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伝笑鳩

今月の一笑
■どこの・ど・どいつ返歌球
■人妻不倫 チン黙はキン
俺は恋済み シンジロー！
■恋済みだから 俺をシンジロー
うたぐりすてる クリステル
埼玉・佐藤俊一

＊＊子年にも笑い溢れる伝笑鳩 飛び立ち始め３０年余＊＊
2 月 16 日（日）読売新聞ｐ19 にジョークサロンの面々の
笑顔が溢れました。メールで繋がっている皆様には一足お
先に見て頂きました。いい写真だと評判です…よ。
全国紙に笑顔が掲載されることは滅多にありません･･･取材に来て頂きましたよみうり生活応援隊・板
東記者に感謝するばかりです。ありがとうございます。
というこことで、１月例会作品の披露紙幅が少なくなったかも知れません。ご了解宜しくお願いします

ジョークサロンに関して板東記者からは･･･都内で毎月例会を開き、創作した都々逸や回文、川柳、小話など
を会員同士で披露し合ってきた。他人の作品を悪くいわないことがルールだ。「笑いを共有する楽しさは、生
きるエネルギーにつながります」…と紹介して頂きました。この精神でこれからも同人一同励みます。
では、皆様のお便り紹介から「♪いつものように幕があき～」・・・喝采へとつながります。

愛知気晴亭・加藤勝彦

伝笑鳩 364…とっても楽しそうな雰囲気が伝わってきます。

節分も終わり、いよいよ春です。地元の大須観音でも豆まきあり、息子が･･･まいてきました。ここは国宝「古
事記」の所有者（今は博物館で保管）亡父は毎朝お参りに行っていて、店のノボリも立っています。

東京・嶋田紀之 いつも楽しく読ませていただいています。皆様の労作、快作を楽しく読んでいます。
皆様の変らぬご健笑をお祈り申し上げます。

熊本・松野信夫 切手を送ります。ジョークサロンからの伝笑鳩をいつも楽しみにしています。
寒い日も 立春すぎて 春の日が ジョークサロンで 大いに笑おう【快鳥 曽田英夫】
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しば選 ものは付け
第 229 回の題 「なんでだろうと思うものは」

（出題：テツ and トモ）

秀逸笑
募るのはよし。募集はだめ。～招待者は募集でなく、募っただけ
横 浜 加畑 高治
金笑
銀笑
銅笑

（野党は、桜を見る会の招待者募集と招待者を募るは同じ意味と迫るが）
徳勝龍が優勝できたのは
（肝っ玉母ちゃんと、出会いがカレー店の美人妻）
神奈川 濱田 頓坊
大寒と小寒があるのに、中間に中寒が無いのは
（尖閣の尖にも中がない）
東 京 中山 正子
高い化粧品を使うときれいになると思い込んでいる女
（願望と妄想の乙女心）
長 野 松原 伸伍

小笑
なんでだろうと考えたこと （今月のお題の｢なんでだろう｣はなんでだろう）
東 京 樋口 七郎
女性にもてない私
（今月の義理チョコと忖度チョコにチョッコと期待）
東 京 稲葉 浅治
ウイルス騒動の火種はいつもあの国
（野生動物と人の濃厚接触の国）
神奈川 藤倉 由紀子
どうして欧米人は風邪をひいてもマスクをしない
（冬でもＴシャツ姿）
埼 玉 小島 裕子
このところ急に妻子が優しくなった （こっそりと高額生命保険に新規加入）
埼 玉 北沢 正嗣
月給の３倍も振込まれている
（会社のリストラの手切れ金と判明）
埼 玉 石原 義三
伝笑鳩の永続と黒字経営
（皆様の応援とカンパの賜物。感謝！感謝！）
神奈川 志賀 明
お風呂上がりにビールを飲みたくなること （子供の頃はフルーツ牛乳だった）
千 葉 皆合 かず子
偉い人の講話を聞くと眠くなること
（講話が子守唄に聞こえる）
千 葉 海郷 達人
小物は捕まっても大物が捕まらない
（大物の正体は大トカゲなのか？）
熊 本 松野 信夫
今年の暖冬異変
（冷夏異変のオリンピックの可能性もあり）
千 葉 岡部 千代松
苦労してダイエットしているのに痩せない （ダイエットするのは財布だけ）
埼 玉 酒井 典子
娘二人に孫娘。その孫娘に生まれた曾孫が女の子（ 天皇家と同じ女系です）
東 京 滝口 康行
賭博のカジノをＩＲとしたのは
（ＩＲに愛ある！と誤魔化せるから）
埼 玉 高木 正明
キレる老人が増え続ける理由は？ （キレ者と呼ばれて育った世代ですから）
東 京 野本 浩一
一品だけだよ。なのにどうして万引きと言うの
（万引きの初心者の疑問）
埼 玉 佐藤 重剛
食べ物の好き嫌い
（男性の顔には好き嫌いはない。常にメン食いの私）
千 葉 吉永 こ百合
重複・類似の作品
① ゴーンの高飛びの理由（高木正明） ゴーンちゃんの顔が漫画みたい（香野好男）
② 安倍の長期政権（大鳥羽裕太郎・松野信夫） 官僚と議員の国会答弁姿（岡部千代松・藤倉由紀子）

第 230 回の題 「ちょっと気どってみたいものは」
（出題：キャンデーズのもうすぐ春ですね）
今回の締切は、3 月 5 日とします。もうすぐ春です。お待ちしてます。
＊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
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東京・木谷美和子（江戸小噺広げ鯛メンバー：ひだまり）
お願いいたします
＊先月登場しました高野まゆみさんのお仲間の方から、切手が届きました。嬉しいですねぇ。
神奈川・高橋久夫

”チコちゃん“によれば、時間が早くすぎると感じるのは…年をとるにつれ
ワクワクすることが少なくなるからだとか云いますが、私はワクワク（惑々）しどうしです。…処理スピー
ドの低下で、時間を費やし、その分“時の経つのが早く”感じられます。皆さんは如何でしょうか？

東京・熊代清隆

ジョークサロンも盛況のご様子なによりです。いつも楽しみに拝見してます。

一年分の切手を同封します。余りはご活用下さい。またお会いできるのを楽しみにしてます。

神奈川・加畑高治
東京・小柴常雄

今年も「伝笑鳩」お送り願い度、切手同封します。よろしくお願いします。
食べ散らしを含めて、1 年分お送りします。よろしくお願いします。

春の「ハタあげ大会」で知り合って、送ってもらったので、そろそろ 1 年になりますね。
面白いことを考えるのは年寄りには何よりのリハビリになります。頑張ってください。切手を送ります。

東京・古賀数範

東京・小松崎文夫
埼玉・石代強

毎回楽しく拝読…今後共宜しくお願い申し上げます。お年玉切手記念に同封します。

毎年年末年始は仕事がらみの飲みニケーションの連続…すっかりアルコール漬け

切手･･･ウッ借り…忘れ切手いました。 お詫びにビール券を同封。思い切手・・・大事ですネ

神奈川・湘南二宮の里にて 前田誠

令和２年分、と申せど１年分の会費（切手）を同封致しました。

毎号溢れる７色の賑わい！ 巧みな鞭振りチーパッパあってこそですね。今年も大いに楽しみにしています。
令和の世は始まったばかりです。そして この国は「人生百年時代」に踏みだしました。2020 年は、平成 32
年、昭和 95 年、対象 109 年、明治 123 年・・・・・・まだまだいけるぞ爺い婆っぱ!!?

新潟永林寺・佐藤憲雄・・・人生で一番大切なときは 今なのだ・・・
令和２年 ２月号 嬉しく拝受 ダンケ！ コーラス 合掌

東京・高栄子 私の英会話仲間がアメリカ人と再婚、…しかもご主人は八十歳を過ぎている･･･。
お元気なお顔の愉快そうなこのご主人を見て私は二人が最高の人生を共にする勇気に感服。

東京・神山徹
東京・樋口七郎

今月のニンマリ ★ 民主主義とは…毎日のようにデモに参加すること（デモ暮らし）
外国の美人女優を漢字で表示・・・

・「哀愁」「風と共に去りぬ」のヴィヴィアン・リーは「美々安・理位」
・「モロッコ」「嘆きの天使」のマレーネ・ディートリッヒは「真礼根出戸立比」
・「肉体の悪魔」「グランドホテル」のグレタ・ガルボは「具礼多・我留保」
・「ナイアガラ」「帰らざる河」のマリリン・モンローは「麻林林・門呂宇」
・「陽のあたる場所」「ジャイアンツ」のエリザベス・テイラーは「絵理座別寿・手位来亜」

東京・稲葉浅治

川柳「フレッシュ」

フレッシュな力に押され窓際へ
マンネリを捨ててフレッシュな道選ぶ

国会へ新たな風を送り込む
プライドをかなぐり捨てて新職場
まずサラダ炭水化物少な目に
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鎌倉極楽寺・浜田頓坊

今月のニンマリ

★「伝笑鳩」と掛けて、「生姜」と解く。

心は・・・辛口だが、食べている内に身も心も暖まり、元気が出て来る。
★友人、岡本弘道氏に伝笑鳩をお送りしましたら、こんなお礼の手紙を頂きました。

甘辛都々逸ほのぼのランド〈129〉
《徳勝龍の優勝インタビュー日本中が大爆笑》
◇「自分なんかが 優勝をして いいんでしょうか」 湧いたなあ
◇いやあいいねえ 爽快だなあ 表情もよし ３３歳
◇「監督も 一緒になってー」 恩師称える 気配りも
◇「まだまだこれから 頑張ります」と 幕尻優勝 良い台詞
◇久し振りだな 初場所の〆（シメ） 横綱不在も 盛り上がる
◇やっと遠藤 本で遣る気 回し色替え 二つ金
◇遠藤よ 立会い前には 擦るな鼻を 相手力士に ナメラレル

《節分になると想い出す先輩の一言など》
◇不苦者有智 遠人者疎外―とな 先輩からの 餞別と共に 今もある
註。（フクハウチ オニハソト）。智ある者は苦しまず 仁心無き者は嫌われるーと。
◇取敢えず 年は取っても ちょっぴり不良 おちゃめで ユーモア ある親父

長野・松原伸伍

ほんわか短歌

ジョークサロンは私の最強の応援者です。私は 1/10～1/20 まで入院。退院後も投薬をのみつつ闘病中でし
た。とても元気をいただきました。スタッフの皆様のご健康とご活躍を祈念しています。
貴重品 おとしたつらさ 味わって 財布やカギを 首からさげる
八十路過ぎ ピンコロしたく 四六時中 頭の中は 健康のこと
この頃は 携帯電話 首にかけ それを忘れて 日々家さがし
日帰りの 温泉つかって うなり節 死ぬまでいたい 桃源郷
百均で 足をきたえる 器具かって 毎日ふんだら 歩行さわやか
足もみ器 踏めば生命の 泉湧く 安くたのしい 健康づくり

香野好勇（こうの好太）

好太川柳

フォト川柳 「朝やけが令和新年祝ってる」

一年の計をぶっ立て意地通す
八十路坂越える間もなくファンファーレ
こりゃ漫画ゴンちゃん箱で空を飛ぶ
おちょくられ日本検察ゴーン追う
箱根路を走るピンクと坊や刈り
IR 闇に潜むか丸暴も
アマゾンは俺の納戸だ全てあり
シニアーの好きな恒例今スルー
萩原高行
年末、日本脱出
脱出映画タイトル

カルロスゴーン（CARLOS GHOSN）よ、お前は・・・
除夜の鐘ゴーン（Ｇｈｏｓｎ）ゴーン（ｇｏｎｅ）と聞こえたり
Ｇｏｎｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ＢＯＸ ・・・箱と共に去りぬ
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佐藤俊一

■どこの・ど・どいつ返歌球

最近は、目の前のことに忙殺されて、「どどいつ」を詠む習慣も薄れておりました。気を取りなおして、仕
切り直しをしたく思う次第です。
令和２年の正月に――。子年の年男ということで。当然、酎ハイをあけまして。

■年男 めったに飲まぬ チュウ（酎）ハイ開けて 美味に目覚めた ネ正月
世は相変わらず、不倫流行り。人気俳優の東出昌大が、清純女優の唐田えりかとの不倫は２年の及ぶんだそ
うで、はてさて――。

■たとえ西でも 東出も行く からた（唐田）めあての かえりかな
いまの最大の関心事は、コロナウィルスの大流行。それにしても「濃厚接触」とは妙な言
い方だな、日本語なのかと思ったら、Close contact の訳語なんですか。でも、あらぬ妄想に
走ってしまいそうな、やっぱり何かヘンな表現ですね。

■いやんぶか～ん 濃厚接触 あなたあたしに いちコロナ
■ふれもせで 濃厚接触 うたがわれたが 「ある」とはいえん いちころな
※「濃厚接触ある」とは言えんし、「ある」と肺炎・・。一刻も早い沈静化を願うのみ、です。

大鳥羽裕太郎 ＜幸 裕 (=交友) 録＞(頓珍漢な会話) 薬局へは＜お薬手帳＞持って行きまひょ！
<裕>
<幸>
<裕>
<幸>
<裕>
<幸>

お父ちゃん、通院して処方箋もろたら薬局行くやろ。
そら行くわ。皮膚科なんかお薬貰うために通院してるみたいなとこもあるしな。
その時＜お薬手帳＞持って行ってはる？
それがよううっかり忘れんねん。
持って行けへんとその分点数がついてトータルの薬代増えんねんで！
ほんまか。「＜お薬手帳＞忘れたから薬のシールは家で貼っときますわ。」
言うたら「はい、分かりました。」で終わりやで。
<裕> そう言うてしっかり＜お薬手帳不携帯＞料取ってはんねんで。この前、目薬の本数
減らしたのに料金が同じやったから「何でですか？」と聞いてわかってん。
<幸> さよか。これから気を付けよ。ええ薬になったわ。

門口泰宣

阿呆リズム＆パロディ

１）不眠全休で雲隠れの菅原元経産大臣
２）♪溝手なぜ泣くの 溝手は落選に
河井安倍友が １０倍貰ったからよ♪ （七つの子）
３）私は脱兎サンです ゴーン被告
４）就職人気のない小中学校は弱肉教職状態
５）職弾劾絶壁感のないトランプ大統領
６）大相撲をわかした炎鵬応援の声
７）♪男なら男なら 未練残すな近大の夢に
元をただせば幕内どんじり 度胸一つで 押していけ
男奈良徳勝龍♪（男なら）
８）ますます売れますマスク
９）♪ハア あの日リオで眺めた月が ソレ トトントネ
今日は東京でオモテナシ アチョイトネ
五輪終わったらまた不況
固い約束夢と消え ヨイショコーラ 夢と消え
オリンピックどころじゃない 桜を見る会、IR♪
（東京五輪音頭）
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阿部博

川柳 令和元年は暮れ～～令和二年が来た

★ 12 月 16 日、左眼の白内障手術で 2 泊 3 日の入院
白内障手術美しき世のアラも見え
白内障手術鏡の我の皺深し
白内障手術吾妹（わぎも）美し嘘笑う
眼内レンズ僕は僕かなと我思う
★ 1 月 1 日、年が明けても猫が好き
ＳＮＳ猫がのさばる子年かな
★ 1 月 20 日、安倍首相施政方針演説
五輪旗の陰に隠れし桜かな
★ 1 月 21 日午後 5 時 54 分、東南東、最大仰角 45 度に
国際宇宙ステーション(ISS)が通過
宇宙ステーション夜空うっすら「きぼう」見え
宇宙ステーションあっという間に「きぼう」消え
★ 1 月 26 日、湯島天神近くの居酒屋で「Ｙさんを偲ぶ会」
白梅や石段険し男坂
白梅や集いいつしか偲ぶ会
★ 1 月 26 日夜
有楽町マスクの群れをそっとよけ

こじままじこ（小島裕子）

まじこのマジックルクル 回文

「鼠・ネズミ」

新しい年を迎え、「今年の目標」や「今年のチャレンジ」を考えているうちに、もう 2 月に！ひゃあ。
新年会の参加者 20 名のうち 3 名も年男がいましたね。
高確率！と言うわけで、遅ればせながら今月のお題は「鼠・ネズミ」です。

ネズミミテミテミミズネ
(ネズミ、見て見て、ミミズね)
ネズミマアココアマミズネ
(ネズミ、まあ、ここ雨水ね)
ネズミオオカンネンカオオミズネ
(ネズミ、おお観念か、大水ね)
ネズミキツネトネツキミズネ
(ネズミ、狐とね、月見ず寝)
ネズミナハデカゼカデハナミズネ
(ネズミ、那覇で風邪か、で、鼻水ね)
ネズミウコムヨノルノヨノルノヨムコウミズネ
(ネズミ、「う、混むよ」、「乗るのよ、乗るのよ」、「向う見ずね」)
桑野妙子

妙子のワンダフルワールド： アンパンマン キャラクター 名前あては大変
やなせたかし作アンパンマンは登場キャラクターが多いこ
とで知られています。
ギネスブックでも世界一キャラクターが多い作品となって
います。
さて どれくらいでしょうか？
なんとなんと ２２００種類以上も・・・
名前覚えるのは大変ですねぇ。

その中でも・・・これはという １１コ 紹介しましょう。わかりますか？

アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマン、メロンパンナちゃん
バタコさん、めいけんチーズ、レアチーズちゃん
ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃん、ホラーマン
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海郷達人
1．喧嘩

ショートジョーク 三話

庭先で猫と鶏がにらみ合っている。猫がフーッと背筋を膨らませて前足で猫パン
チを食らわせると、怒った鶏が後ろ足で猫を蹴飛ばした。
2．黙って付いてこい
昔は、黙って俺に付いてこいと言ったものだ。今、付いてくるのは、掃除機だけに。しか
も最新の掃除機になると、勝手に動き回って付いても来ない。
3．装道
ワイフが装道教室で着付けを習い、自分で着物を着てみると言うから手伝ってみた。装道
のテキストを見ながら、帯を引っ張ってあーでもない、こーでもないと思案しながらやっ
たが、最後は帯がぐちゃぐちゃ。大そうどうになってしまった。

野本浩一 お写落日記 【朝ドラで喜美子が出会ったあの狸 ウチの狸の高祖父なのかも】

現在 NHK で放映中の朝ドラ「スカーレット」のヒロイン・喜美子
が、終戦直後に出会ってお辞儀した信楽の狸はひょっとしたら長崎
の実家玄関に紛れ込んだ狸の高祖父、曾祖父ではないか。年明けに
何気なく整理していた古いアルバムで 20 才頃、自宅玄関で撮った写
真を見つけて、そんな気がしている。我が家の商売繁盛を支援する
ためにやって来た可愛い狸だった。確認しようにも、既に実家は改
築されたので居なくなっている。近所で人気者だったような記憶に
残る狸だった。
狸の寿命は 6～8 年、動物園では 10 年位生きるらしい。
喜美子が会ったのは昭和 22 年頃で、我が家に来たのは昭和 38 年頃だか
ら、3、4 世代後だ。だから、曾孫（そうそん、ひまご）か玄孫（げんそ
ん、やしゃご）あたりなのか。我が家の狸が去って何十年も経って信楽の狸
との思い出語りを楽しむとは思ってもいなかった。
信楽の狸は他（た）抜き他（た）を抜いて
商売繁昌店を支える
信楽の里を離れて長崎で
我を支えた狸に感謝
「玄関になんで狸が居るのかと」
尋ねし友は何処に行きしか
小宮三千夫

あいだみつお｢にんげんだもの｣より-6
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芝崎満夫

笑いの笑解(紹介)

散歩（その２）篇 ：偶然の出来事/突然の驚き

近くの歩道を歩いていた時の出来事
すれ違った若い女性が突然手の口に当てて飛び上がったので、驚いた。
何が起こったのか周りを見渡すと、その脇のレストランの入り口のガラスを中腰で拭いている
中年の女性がいた・・良く見ると、黒ぶちの眼鏡につりあがった目そして黒い服と・・・何かを
連想させる・・・まさにこの鋭い眼光（下側から）と若い女性の目線(下向ぎみに歩いて)とが
一致した瞬間だった。その店の名は「ベトナムの食卓」・・・さらに連想掻き立てる感じ。
私も思わず、納得した瞬間だった。そして、こんな偶然ってあるのだろうかと。
『まさに草原で（黒）豹に睨まれた瞬間の恐怖』を感じたのだろうと思う。
日ごろ、こんなことほとんど起こらない状況の中、一瞬ではあるが、この偶然と驚きに浸った。
笑いのポイント（笑点）
お：思（オ）いがけず、何が起こるか
ど：ど（ド）うしようもない状況で
ろ：路（ロ）面を飛び上がるほど
き：き（キ）っと、とてもこわかったのであろう
→ベトナム料理店

高木正明 コミックどどいつ瓦版 No.345 《世間話を コミック仕立て 語る七七七五調》

お節料理の レンコン食べて 景気見通す 三ケ日
除夜の鐘では 煩悩消えず 賽銭ケチれば 聴かぬ神
施政方針 弱みは黙秘 五輪や改憲 よく喋り
破棄で誤魔化す 「桜」の名簿 証拠隠滅 シュレッダー
碌に「花見」の説明せずに 風化するのを 待つ素振り
選挙違反で 雲隠れして 歳費はしっかり 取る輩
地球環境 グレタが頼り 当てに出来るか 進次郎
反日コリアと ウイルス・チャイナ キャンセル重体 観光地
ウツツ
マラソン競技は
シューズのバトル 厚底・薄底 業界戦
夢か 現 か 幕尻力士 初優勝なる 徳勝龍
暗い世相に 笑いを撒いて 今年も楽しく 行きましょう！
吉永こ百合（尾垣聡子） はめ字「こぞことし たからふね」 こ百合のひとりごと

～ 大黒様 と 獅子舞 ～
お 正 月 ２ 日 、 某 JR 駅 ビ ル で大 黒 様 と 獅 子 舞 の 縁 起 の い い 踊 り に 遭 遇 。
運 良 く前 列 の ほ う でみ れ ま し た 。
わ ー ッ な ん と 、大 黒 様 の 打 ち 出 の 小 槌 に 触 れ て も ら い 、
獅 子 の 頭 に 、 健 康 を 願 っ てあ た ま を 噛 ん で も ら い ま し た 。 。
今年一年
いいこと
ありま～すように。。。
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曽田英夫

狂歌 NEW 門

● 両手をあわせ 必死に祈る
収縮し コロナウイルス 全滅へ
年金の 金額増やせ 大幅に
おみくじを 引いたが結果 ただの吉
● 軽いつもりが 大事に至る
有名人 若い娘と 不倫ばれ
どうしてか 文春砲が かぎつける
焼き鳥の 串をごまかし 即ばれる
● ぐっとわき出る 元気と勇気
ラジオから 自分の名前が 久しぶり
呼び出され 酒くみかわし ごちそうに
久々に カラオケ行って １０曲も
徳勝龍 あっと驚く 優勝で
柴本和夫

両手をあわせ 必死に祈る
両手を合わせ 必死に祈る
両手を合わせ 必死に祈る
軽いつもりが 大事に至る
軽いつもりが 大事に至る
軽いつもりが 大事に至る
ぐっとわき出る
ぐっとわき出る
ぐっとわき出る
ぐっとわき出る

元気と勇気
元気と勇気
元気と勇気
元気と勇気

言葉の研究

1. 青山学院の箱根駅伝優勝
①原監督のマジック復活 ⇒プロ野球では惨敗、箱根駅伝でリベンジ
②時代のブームは、○○の青山へ
駅伝の青山、洋服の青山、コーヒ－の青山（英訳はブルーマウンテン）
③厚底ブームの変化
昔はガングロ
今は駅伝シューズ
２.カルロスゴーンの記者会見
①私には、裁判への「闘争心」はないが、裁判からの「逃走心」がある。
・逃走心は身を助ける～逃げるは恥だが、役（やく）に立つ
・逃げるは恥だが、役（えき）を断つ～懲役（えき）からの逃走で、身を助ける

３．令和 2 年の干支は、ネズミです～世の中の誤りを正す
①ちゅうちゅう・タコかいな～これは誤りです ⇒ ちゅうちゅうネズミかいなです
②渋谷のちゅう犬ハチ～これは誤りです
⇒ ワン犬ハチ公と言いましょう

平井幸雄

マッチ棒パズル：

小学校１年生の孫がいる。

どんな科目が
好きかと聞くと
「さんすう」と答
えた。数学の苦手
の爺じにとって
は頼もしく思え
た。負けじと爺じ
も、さんすうに挑
戦してみた。手は
じめにマッチ棒
計算パズルをは
じめてみた。
（元のマッチ棒
か ら … → で
移動先のマッチ
棒へ）
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★2020 年 1 月 29 日例会参加者（到着順）

14 名参加 ＊太字は初参加

桑原妙子、尾垣聡子、門口泰宣、柴本和夫、曽田英夫、芝崎満夫、小宮三千夫、野本浩一、
高木正明、小島裕子、海郷達人、平井幸雄、阿部博、板東玲子（読売新聞編集局記者）
＊読売新聞の取材が入りました。 → 2 月 16 日に記事が掲載されました。（１頁参照方）
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 25 日（水）
千代田スポーツセンター
７階第 2 集会室
4 月 22 日（水）
千代田スポーツセンター
予定
5 月 27 日（水）、6 月 24 日（水）、7 月 22 日（水）、8 月 26 日（水）・・・
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

読売新聞の取材により
サロン同人のナイス笑
顔が大きく掲載されま
した。笑顔は宝です！
→ いいショット
板東記者＋新微少女隊

切手（郵送費分）・カンパ受領等一覧（敬称略）2020 年 1 月 21 日～2020 年 2 月 18 日
切手：瀬川裕志、 前田誠、石代強、嶋田紀之、松野信夫、熊代清隆、小松崎文夫、加畑高治、
小柴常雄、古賀数範、高橋久夫、木谷美和子、杉浦康司
カンパ： 高木正明、桑原妙子、尾垣聡子、小島裕子、前田誠、石代強、浜田頓坊、熊代清隆
小松崎文夫、小柴常雄

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、84 円切手 15 枚（一年分）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.365 発行 2020.2.26
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・大鳥羽裕太郎・尾垣聡子・海郷達人・片岡隆・香野好勇・小島裕子・小宮三千夫・榊原金市
佐藤俊一・佐藤重剛・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・山田武彦・稲葉浅治・大石脩・浜田頓坊・樋口七郎
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。笑う顔には福が来る・・・ですよ。
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