 元気わき出る  

● 備え完璧 どんと構えて 
あおられた ナンバー控え 動画撮り 備え完璧 どんと構えて    
リックには 水だけ入れて １０日分 備え完璧 どんと構えて     
地震には 手回しラジオ 筋力を 備え完璧 どんと構えて 
テレビ見て ブルーシートを まとめ買い 備え完璧 どんと構えて   

● 頑張る力 成果伴い  
ロシアには 地力発揮し 一勝だ 頑張る力 成果伴い   
渋野プロ 大逆転で 一億へ 頑張る力 成果伴い         
横綱が いない場所で 御嶽海 頑張る力 成果伴い    
大阪で 大坂なおみ 優勝し 頑張る力 成果伴い 

 

大鳥羽裕太郎         ＜幸 裕 (=交友) 録＞ ＜頓珍漢な会話＞.  

 

★「シブコ(渋野日向子(ひなこ)選手)」デサントレデイース東海クラシックゴルフ大会で優勝！ 

(裕)お父ちゃん、わてらの先見の明はとどまるところを知らんなー。 

(幸)ほんまや。ノーボギーの8バーディーで64、8打差を逆転しての優勝やもんな。 

(裕)わてかてハーフやったら64出せるねんけどなー。 

(幸)あほか！でも16番のチップインバーディは見事やったなー。 

(裕)シブコはゴルフの神様も微笑ませる「何か」を持ってるとしか思われへんわ。 

(幸)そやな。既にシンデレラやさかい、賞金女王かて夢やあらへんで。 

 

★「京急快特、神奈川新町・仲木戸間で踏切事故！」 

 (裕)感心したのはＪＲ東日本の対応や。磯子から乗った電車の車掌は「京急からの振替乗車で混雑し

ていることを詫びた後、到着前に＜東神奈川＞は京急線仲木戸駅の最寄り駅です。以降＜新子安＞

は京急線京急新子安駅の最寄り駅です。お漬物がお安いです!?」など知らない乗客への案内に努め

てた。おまけに6日(金)の夕方のラッシュ時の帰り、京浜東北線蒲田止まりの南行電車を桜木町や 

磯子まで延長運転しはってんで。   

(幸)鉄道会社どおしの助け合いかわからへんけどええ話やな。  

(裕)はいな。前に京浜東北線のことで＜JR東日本＞を悪くゆうてもうて御免な。 

 ＜JR東日本＞も好きやでー。 
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佐藤忠恕 （きょうか あしたか）なんでも狂歌 no.1 ◎ ラグビーワールドカップ2019に寄せて 

● ワールドカップ    ラグビーの ワールドカップ 開催だ ルール知らぬが ビールは旨い 

 いよいよ開幕   アジアでは 初めて開催 ワールドカップ 場所は変われど ビールは旨い 

顔つきは 日本人とは 見えないが 国籍あれば 万事オーケー 

● ラグビーとビール  ラガーとは ラグビーマンかと 思いきや 試合見ながら 飲む酒ビール 

ノックオン ノーサイドとは 何のこと 分からずに呑む ビールも旨い 

試合前 試合中でも 試合後も 飲む酒旨し ラグビー観れば 

● いよいよラグビー  アマチュアの ラグビー、稼ぎは 少ないが 熱烈ファンは 世界に多い 

    観戦         ラグビーは 格闘技だと 思っていたが 知能も高い 紳士のスポーツ 

日本が びっくりするよな 記録出す ハットトリック ハットさせられ 

                連日の テレビ観戦 ラグビーで ラグビーロスを 今から懸念 

                究極の アマチュアスポーツ ラグビーも 金は絡むし 反則もする 

● 最後にお定まりのこの一首    勝てば飲み 負ければ呷る 自棄酒だ それにつけても 金の欲しさよ 

 

 佐藤重剛   47都道府県の民謡から 貝殻節（鳥取県）唄います  (吉永小百合～夢千代日記) 

  

「日本全国４７都道府県・・・民謡が沢山あります。 

  私、知らない民謡以外、全部知ってます！」 

 「歌が上手なんです。一番上手なんです。・・・ 

  我が家では！」 

 「では、貝殻節（鳥取県）歌います！」 

  

 ♪ 何の因果で 貝殻こぎなろた 

     （カワイヤノー カワイヤノー） 

    色は黒うなる 身はやせる 

     （ヤサホーエーヤ ホーエヤエーエ） 

      ヨイヤサノサッサ 

      ヤンサノエー ヨイヤノサッサ） 

 

こじままじこ (小島裕子)   マジックルクル回文：「柿・かき」「地名-その2」 

 

秋と言えば、私の場合まずは食欲の秋。そんなわけで今回のお題は「柿」、そして「地名-その2」。 

「柿・かき」 
かきあああきか       （柿、ああ秋か） 
かきとるときか       （柿、採る時か） 
かきのあるあのきか     （柿のあるあの木か？） 
かきついにききにいつきか   (柿、ついに聞きに、いつ帰化？)     

  
「地名-その2」 
たばたばばばたばた       （田端、婆バタバタ） 
かしわによんだんよにわしか   （柏に呼んだんよ。庭師か？） 

おおくぼでうたうたうでぼくおお  (大久保で歌うたうで僕、お～お) 
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吉永こ百合（尾垣聡子）    はめ字「鈴虫に、秋の風」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮三千夫       あいだみつお｢にんげんだもの｣より-2 

 

   

 

 

 

 

 

 

柴本和夫    言葉の研究     ★ 最近の世相 

①韓国の文大統領の反日 

・文大統領の反日演説は月曜日が多い・・・・ブラック・ムンデイと呼ばれる 

・文大統領を礼拝する島が北海道にある・・・レイムン（礼文）島という島 

・韓国の（醜聞が）たまねぎ男の自宅の場合・・・文大統領の留守に、突然家宅捜査される  

・日本の（髪型が）たまねぎ女の部屋の場合・・・徹子の部屋として、誰もが招待されたいと願う 

②安倍首相の内閣改造の名称は、「挑戦」内閣。その実態は反「朝鮮」内閣 

③千葉県の台風被害 

 ・アントニオ猪木の励まし言葉・・・・元気ですか！ 住民を勇気づけの言葉 

 ・停電復旧のメドを質問されて・・・・電気ですか？ 明確に回答できない東電 

④各種のだましの電話 

 結婚詐欺・・・愛し TEL  振込詐欺・・・騙し TEL  新興宗教の勧誘・・・信じ TEL  
 

★利尻島・礼文島の旅行から 
・北海道の尻がつく島・・利尻島・奥尻島・焼尻島 （尻とは、アイヌ語で「山」） 

⇒ 富士山が北海道にあったら、「美尻」。 （セクハラではありません） 
・礼文島の幻の珍名のコンビニ・・・・レブン・イレブン （でも誰も発見できず） 

 ・北海道の飛び出し注意の想定対象とは・・・徘徊老人でなく、野生動物 

ときには 

他人がきめるときもある 

 みちお 

 

言葉遣いは丁寧に 

にんげんだもの  

みちお 

 でもやりましょう 

にんげんだもの

みちお 

そのうち そのうち  

べんかいしながら 

年も暮れ      

みちお 
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桑原妙子   妙子のワンダフルワールド シルエット名前あてクイズ く恐竜 > 

 

夏は恐竜博やマンモス展がありました。学問的に認められている恐竜の種類は 400種ですが専門

家によると6000種類はいたとされています。 どんな風に生きていたか想像するのは楽しいですね。 

 さあ、①から⑥の恐竜の名前・・・分かりますか？     （解答はページ下段にあります） 

プテラノドン  

トリケラトプス  

ブラキオサウルス  

ステゴサウルス  

ティラノサウルス  

パラサウロロフス 

 

     

 

 

平井幸雄            変体仮名は変態かな？（へんたいかな）  

いま使用されている平仮名・片仮名は、明治 33 年の小学校令施行
規則で採用されたものです。 それ以前には、現在のように一音一字
ではなく、一音についていくつもの字体がありました。字体が異なる
理由は、字母（字源）の違いやくずし方の違いです。例えば、「安」
を字母とする「あ」 という平仮名と共に、「阿」を字母とする平仮名

もよく使われていました。ご参考までに 「変体仮名一覧表（あ
いうえお順）」を添付しました。その時制定されたひらがな、カタカ
ナ以外は、変体かな、仮名変体、かな異体字等とも呼ばれました。 い
までも、看板などに使われています。下記のような蕎麦屋の看板が代
表格です。「生楚者」で 「きそば」、「志留古」で「しるこ」、「宇
奈幾」の「うなぎ」 、「天婦羅」が「てんぷら」、「御手茂当」「お
てもと」など  

   変態？ いや、「変

体」です。もともとはこんな名前じゃなかったが、ひら

がな が今の形に統一され、駆逐された可哀想な「字形」

たちに送られた名前なのです。 平安の昔から草書ととも

に混ぜ書きされてきました。そして、変体仮名は草書を

さら に書き崩して生まれたのです。だから、漢字を崩し

て生まれたひらがなは、実はこの 「変体仮名」のことで

す。現代の形に統一されるのは、明治になってからなの

で、現 代の仮名は比較的新しいのです。この変体仮名こ

そが「本来の仮名」なんです。  

 

 解答：ステゴ サウルス′ 9m ②ブラキオサウルス 草食 23m ③テイラノサウルス 肉食 13m  

④トリケラトプス   草食 9m ⑤バラサウロロフス 革食 10m ⑥プテラノドン  プテラノドンは恐竜ではない。よく竜7m 
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芝崎満夫 笑いの笑解(紹介)   古代中国編（その２）：笑わぬ妃の一笑（傾国の美女） 

・周王朝の最後の王：暴君：幽王の話から）（ＢＣ771頃の話） 
  幽王は妃で絶世の美女である褒娰を寵愛していた。褒娰は笑ったことがな
く、幽王は何とかして 笑わせようとするが、それでも笑わない。ところがある
時手違いで狼煙が上がる。・・・褒娰が初めて笑った。・・・喜んだ幽王はその
のちたびたび狼煙を上げて、何もないのに諸侯たちを集め、褒娰を笑わせた。・・・
次第に諸侯たちは狼煙の合図を信用しなくなった。その上、当時の皇后であった
申氏及び太子を廃し、褒娰を皇后にして、その子伯服を太子にした。怒った申氏
の父の申候は異民族:犬戎の軍勢と連合して反乱を起こし、幽王はあわてて、狼煙
を上げたが、諸侯達は集まらず、結果反乱軍は幽王・伯服を殺害し、褒娰を捕え、（犬戎に連れ去られた）そ
して、周の財宝をことごとく略奪して去った。この乱で西周は滅びた。 

笑いのポイント（笑点） 

ケ：桀（ケ）紂の暴君が夏王朝、殷王朝の最後の王でいたけれども、 
イ：以（イ）前の暴君の出来事を還りみず、 
コ：こ（コ）のことを周の創始者（武王）どう思うであろうか（武王は殷/紂王を倒して周王朝を建国した） 
ク：国（ク）が桀紂と同様に傾国の美女の一笑によって滅びることになる。 

    美女の一笑の為に、暴君：幽王は早く一生を終えることになった。過去の悪しき前例（2例もある

のに）で警告しているにもかかわらず、傾国に陥った。2度あることは3度あると、まさにそのよ

うに連続して3王朝で起こった及び君主は美女に弱い事がわかったことが面白い。 

 

榊原金市  高齢者の運転事故多発  [ブルーコメッツ：レコード大賞 『ブルー・シャトウ』] 

友人   「最近、高齢者の運転ミス事故が多いね」 
高齢者  「そうだね、私も先日、ブレーキとアクセルを踏み間違えて 

車道から歩道に乗り上げそうになったよ」 
  友人   「危なかったね」 
高齢者  「それ以来、車道を運転すると、歩道に乗り上げて、 

補導されるのではと、ブルー（憂鬱）なんだ」 
友人   「正に、『ブルー・ブルー・ブルー・ブルー・ブルー～・シャドウ～（車道）』だね」 

  

野本浩一  お写落日記   【海舟の資料たくさん回収し 晴れて開けし記念館かな】 

 

大田区南千束に「区立勝海舟記念館」が開館した。

最寄り駅の池上線・洗足池駅に初めて下車して覗い

たのは 20日。65才以上は入館料 2割引で 240円。

海舟の名言を聞いたり、資料をじっくり見たり、咸

臨丸の航海再現映像を見たりで、たっぷり堪能。握

手から始まりツーショット、最後は墓参りまで。 

海舟が大好きという半藤一利さんのビデオ解説も

有難く拝聴。半藤さんの解説の反動で、海舟好きの

小生のこれからを改修できるか。ともかく何かしよ

う、何とかしよう。出来なきゃ「喝！」だ。 

 

数多いる維新傑物その中で 何と言おうとワレは海舟 

海舟に貴重な出会い数ありて 改宗もせずオノレも曲げず 

海舟に出会った龍馬喝浴びて すぐに改宗日本改修   

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1567590156/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9iYWlrZS5iYWlkdS5jb20vaXRlbS8lRTclODMlQkQlRTclODElQUIlRTYlODglOEYlRTglQUYlQjglRTQlQkUlQUYvMzQ4MzY-/RS=%5eADBOhLzFjLN6WvbafQf9lEQRSz1jcw-;_ylt=A2RCL5WLNW5dUh8AJR8dOfx7
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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9月17日～10月14日 

切手： 石井志津夫、三浦邦夫 

カンパ： 森昤二、浜田頓坊、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、84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9月25日例会参加者 太字は初参加  18名参加   

曽田英夫、高木正明、佐藤忠恕、榊原金市、阿部博、野本浩一、芝崎満夫、桑原妙子、東省三 

平井幸雄、尾垣聡子、小島裕子、小宮三千夫、大鳥羽裕太郎、森昤二、佐藤重剛、柴本和夫、 

橋本康平    

 

 

 

                                                    

伝笑鳩 No.361発行 2019.10.23             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・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 

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） 

11月27日（水）     千代田スポーツセンター  ７階第2集会室 

12月18日（水）     千代田スポーツセンター 予定 12月は例年通り一週早く忘年例会です 

2020年1月4日（土）   新年会  ＊神田駅周辺で実施予定です 

2020年1月22日（水）  新年初例会 

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  

ものは付け  

秀逸笑のこ百合さんへ

笑品（図書カード）進呈  

二次会写真 

  全員酒豪！ 

  全員集合！    

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

